（指定 の取 消し等）
第 五十一条 の二 十九 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、 当該指定一 般 相談支援事 業者に 係る第 五十一条 の十四第一 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、 指定一 般 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）
２ 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 指定特定相談 支援事業者 に 係る第 五十一条 の十七第一 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 特定相談支援 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）
（略）

３

（指定 自立支援 医療 機関の指定）
第 五十九条 第 五十四条第二 項 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 （こ れら に 準ずるも のとして 政令で 定めるも のを含
む。 以 下 同じ。） 又は 薬 局の開設者 の申請によ り、 同条第一 項 の厚生労 働省令で 定める自立支援 医療 の種類ご とに行う。
２ （略）
３ 第三 十 六条第三項 （第一 号から 第 三号まで 及び第 七号を除 く。） の規定は、 指定自 立支援 医療機 関の指定に 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 六 十八条 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、 当該指定自立支援 医療機 関に 係る第 五十四条第二 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 ～六 （略）
２ 第 五十条第一 項第 八号から 第 十二 号まで 及び第二 項 の規定は、 前項 の指定自立支 援 医療機関 の指定 の取消し 又は 効力の停 止について 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 百十一条 第四十八条 第一 項 （同条 第三項に おいて 準用する 場合を含む。 ）、 第 五十一条 の三第一 項、 第 五十一 条 の二 十七第一 項若しく は第二 項若し
くは第 五十一 条 の三 十二 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

- 56 -

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 百十二 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。

○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）に よる改正後 の就学
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） （抄）

- 57 -

（目的）
第一条 こ の法律は、 幼児 期の教育 及び保育が 生涯にわたる 人格形成 の基礎を 培う 重要な も ので あること並びに 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 伴い 小学校 就学前 の子ど も の教育 及び保育に 対する 需要が多 様なも のとな って いること に鑑み、 地域に おける
創 意 工夫を 生かしつつ、 小学校就学前 の 子どもに 対する教育 及び 保育並びに 保 護者に 対する 子育て 支援 の総合的な 提 供を推進する ため の措置を 講じ、
もっ て 地域に おいて 子どもが 健や かに育成される 環境 の整備に資することを 目的 とする。

（定義）
第二 条 こ の法律に おいて 「子ど も」とは、 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 「幼稚園」 とは、学校教育 法 （昭和二 十二 年法律 第二 十六号） 第一条に 規定 する幼稚園をいう。
３ こ の法 律に おいて 「保育 所」と は、 児童福祉 法 （昭和二 十二 年法律第 百六十四号） 第三 十九条 第一 項に 規定 する 保育 所を いう。
４ （略）
５ （略）
６ （略）
７ こ の法律に おいて 「幼保連携型 認定こ ども 園」と 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 歳以上の子ど もに 対する 教育並びに
保育 を 必要とする 子どもに 対する 保育を一 体的に行い、 こ れら の子ども 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
るとと もに、 保護 者に 対する 子育て の支援を 行うことを 目的として、 こ の法律 の定めるとこ ろにより設置さ れる施 設を いう。
８～
（略）
こ の法律に おいて 「保 護者」とは 、 児童福祉法 第 六条に 規 定する 保護者 をいう。
（略）
10

（幼保連携 型 認定こども 園以外の認定こども 園の 認定等）
第三条 幼稚 園又は 保育 所等 の設置者 （都道府県を 除く。）は、そ の設置する施 設が 都道 府県の条例で 定める 要件に適合して いる 旨の都道府 県知事 （保
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育 所に 係る 児童福祉法 の規定による 認可そ の他の処分を する 権 限に 係る事 務を 地方自治 法 （昭和二 十二 年法律第 六十七号） 第 百八十条 の二 の規定に基
づく都道府 県知事 の委任を 受けて 当該 都道府県の教育委員会が 行う 場合そ の他の主務 省令で 定める 場合にあっては 、 都道府県 の教育委員会。 以 下こ の
章 及び第四章に おいて 同じ。） の認定を 受けること がで きる。
２ （略）
３ 幼稚園及び 保育機能施 設 のそ れぞれ の用に 供され る建物及びそ の附属設備が一体的に 設 置されて いる 場合に おけ る 当該幼稚園 及び保育 所等 （以 下「
連携 施 設」という。） の設置者 （都道府県を除く。）は 、そ の設置 する連携施 設が 都道府県の条例で 定める 要件に適合 して いる 旨 の都道府県知 事 の認
定を 受けることがで きる。
４ （略）
５ 都道 府県知事は、 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 人を含む。 以 下同じ。） 及び市 町村以 外の
者から、 第一 項 又は第 三項 の認定 の申請があっ たときは、 第一 項 又は第三 項 の条例で 定める 要件に 適合する かどう かを審査 するほか、 次に掲げる基 準
（当該 認定 の申請をした 者が学校法 人 （私立学校 法 （昭和二 十四年法律第二 百七十号） 第三条に 規 定する学校法 人をいう。 以 下同じ。） 又は社会福祉
法 人 （社会福 祉法 （昭和二 十六年法律 第四十五号） 第二 十二 条 に 規定する社 会福祉法 人を いう。 以 下 同じ。）で あ る 場合にあっては、 第四 号に掲げる
基 準に 限る。 ）によって、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 にも該当する も のでな 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 あっ 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 七条第一 項 の規定に より 認定を 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 認定を 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 （平成 五年法律 第 八十八号） 第 十五条 の規定による 通知があっ 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。 以 下ホ 及び
第 十 七条第二 項第 七号に 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 の号に おいて 「役員等」 という。）で あ
っ 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 認定を 取り消された 者が 法 人でな い場合に おいては、 当該 通知があっ た
日前 六 十日以内に 当該事業 の管 理者で あっ 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 認定 の
取消しが、 認定こど も 園の認定 の取消し のう ち 当該 認定 の取消し の処分 の理由となっ た事実 及び 当該事実 の発 生を防 止するため の当該 認定こども
園の設置者による業務 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 認定こ ども 園の設 置者が有して いた責任の程度を考慮
して、 ニ本 文に 規定する 認定 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 主務 省令で 定めるも のに該当する 場合を
除く。
ホ ～チ （略）
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６ ～８
９ 都道府県 知事は、 当該都道府県が 設置する施 設 のう ち、 第一 項 又は第三 項 の条例で 定める 要件に 適合して いる と 認めるも のについては 、こ れを 公示
するも のとする。
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（認定 の取消し）
第 七条 都道府県 知事は、 次 の各号のいず れ かに該当するときは、 第三条第一 項 又は第三項 の 認定を 取り 消すことがで きる。
一 第 三条第一 項 又は第三項 の 認定を 受けた 施 設がそ れ ぞれ 同条第一 項 又は第三 項 の条例で 定 める 要件を 欠くに 至っ た と 認めるとき。
二 第 三条第一 項 又は第三項 の 認定を 受けた 施 設の設置者が第二 十九条第一 項 の規 定による 届出を せず、 又は虚偽 の届出をしたとき。
三 第三 条第一 項 又は第三項 の認定を 受けた施 設の設置者が第三 十条第一 項 又は第二 項 の規定に よる 報告を せ ず、 又は虚偽 の報告をし たとき。
四 第三 条第一 項 又は 第三項 の認定を 受けた施 設の設置者が 同条第 五項第 四号イ から ハまで、 ト 又はチ のいず れ かに該当するに 至っ たと き。
五 第三条 第一 項 又は第 三項 の認定を 受けた施 設 の設置者が 不正 の手段に より 同条第一 項 又は第三 項 の認定を 受けたとき。
六 そ の他第 三条第一 項 又は第三項 の 認定を 受けた 施 設の設置者がこ の法律、学校教育 法、 児童福祉 法、 私立学校 法、 社会福 祉法若しくは 私立学校振
興 助成法 （昭 和 五十年法律 第 六十一 号） 又はこ れら の法律に基づ く命令 の規定に違 反した とき。
２ ・３ （略）

（設備及び 運営 の基準）
第 十三 条 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 （都道府県が 設置するも のを除く。 ）については 、 当該指定都市等。 次項 及び第二 十五条に おいて 同じ。
）は、 幼 保連携型 認定こども 園の 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、 子ど も の身体的、 精
神的 及び社 会的な 発達 のために 必要な 教育 及び保育 の水準を 確保するも のでなければ ならな い。
２ ～５ （略）

（職員）
第 十四条 幼保連携型 認定こ ども 園には、 延長及び保育教諭を 置かなければな らな い。
２ ～５ （略）
６ 教 頭は、 園長 （副園長を 置く幼保連携型 認定こども 園にあっては 、 園長及び 副 園長）を 助け、 園務を整 理し、 並びに 必要に応じ 園児 （幼保連 携型 認
定こど も 園に在籍する 子どもを いう。 以 下同じ。） の教育 及び保育 （満三歳未満 の園児について は、そ の保育。 以 下こ の条に おいて 同じ。）をつ かさ
どる。
７～
（略）

（職員 の資 格）
第 十五条 主 幹保育教諭、 指導保育教 諭、 保育教諭 及び 講師 （保育教諭に 準 ずる職務に 従 事するも のに 限る。）は 、 幼稚園の教 諭 の普 通免 許 状 （教育職
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員免 許法 （昭和二 十四年 法律第 百四 十七号） 第四条第二 項に 規定する普 通免 許状をいう。 以 下こ の条に おいて 同じ。）を有し、 かつ、 児 童福祉法第 十
八条 の十八第一 項 の登録 （第四項及び 第三 十九条 に おいて 単に 「登録」という。）を 受けた者でなけ ればならな い。
２ ～６ （略）

（設置等 の届出）
第 十 六条 市 町村 （指定都市 等を除く。 次条第 五項に おいて 同じ。 ）は、 幼保連 携型 認定こど も 園を 設置しようとする とき、 又はそ の設置した 幼保連携
型 認定こども 園の廃 止、 休 止若しくは 設置者 の変更そ の他政令で 定める事項 （次条第一 項及び 第三 十四条第 六項に おいて 「廃 止等」 という。）を 行 お
うとするときは、あ ら かじ め、 都道府県知事に 届け 出なけ ればならな い。

（設置等 の認可）
第 十七条 国及び 地方 公共団体以外の者は、 幼保連携型 認定こ ども 園を 設置しようとするとき、 又はそ の設置し た幼保連携型 認定こども 園の廃 止等を 行
おうとすると きは、 都道 府県知事 （指 定都市等 の区域内に 所在 する幼保連携 型 認定こども 園について は、 当該指定 都市等 の長。 次項、 第三 項、 第 六項
及び第 七項並 びに 次条第一 項に おいて 同じ。） の認 可を 受けなけ ればならな い。
２ 都道府県知 事は、 前項 の 設置の認可 の申請があっ たときは、 第 十三条第一 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
準に よって、そ の申請を審査しなければな らな い。
一 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。
二 申 請者が、 労働に 関する 法律 の規定で あって 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。
三 申請者が、 第二 十二 条第一 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 い者で ある とき。 ただし、 当該 認可の
取消しが、 幼保連携型 認定こども 園の 認可の取消し のう ち当該 認可の取消し の処分 の理由となっ た事 実 及び当該 事実 の発生を 防 止するため の当該幼
保連携型 認定こども 園の 設置者による 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 当該幼 保連携型 認定こども 園の 設置者が
有 して いた責 任の程度を考 慮して、こ の号本文に 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 主務 省令
で 定 めるも のに 該当する 場合 を除く。
四 申請者が、 第二 十二 条第一 項 の規定に よる 認可の取 消し の処分に 係る行政 手続法第 十五条 の規定による 通知があっ た 日から 当該 処分を する 日又は
処分を しな いこと を 決定する 日まで の間に前 項 の規定に よる幼保連携 型 認定こども 園の廃 止を した者 （当該 廃 止について 相当 の理由がある者を除 く。
）で、 当該幼保連携 型 認定こども 園の廃 止の 認可の日から 起算して 五年を経過しな いも ので ある とき。
五 申請 者が、 第 十 九条第一 項 の規定による検 査が行われ た 日から 聴聞 決定 予定 日 （当該検査 の結 果に基づき 第二 十二 条第一 項 の規定による 認可の取
消し の処 分に 係る聴聞を行う か否か の決定を することが 見込まれる 日として 主務 省令で 定めるとこ ろにより都道 府県知事が 当該申請者に 当該検査が
行われた 日から 十日以内に 特定 の日を 通知した場合に おける 当該特定 の日をいう。） まで の間に前 項 の規定による幼保連携型 認定こども 園の廃 止を
した者 （当該 廃 止について 相当 の理由がある者を 除く。）で、 当該幼保連携 型 認定こど も 園の廃 止の 認可の日から 起算して 五年を経過しな いも ので
あるとき。
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六 申請者が、 認可の申 請前 五年以 内に教育 又は 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。
七 申請者 の役員 又はそ の長 のう ちに 次 のいずれ かに該当する 者があるとき。
イ 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 なくなるまで の者
ロ 第一 号、 第二 号又は前 号に該当する 者
ハ 第二 十二 条 第一 項 の規定により 認可を 取り消され た幼保連携型 認定こども 園に おいて、 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 通知があっ た 日前 六十日以 内にそ の幼保連携型 認定こ ども 園の設 置者 の役員 又はそ の園長で あっ 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 （当該 認可の取消し が、 幼保連携 型 認定こど も 園の認可の取消し のう ち当該 認可の取消し の処分 の理由とな っ た事実 及び 当該事実 の発
生を防 止するため の当該幼保連 携型 認定こど も 園の設置者 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 当該幼保連
携型 認定こども 園の 設置者が有して いた責任の程度を考慮 して、こ の号に 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 主務 省令で 定める も のに該当 する 場合を除 く。）
ニ 第四号に 規定する 期 間内に前項 の規定により 廃 止した幼保連携型 認定こども 園 （当該廃 止につ いて 相当 の理由がある幼保連携型 認定こども 園を
除く。）に おいて、 同号 の通知 の日前 六十日以内にそ の設置者 の役員 又はそ の長で あっ た 者で 当該廃 止の認可の日 から 起算して 五年を経過しな い
もの
（略）

３ ～７

（報告 の徴収等）
第 十九条 都道府県 知事 （指定 都市等 の区域 内に 所在 する 幼保連携型 認定こども 園 （都道府県が 設置するも のを除く。） については 、 当該指定都市等 の
長。 第二 十八条 から 第三 十条まで 並びに第三 十四条第三項 及び第九項を 除き、 以 下 同じ。）は、 こ の法律を施 行するため 必要があると 認めるときは 、
幼保連携 型 認定こども 園の設置者 若しくは 園長に 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）

（改善勧告 及び改善命令）
第二 十条 都道 府県知事は、 幼保連携型 認定こども 園 の設置者が、 こ の法律 又はこ の法律に 基づく命令 若しくは条例 の規定に違 反したときは 、 当該 設置
者に 対し、 必要な 改善を勧告 し、 又は 当該 設置者がそ の勧告に 従わ ず、 かつ、 園児 の教育 上又は 保育 上有 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。

（事業停 止命令）
第二 十一 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、 幼保連携型 認定こ ども 園の事業 の停 止又は 施 設の閉鎖を 命ずることがで
きる。
一 幼保連 携型 認定こど も 園の設置者が、こ の法 律 又はこ の法 律に基づく命 令若しくは 条例 の規定に 故意に違 反し、 かつ、 園児 の教育 上又は 保育 上著
しく有害で あ ると 認められ るとき。
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二 幼保連 携型 認定こど も 園の設置者が前条 の規 定による命 令に違 反した とき。
三 正当な 理由がな い のに、 六月以上 休 止したと き。
（略）

２

（認可の取消し）
第二 十二 条 都道 府県知事は 、 幼保連携型 認定こども 園 の設置者が、こ の法律若しくはこ の法 律に基づく 命令若しくは 条例 の規定 又はこ れらに 基づいて
する 処 分に違 反し たときは、 第 十七条第一 項 の認可を 取 り消すことがで きる。
（略）

２

第二 十一条第一 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

（変更の届出）
第二 十九条 認定こども 園の設置者 （都道府県を 除く。 次条に おいて 同じ。 ）は、 第四条第一 項各号に掲げる事 項及び教育 保育概 要として 前条 の規定に
より周知され た事項 の変 更 （主務 省令で 定める軽微な変更を除 く。）をしようとするとき は、あら かじ め、そ の旨を 都道府県 知事に 届け 出なければな
ら な い。
２ （略）
第三 十八条
処する。

第三 十九条 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 第 十五条第一 項 又は第四項 の規 定に違 反して 、 相当 の免 許状を有しな い者 又は 登録を 受けて いな い者を 主幹 保育教諭、 指導保育教諭、 保育教諭、
助保育教諭 又は 講師に 任命し、 又は 雇 用したとき。
二 第 十五条 第一 項 又は 第四項 の規定に違 反して、 相当 の免 許 状を有せず、 又は 登録を 受けて いな いにも かかわら ず主幹保育 教諭、 指導保育教諭、 保
育 教諭、 助保育教諭 又は 講師となっ たと き。
三 第 十五条第二 項、 第三 項 又は第 五項 の規定に違 反して、 相当 の免 許状を有 しな い者を 主 幹養護教諭、 養護教諭、 主幹栄養教諭、 栄養教諭 又は養護
助教 諭に 任命し、 又は 雇用し たとき。
四 第 十五条第二 項、 第三項 又は第 五項 の規 定に違 反して、 相当 の免 許状を有しな いにも かかわら ず主幹養 護教諭、 養 護教諭、 主幹 栄養教諭、 栄 養教
諭 又は 養護助教諭となっ たとき。
五 第三 十一条第一 項 の規定に違 反して、 認定こども 園と いう 名称 又は こ れと 紛らわ しい名称を 用いたとき。
六 第三 十一条第二 項 の規定に違 反して、 幼保連携型 認定こ ども 園という 名称 又はこ れと 紛らわし い名称を 用いたとき。

○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）
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附 則 （平成二 十四年 八 月二 十二 日法 律第 六十六号）
（施行期日）
第一条 こ の法 律は、 子ど も ・子育て 支 援法 （平成二 十四年法律 第 六十五号） の施行 の日から施行する。 ただし、 附 則第九条 から 第 十一条まで の規定は
、 公布 の日から 施行する。

（認定こども 園で ある幼保連携 施 設に 関する 経過措置）
第三条 こ の法律 の施行 の際現に 存するこ の法律による改 正前 の就学前 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 法律第 七条 第一 項
に 規定する 認定こど も 園で ある 同法第三条第三 項に 規定する幼保連携施 設 （幼稚園 （同法第二 条 第二 項に 規定 する幼稚園を いう。 以 下 同じ。） 及び 保
育 所 （同法第二 条第三 項に 規定する 保育 所をいう。）で 構成されるも のに 限る。 以 下こ の項及び次 項に おいて 「旧幼保連携 型 認定こども 園」という。
）で あって 、 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。 次条第一 項に おいて 同じ。） 及び 地方
公共団体以外 の者が 設置 するも のにつ いては、こ の法律 の施行 の日 （以 下「施行 日」という。）に、 新 認定こども 園法第 十七条第一 項 の設 置の認可が
あっ たも のと みな す。 ただ し、 当該 旧幼 保連携型 認定こども 園の 設置者が施 行 日の前 日まで に、 新 認定こども 園法 第三 十六条第二 項 の主務 省令 （以 下
単 に 「主務 省令 」という。 ）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。
２ ～４ （略）

則 （平成 十八年 六月二 十一 日法 律第 八十三号） 抄

○介護サ ービ ス の基 盤強 化のため の介護保険法 等 の一 部を 改正する 法律 （平成二 十三年法律第 七 十二 号）による改正後 の健康保険法等 の一 部を改正 する
法律 （平成 十八年法律 第 八十三号） （抄）
附

（健康保険法 等 の一 部改正に伴う経過措 置）
第 百三 十条 の二 第二 十六条 の規定 の施行 の際現に 同条 の規定による改正前 の介護保険法 （以 下こ の条 に おいて 「旧介護保険法」 という。） 第四十八条
第一 項第三号の指 定を 受けて いる 旧介護保険法第 八条第二 十六項に 規定する介護 療養型 医療施 設について は、 第 五条 の規定による 改正前 の健康 保険法
の規定、 第九条 の規定による改 正前 の高齢者 の医療 の確 保に 関する 法 律 の規定、 第 十四条 の規 定による改正 前 の国民健 康保険法 の規 定、 第二 十条 の規
定による改正前 の船 員保険法 の規定、 旧介護 保険法 の規定、 附則第 五十八条 の規定による改正前 の国家 公務 員共済組合法 の規定、 附則第 六十七条 の規
定による 改正前 の地方 公務員等共済組合法 の規 定、 附則第 九十条 の規定による改正前 の船員職業 安定法 の規定、 附則第九十一条 の規定による改正前 の
生活保護 法 の規定、 附 則第九十六条 の規定による改正前 の船 員 の雇用の促進に 関する 特別措置法 の規定、 附則第 百十一条 の規定による改 正前 の高齢 者
虐待 の防 止、 高齢者 の養 護者に 対する支援等に 関 する 法律 の規定 及び附則第 百十一条 の二 の規定に よる改正前 の道 州制特別区域に おける 広域行政 の推
進に 関する 法律 の規定 （こ れら の規定に基づく命 令 の規定を含 む。）は、 平成三 十年三 月三 十一 日まで の間、な おそ の効力を 有する。
２ ・３ （略）
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○平成二 十二 年度等に おけ る 子ども 手当 の支給に 関 する 法律 （平成二 十二 年 法律第 十九号） （抄）

（罰則）
第三 十三条 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。

○障害者 虐待 の防 止、 障害者 の養護 者に 対する 支援等に 関する 法律 （平成二 十三年法 律第 七十九号） （抄）

（目的）
第一条 こ の法律は、 障害 者に 対する虐 待が障害者 の尊厳を害するも ので あ り、 障害者 の自立及び社会 参加にとって 障害者に 対する虐待を防 止すること
が 極めて 重要で あること等に鑑み、 障害 者に 対する虐 待 の禁 止、 障害者虐待 の 予防 及び 早期 発見そ の他 の障害者虐待 の防 止等に 関 する 国等 の責務、 障
害者 虐待を 受け た障害者に 対する 保護 及び 自立 の支援 のため の措置、 養護者 の負 担 の軽減を 図ること等 の養護者に 対する養護者に よる障害者虐 待 の防
止に 資する支援 （以 下「養護者 に 対する支 援」という。 ） のため の措 置等を定めることにより、 障害者虐 待 の防 止、 養 護者に 対する 支援等に 関 する施
策を 促進し、もって 障害者 の権 利利益 の擁護に資するこ とを 目的とする。

（立入調査）
第 十一条 市 町村長は 、 養護者による障害者虐待により障害 者 の生命 又は 身体に 重大な 危険が 生じて いる おそ れ があると 認めるときは、 障害者 の福祉に
関する事務 に 従事する職 員をして、 当該障害者 の住所又は 居所に 立ち入り、 必要な 調査 又は質問をさ せることがで きる。
２ 前項 の規 定による 立入 り 及び 調査 又は質問を行う 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、 関係者 の請求がある ときは、こ れ
を 提示しなけ ればならな い。
第一 項 の規 定による 立入 り 及び 調査 又は質問を行う権 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。

３

（市 町村障害者虐 待防 止センター の業務 の委 託）
第三 十三条 市 町村は、 市 町村障 害者虐待 対応協 力者 のう ち適当と 認められるも のに、 前条第二 項各号に 掲げる業務 の全 部 又は一 部を 委 託するこ とがで
きる。
２ 前項 の規定による 委 託を 受けた 者若しくはそ の役員若し くは 職員 又は こ れら の者で あっ た者は 、 正当な 理由なしに、そ の委 託を 受け た業務に 関して
知り得た秘密を 漏らして はならな い。
３ 第一 項 の規定により 第 七条第一 項、 第 十六条第一 項若しく は第二 十二 条 第一 項 の規 定による 通報 又は第九条第一 項に 規定 する 届出若し くは第 十六条
第二 項若しく は第二 十二 条 第二 項 の規 定による 届出 の受 理に 関する業務 の委 託を 受けた者が第 七条第一 項、 第 十六条第一 項若し くは第二 十二 条第一 項
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の規定による 通報又は第 九条第一 項に 規定する 届 出若しくは 第 十六条第二 項若しくは第二 十二 条第二 項 の規定に よる 届出を 受けた場合に は、 当該 通報
若しくは 届 出を 受けた者 又はそ の役員 若しくは 職 員は、そ の職務 上知り得た 事項で あっ て 当該 通報又は 届出をした 者を 特定さ せるも のを 漏らしてはな
らな い。

第 三 十三条第二 項 又は第三 十七条第二 項 の規定に違 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。

（都道府県障害 者権利擁護セ ンター の業務 の委 託）
第三 十七条 都道 府県は、 第 三 十九条 の規 定により当該 都道府県と 連携協 力する 者 （以 下「都道府県障害 者虐待対応協 力者」という。） のう ち 適当と 認
められ るも のに、 前条第二 項第一 号又は第三 号から 第 七 号まで に掲げ る業務 の全 部 又は一 部を 委 託すること がで きる。
２ 前 項 の規定による委 託を 受け た者若しく はそ の役員若しくは 職員 又はこ れら の者で あっ た者は、 正当な 理由なしに、そ の委 託を 受けた業務に 関して
知り得た 秘密を 漏ら してはならな い。
３ 第一 項 の規定によ り第二 十二 条 第一 項 の規 定による 通報 又は 同条第二 項に 規定する 届出の受 理に 関する業務 の委 託を 受けた者が 同条 第一 項 の規定に
よる 通報又は 同条第二 項に 規定する 届出を 受けた 場合には、 当該 通報若し くは 届出を 受けた者 又はそ の役員若し くは 職員は、そ の職務 上 知り得た事項
で あって 当該 通報又は 届 出をした者を 特定さ せるも のを 漏らして はならな い。
第 四十五条

○平成二 十三年度に おける 子ど も 手当 の支給 等に 関する 特 別措置法 （平成二 十三年 法律第 百七号） （抄）

（罰則）
第三 十七条 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 （平成二 十四年法 律第 六十五号） （抄）

（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
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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 ～４ （略）

（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 ～８ （略）

（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 ～三 （略）
２ ・３ （略）

（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。
（略）

２

（確 認の取消し等）
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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 ～十 （略）
２ （略）

（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
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
（略）

三
３～

（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

10

３ ～６

（略）

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。

附 則 （平成二 十四年 八月二 十二 日法律 第 六十六号）
（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
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
四

○ 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
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備等に 関する 法律 （平成二 十四年法 律第 六十七号）

第 八条 子ど も ・子育て 支 援法 （平成二 十四年法律 第 六十五号） 附則第九条 第一 項 （第三 号ロに 係る部 分を除く。 ） の規定が適 用される施 設型給付費、
特 例施 設型給付 費 又は 特例 地域型保育 給 付費に 係る 保護者に 対する新児童福祉 法第 五十六条第 十一 項及び第 十二 項並 びに第三 十 六条 の規定に よる改正
後 の児童 手当法 第二 十一条 及び第二 十二 条 の規定 の適 用については 、 当分 の間、 新児童福祉 法第 五十六条 第 十一 項第一 号中 「同条 第三項第一 号に掲げ
る 額 から 同条第 五項」とある のは 「同法附 則第九条第一 項第一 号の規定に よる施 設型給付費 の額 及び 同号イに 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 から 同法第二 十七条第 五項」と、 「同号に掲げる 額」とある のは 「当該合計 額」と、 「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
」 と、 同項第二 号中 「同条第二 項第二 号」
の額 及び 同号」と ある のは 「附 則第九条第一 項第二 号イ の規定による 特例施 設型給 付費 の額及び 同号イ
」と、 「同条 第四項」とあ る のは 「同法 第二 十 八条第 四項」と、
とある のは 「同法 附則第 九条第一 項第二 号ロ」と、 「同号」と ある のは 「同号ロ
」と、 「同条第四 項
同条第 十二 項 第二 号 中 「第三 十条第二 項第二 号」と ある のは 「附 則第九条第一 項第 三号イ 」と、 「同号」とあ る のは 「同号イ
」とある のは 「同法第三 十条第四項」 とするほか、 必要な 技術 的読替えは、 政令で 定める。
)
1
(

)
1
(

)
1
(

則

（社会福祉施 設職員等退職 手当共済法 の一 部改正に伴う経過措置）
第三 十条 こ の法 律 の施行 の際現に前条 の規定による 改正前 の社会 福祉施 設職員 等退職 手当 共済法第四条 第一 項 の規定により成立して いる 退職 手当共済
契約 （こ の法律 の施行 の際現に 存する 旧児 童福祉法第三 十五条第四項 の規定によ り設置された 保育 所又は 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 （社会 福祉施 設職員 等退職 手当 共済法第二 条 第四項に 規定 する申 出施 設等で あるも のに 限る。） の経営者で あっ た者で あって
、 当該 保育 所又は幼 稚園を廃 止して 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。 以 下こ の条に おいて 「認定こど も 園法一 部改 正法」という。）により 改正された就学前 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「新 認定こども 園 法」という。） 第 十七条 第一 項 の規定により幼保連携型 認定こ ども 園の設置
の認可を 受けたも の又は 認定こども 園法一 部改正 法附則第三条 第二 項に 規 定するみなし 幼保連携型 認定こども 園 （以 下こ の条 に おいて 「み なし幼保連
携型 認定こど も 園」という。）を 設置 する者に 係る も の （当該 認可を 受ける まで の間 （み なし幼保連 携型 認定こど も 園にあっ ては 認定こど も 園法一 部
改 正法 の施行 の日まで の間）に社会福祉 施 設職員等 退職 手当共済 法第 六条第一 項 の規定に より当該 退職 手当共済契 約を解除されて いな いも のに 限る。
） に 限る。）は 、 新 認定こ ども 園法第 十 七条第一 項 の規定による 設置の認可を 受けた 日 （み なし幼保連 携型 認定こど も 園にあって は 認定こど も 園法一
部改 正法 の施行 の 日） 以後、 当該 認可を 受けた幼保連携 型 認定こど も 園又はみな し幼保連携型 認定こども 園に 係る 退職 手当共済契 約とみな す。
（略）

２
附

（施行期日）
こ の法律は 、 子ども ・子育て 支援法 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。

- 69 -

則

○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 十四年政令第 六十八号） （抄）
附

（施 行期日）
第一条 こ の法律は、 平成二 十 六年四月一 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 （略）
二 第三 条 の規定並 びに 附則第 十 五条 及び第 十 六条 の規定 平成二 十七年十月一 日

○地方自治法施行令 （昭和二 十二 年政令第 十六号） （抄）

第 百七条 普 通 地方 公共団体 の議会 及びそ の解散請求 代表者は、 左に掲げる施 設を使用して 、 演説会等を 開催するこ とがで きる。
一 学校 （学校 教育 法 （昭和二 十二 年法律 第二 十六号） 第一条に 規 定する学校を いう。） 及び 公民館 （社 会教育 法 （昭 和二 十四年 法律第二 百七 号） 第
二 十一条に 規定する 公民館をいう。）
二 地方 公共団体 の管 理に 属する 公会堂
三 前 各号に掲げる も のの外、 市 町村 の選挙管 理委員会 の指定する施 設
② ～④ （略）

（児童福祉に 関する事務）
第 百七十四条 の二 十六 地方自治法第二 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 児童福祉に 関 する事務は、 児童福祉法 及び児童福祉
法施行令 （昭 和二 十三年政令第 七十四号）、少年法 （昭和二 十三 年法律第 百 六十八号） 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） の規定に より、 都道 府県が 処理することとされて いる事務 （児童福祉法 第 十一条第一 項第一 号及び第二 号イ の規定による市 町村相 互間 の連絡 調
整等、 同条第二 項 の規定による 助言、 同法 第 十八条 の八第二 項 の規 定による 保育 士試験、 同条 第三項 の規 定による 保育 士試験委員 の設置、 同法 第 十八
条 の九、 第 十八条 の十 （同法第 十八条 の十一 第二 項に おいて 準用する 場合を含む。） 及び第 十 八条 の十三から 第 十八条 の十七まで 並 びに 同令第 七条、
第九条、 第 十一条 から 第 十三条 まで 及び第 十 五条 の規定に よる指定試 験機関 （同法 第 十八条 の九第一 項に 規 定する指定試 験機関をいう。 第 百七十四条
の四十九 の二 に おいて 同じ。） の指定等、 同法 第 十八条 の 十八から 第 十 八条 の二 十まで 及び 同令 第 十六条 から 第二 十条まで の規定による 保育 士 （同法
第 十八条 の四に 規定する 保育 士をいう。 第 百七 十四条 の四十 九の二 に おいて 同じ。） の登録等、 同法第二 十一 条 の五の十の規定による協 力そ の他市 町
村に 対する 必要な援助、 同法第二 十一条 の五の二 十第一 項 （同法第二 十四条 の十四 の二 に おいて 準 用する 場合を 含む。） の規 定による 都道府県知事に
よる連絡 調整 又は援助、 同法第二 章第二 節第三款 （同法第二 十四条 の十九の二 に おいて 準用する 場合 を含む。） 及び第 五節第 三款 の規定に よる業務管
理体制の整備 等に 係る質問 等、 指定都市が行う 同法 第三 十四条 の三第一 項に 規定する障害 児通所支援 事業等 （第 八項に おいて 「障害児通所支援事業等
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」という。 ）、 同法第 六条 の三第一 項に 規定する 児童自立生 活援助事業 （第 八項に おいて 「児童自 立生活援助事 業」という。 ） 又は 同条 第 八項に 規定
する 小規模 住居型児童養 育事業 （第 八項に おいて 「小規模住居 型児童養育事 業」という。）に 係る 同法第三 十四条 の五の規定による質問等 及び 同法第
三 十四条 の六 の規定による 制限又は停 止の命令、 指 定都市が行う 同法第 六条 の三第 七項に 規定する一 時預かり事業 （第 八項に おいて 「一時 預かり事業
」 という。）に 係る 同法第 三 十四条 の十四 の規定に よる質問等、 指定都市が行う 同法第 六条 の三第九項に 規定する家 庭的保育事 業 （第 八項に おいて 「
家 庭的保育事業」という。） に 係る 同法 第三 十四条 の 十七の規定に よる質問等、 指定都市が 設置する 同法 第 七条第一 項に 規定する 児童福祉施 設 （第 八
項に おいて 「児童 福祉施 設」 という。）に 係る 同法第四 十六条 の規 定による質問 等 及び 同令第 三 十八条 の規定による検 査、 同法第 五十六条 の五 の五第
一 項に 規定する審 査請求に 対する裁決、 同法 第 五十六条 の七の規定に よる支援、 同法第 五十七条 の二 第一 項に 規定する 障害児通所給 付費等 の支給に 係
る 同法 第 五十七条 の三 の三 の規 定による質問 等並びに 同法 第 五十九条 の四第三項 の規定による勧 告等に 関する事務を除く。）とする。 こ の場合に おい
ては、 第 三項から 第 七項まで に おいて 特別の定 めがあるも のを除き、 児 童福祉法及び 同令、少年 法並びに児童 虐待 の防 止等に 関する 法 律中都道府県に
関する 規 定 （前 段括弧内に掲げる事 務に 係る 規 定を除く。） は、 指定都市 に 関する 規 定として 指定 都市に適用があるも のと する。
２ ～８ （略）

（児童福祉に 関する事務）
第 百七十四条 の四十九の二 地方自治法 第二 百五十二 条 の二 十二 第一 項 の規定により、 同項 の中核市 （以 下「中核市 」という。） が 処理する 児童福祉に
関する事務は、 児童福祉法及び児童福祉法施行令 の規 定により、 都道府県が 処理することとされて いる事 務 （次に掲げ る事務を除 く。）とする。こ の
場合 に おいては、 次項及び第三 項に おいて 準用する第 百七十四条 の二 十六第三項、 第四項、 第 五項前 段及び第 六項に おいて 特別の定 めがあるも のを除
き、 同法及び 同令中 都道府県に 関する 規定 （次に掲げる 事務に 係る 規 定を除く。） は、 中核市 に 関する 規定 として 中核市 に適用があ るも のとする。
一 児 童福祉法第 六条 の四第一 項 の規定による 里親 の認定に 関する事務
二 児童 福祉法第 十一 条 の規定に よる市 町村相 互間の連絡 調整等に 関する事務
三 児童福 祉法第 十二 条第一 項 の規 定による児童 相談所の設 置に 関する事 務
四 児童福 祉法第 十三条 第一 項 の規 定による児童 福祉 司の設置に 関する事 務
五 児童福祉 法第 十八条 の八第二 項 の規定による 保育 士試験に 関する事務
六 児童福祉 法第 十八条 の 八第三項 の規 定による 保育 士試験委員 の設置に 関 する事務
七 児童福祉法 第 十八条 の九、 第 十八条 の十 （同法第 十八条 の十一第二 項に おいて 準用する 場合を含む。） 及び第 十 八条 の十三から 第 十八条 の十七ま
で 並 びに児童福祉 法施行令第 七条、 第九条、 第 十一条 から 第 十三条 まで 及び第 十 五条 の規定に よる指定試 験機関の指定 等に 関する事 務
八 児 童福祉法第 十八条 の十八から 第 十八条 の二 十まで 及び児童福祉 法施行令第 十六条 から 第二 十条まで の規定による 保育 士の登録 等に 関する事 務
九 児 童福祉法第二 章第二 節第一 款 及び第二 款 の規定による 同法第二 十一条 の五の三第一 項に 規 定する指定 障害児通所支 援事業者 の指 定等に 関する事
務
十 児童 福祉法第二 章 第二 節第三款 （同法第二 十四条 の十九 の二 に おいて 準用する 場合を含む。） 及び第 五節 第三款 の規定による業務管 理体制の整 備
等に 係る質 問等に 関する 事務
十一 児童 福祉法第二 章 第四節 （第三 款を除く。 ） 及び第 五十 七条 の二 から 第 五十七条 の四まで の規 定による 同法 第 五十条第 六号の四に 規 定する障害
児入所給付費 等 の支給等に 関する事務
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十二 児童 福祉法第二 十 七条 から 第 三 十一条まで 、 第三 十三 条第二 項及び 第三 十三条 の 六の規定に よる措置等に 関する事務
十三 児童 福祉法第三 十三条 の二 第一 項、 第三 十三条 の八第二 項並びに第四 十七条第一 項及び第二 項 の規定による 縁組 の承諾 の許可に 関する事務
十四 児童福 祉法第二 章第 七節 の規定による被措置 児童等虐待 の防 止等に 関 する事務
十 五 児童福祉 法第三 十四条 の三 及び第 三 十四条 の四 の規定による 届出、 同法 第三 十四条 の五の規定に よる質問等並 びに 同法第 三 十四条 の六 の規定に
よる 制限又は停 止の命令に 関 する事務
十六 中核市が行う 児童福祉 法第 六条 の三 第 七項に 規定 する一時預 かり事業に 係る 同法第三 十四条 の十四 の規定による 質問等
十七 中核市が行う 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に 係る 同法第三 十四条 の十七の規定による 質問等
十八 助産施 設、 母 子生活支援 施 設及び保育 所 （以 下こ の条に おいて 「特定児童福 祉施 設」という。） 以外 の児童福祉施 設に 係る児童 福祉法第三 十五
条 の規定による 設置の 認可等に 関 する事務
十九 特定児童福祉施 設以外の児童 福祉施 設に 係る児童福祉 法第四十五条 第一 項 の規 定による条例 の制定に 関 する事務
二 十 特定 児童福祉施 設以外の児童 福祉施 設に 係る児童福祉 法第四十六条 及び児童福祉 法施行令第 三 十八条 の規 定による 報告 の徴収等並 びに 中核市が
設置する 特定 児童福祉施 設に 係る 同法 第四十六条 の規定による 質問等 及び 同令第三 十八条 の規定による検査に 関する事務
二 十一 児童 福祉法第 五十条 の規定による費用 （同条第二 号の費 用のう ち児 童委員に 要する費用並び に 同条第 五号 及び第 五号の二 の費用を 除く。） の
支 弁に 関する事 務
二 十二 特定児 童福祉施 設以 外の児童福祉 施 設に 係る 児童福祉法第 五十六条 の二 、 第 五十六条 の三、 第 五十八条 及び第 五十九条 の規定による補 助等に
関する事務
二 十三 児童福祉法 第 五十六条 の五の五第一 項に 規定する審査請求に 対する裁決に 関する事務
二 十四 児童福祉法施行令第三 十 六条 の規定による児童自 立支援施 設の 設置に 関する事務
二 十五 児童福祉法第 五十六条 の 七の規定による支援に 関する事務
二 十六 児 童福祉法第 五十九条 の四 第三項 の規定による勧告 等に 関する事 務
２ ・３ （略）

第 百七十四条 の五十 こ の章に おいて 「都道府県の職員」とは、 都道府県の退職年金 及び 退職一時金に 関する条例 （以 下こ の章に おいて 「退職年金条例
」 という。） の適用を 受け る職員 （都道 府県の退職年 金条例 の適 用を 受ける市 町村立学校職 員給与負担 法 （昭和二 十三年法律第 百三 十五号） 第一条 及
び第二 条に 規定する職員を含 む。）で 次に 掲げる者をいう。
一 知 事、 副知事 及び 地方自治 法第 百七十二 条第一 項に 規定する職員
二 地方自治法第 百三 十八条第 三項に 規定する 議会 の事務 局長及び書 記
三 地方 自治法第 百九十一条第一 項に 規定する 選挙管 理委 員会 の書記
四 地方 自治法第 百九 十五条第一 項に 規定する 監査委員で 常 勤 のも の及び 同法第二 百条第一 項に 規 定する 監査 委員 の事務を 補 助する書記
五 地方 公務員法第九条 の二 第一 項に 規定する 人事委員会 の委員で 常勤 のも の及び 同法 第 十二 条第一 項に 規定する事務職員
六 地方教育行政 の組織 及び 運営に 関 する 法律 （昭和三 十一 年 法律第 百六十二 号） 第 十 六条第一 項に 規定する教育 長及び 同法 第 十九条第一 項に 規定す
る職員
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都道府県又は 市 町村が 当該 都道府県の職 員 又は 当該 市 町村 の教育 職員として の在職期間に 通算 すべ き 公務員として の在職期間は

七 地方教育行政 の組織 及び 運営に 関する 法律第 三 十一条第二 項に 規定する職員
八 学校教育 法第一条に 規定する学校 の職員で 次に掲げるも の
イ 大学 の学 長、 教授、 常 時勤務に 服することを 要する 講師 及び 助 手
ロ 高等学校 の校長、 教諭、 養護教諭、 助教諭 及び養 護助教諭
ハ 中学校 又は 小学校 の校長、 教諭 及び養 護教諭並び に幼稚園の園 長、 教諭 及び養護教諭
ニ 事務職員 又は 技術職員
九 特 別区が連合 して 維持する 消防 の消防職 員
十 漁 業法 （昭和二 十四年法律 第二 百六十七 号） 第 八十五条第 六項に 規定する海 区漁業 調整委員 会 の書記、 同法第 百九条 に おいて 準用 する 同法第 八十
五条第 六項 の規定によ り置かれる 連合海 区漁業 調整委員会 の書記及び 同法第 百三 十二 条に おいて 準用する 同法 第 八十五条第 六項 の規定により置かれ
る内水 面漁場管 理委員 会 の書記
十一 平成 十八年改正法による改正 前 の地方自治 法第 百六十 八条第一 項に 規定する 出納 長
十二 地方自 治法 の一 部を改正する 法 律 （昭和二 十 七年法律第 三 百六号）に よる改正前 の地方自治法 第 百六十八条 第一 項に 規 定する 副出納 長
十三 地方自 治法 の一 部を 改正する 法律 （昭和二 十 五年法律第 百四十三号） による改正前 の地方自治 法第 百三 十八条第一 項に 規 定する 議会 の書記長及
び 書記
十四 旧教育委 員会法 （昭和二 十三年法律 第 百七十号） 第四十一条 第一 項に 規定 する教育 長 及び 同法第四 十五条第一 項に 規定する 職員
十五 旧教育委員 会法第 六十六条第二 項に 規定する職員
十六 教育委員会法 の一 部を改 正する 法律 （昭和二 十五年法律第 百六 十八号）による改正前 の旧教育委員会 法第 六十六条 第四項に 規 定する職員
十七 学校教育 法 の一 部を改正する 法律 （平成 十七年法律 第 八十三号） による改正 前 の学校教育 法第 五十八条 第一 項に 規 定する 助教授
十八 学 校教育 法等 の一 部を改正 する 法律 （平成 十八年法律 第 八十号） 第一条 の規定による改正前 の学校教育 法第一条に 規 定する盲学 校、 聾学校 又は
養護学校 の校長、 教諭 及び養護教諭
十九 特別 区が連合して 維持して い た警察 の警察 職員
二 十 農業委 員会法 の一 部を改正する 法律 （昭和二 十九年法律 第 百八十五号）による改正 前 の農業委 員会法 （昭和二 十六年法 律第 八十八号） 第三 十四
条 に おいて 準 用する 同法第二 十条第一 項 の規定によ り置かれた都道府県農業委 員会 の書記
二 十一 旧農 地 調整法施行令 （昭和二 十一 年勅令第三 十八号） 第 三 十一条に おいて 準用する 同令第 十八条第一 項 の規 定により置かれた都道府 県農 地委
員会 の書記
二 十二 農 地調整 法施行令 の一 部を改正する 政令 （昭和二 十四年政令 第二 百二 十四号）による 改正前 の旧農 地調整法施 行令第四十三 条に おいて 準 用す
る 同令 第三 十三条第一 項 の規定に より置かれ た都道府県農 地委員会 の書 記
二 十三 旧食糧確保 臨時措置法施 行令 （昭和二 十三年政令 第二 百四十七 号） 第三 十三 条に おいて 準用する 同令 第三 十条第一 項 の規定に より置かれた 都
道府県農 業調整委員会 の書記
２ ・３ （略）
第 百七十四条 の五十四
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、 恩給 の基 礎となるべ き 在職期間に よるも のとする。
２ ～５ （略）

○児 童福祉法施 行令 （昭和二 十三年政令第 七十四号） （抄）
目次
第一章 総則 （第一 条― 第三条）
第二 章 保育 士 （第 四条― 第二 十一条）
第三章 福祉 の保障 （第二 十二 条― 第三 十四条）
第四章 養 育 里親 及び児 童福祉施 設 （第三 十五条― 第三 十八条）
第 五章 費用 （第三 十九条― 第四十四条 の二 ）
第 六章 審査 請求 （第四十四条 の三― 第 四十四条 の 八）
第 七章 雑則 （第四十五条― 第四十七条）
附則

第一条 の二 法第 六条 の三第二 項に 規定する 放課後児童健 全育成事業は、こ れを 利 用する児童 の健全な育成が 図られるよう、 衛生及び安全が 確保された
設備を 備える等によ り、 適 切な 遊 び 及び生活 の場を 与えて 実施されなけ ればならな い。

第四条 法 第 十八条 の 五第三号の政令で 定める児 童 の福祉に 関する 法律 の規定は、 社会 福祉法 （昭 和二 十六年法 律第四十五号）、 児童扶養 手当法 （昭 和
三 十六年法 律第二 百三 十 八号）、 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）、 児童 手当法 （昭和四十六年 法律第 七十
三号）、 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） 、 平成二 十二 年度等に おける 子ども
手当 の支給に 関する 法律 （平成二 十二 年 法律第 十九 号） 及び平成二 十三年度 に おける 子ど も 手当 の支給 等に 関する 特別措置法 （平成二 十三年 法律第 百
七 号） の規定と する。

第二 十四条 法第二 十一条 の五 の三第二 項第二 号に 規定 する 当該 通所 給付決定保護 者 の家計 の負担能力そ の他の事情をし ん酌して 政令で 定める 額 （第二
十五条 の五第四項及び第二 十七条 の四第四項に おいて 「障 害児通所支 援負担上限月額」という。 ）は、 次 の各号に掲げる 通所給付決定 保護者 （法 第 六
条 の二 第 八項に 規定 する 通所給付 決定保護者を いう。 以 下 同じ。） の区分に応じ、 当該各号に定 める 額とする。
一 ～二 （略）
三 小学校 就学前児童 （通所給付決 定に 係る 小学 校就学 の始 期に達するまで の障害児 又は幼稚園、 特別支援学校 の幼稚部、 保育 所、 情緒 障害児短期治
療施 設若しく 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 「就学前保育 等推進法
」という。） 第 七条第一 項に 規定する 認定こども 園に 通い、在学 し、 若しく は在籍する 小学校就学 の始 期に達する まで の児童を いう。イ 及び 第二 十
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五条 の二 に おいて 同じ。 ）が二 人以 上いる 通所給 付決定保護者 （次号に掲げる者を除く。） 次 のイ 又は ロに掲げる 通所給付 決定保護者 の区分に応
じ、そ れぞれイ 又は ロに 定める 額
イ ロに掲げ る者以外の者 次 の 及び に掲げる 額を合算した 額 （そ の額が第一 号に定 める 額を 超え るときは、 同号に定める 額とする。）
通 所給付決定保 護者が 同一 の月に 受けた 指定 通所支 援に 係る 法第二 十一条 の五 の三第二 項 第一 号に 規定 する 厚生労働 大臣が定める基準により
算定 した額 （当該 通所給付決 定保護者 の通 所給付決定に 係る障害児 （小学校就学前児童で あ るも のを除く。） 及び 小学校就学前最 年長児童 （当
該 通 所給付決定保 護者 の小学 校就学前児童 のう ち最年長者をいう。 及び第二 十 五条 の二 に おいて 同じ。 ）で ある障害 児に 係るも のに 限る。）
に 百分 の十を 乗じて 得た額
通所給 付決定保護者が 同一 の月に 受けた指定 通所支援に 係る 法第二 十一条 の五の三 第二 項第一 号に 規定する 厚生労働大臣が定める基準により
算定した 額 （当該 通 所給付決定保 護者 の通所給 付決定に 係る 小学校就学 前児童で ある 障害児 （小学校就学前最 年長児童を除 く 小学校就学前児童
のう ち最 年長者で ある 障害児に 限る。）に 係る も のに 限る。 ）に 百分 の五を 乗じて 得 た額
ロ 通所給 付決定保護者で あつて、 当該 通所給付 決定保護者 及び当該 通所 給付決定保護 者と 同一 の世帯に 属する 者について 指 定 通所支援 のあつた 月
の属する 年度 （指定 通所支援 のあつた 月が 四月から 六月まで の場合にあつて は、 前年度） 分 の地方税 法 の規定による市 町村 民税 の同法第二 百九十
二 条第一 項第二 号に掲げる 所得割 の額を 合算した額が二 十八 万円未満で ある も の イ 及び に 掲げ る 額を合算し た額 （そ の額が前 号に定 める 額
を 超えるときは 、 同号に定 める 額とする。）
四 市 町村 民税 世帯非課税者 （通所給付決 定保護者 及び当該 通所給 付決定保護者 と 同一 の世 帯に 属する者 （通所給付決 定保護者で ある支給決定 障害者
等 （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） 第 五条 第二 十一 項に 規定する支 給決定障害者 等
をいう。 以 下同じ。 ）が 特定支 給決定障害者 （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 律施行令 （平成 十八年政令第 十号） 第 十
七条第四 号に 規定する 特定支給決 定障害者をいう。 以 下同じ。）で ある 場合にあつては、 当該特定支給決定障 害者 及びそ の配偶者に 限る。）が指定
通所支援 のあつた 月の 属する 年度 （指定 通所支 援 のあつた 月が 四月から 六月まで の場合にあつては 、 前年度） 分 の地方税法 の規定による 市 町村 民税
（同法第三 百二 十八条 の規定によつて 課する 所得 割を除く。 第二 十五条 の二 第二 号ニ 及び第二 十七条 の二 第三号に おいて 同じ。）を 課さ れな い者 （
市 町村 の条 例で 定めるとこ ろにより当該市 町村 民税を免除され た者を含む も のとし、 当該市 町村 民税 の賦課期日に おいて 同法 の施行地に住 所を有し
な い者を除く。）で ある 場合に おける 当該 通所給付 決定保護者 をいう。 第二 十五条 の十三 第一 項に おいて 同じ。） 又は 通所給付 決定保護者 及び当該
通 所給付決定 保護者と 同一 の世帯に 属する者が指定 通所支援 のあ つた 月に おいて 被保護者 （生活保護法 （昭和二 十五年法律第 百四十四号） 第 六条第
一 項に 規定する 被保護者をいう。 以 下同じ。） 若しく は 要保護者 （生活保護法 第 六条第二 項に 規定する 要保護者をいう。 以 下同じ。）で ある 者で あ
つて 厚生労働省令で 定めるも のに該当する 場合に おける 当該 通所給 付決定保護者 零
（１）

（２）

（２）

（２）

第二 十 五条 の七 法 第二 十一条 の 五の十五第二 項第 五号 （法第二 十一条 の五の十六第四項、 第二 十四条 の九第二 項及び第二 十四条 の二 十八第二 項に おい
て 準用する 場合を含 む。） の政令で 定める 法律は、 次 のと おりとする。
一 身体 障害者福祉法 （昭和二 十四 年法律第二 百八十三号）
二 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）
三 生活保 護法
四 社会福祉 法

（１）
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（１）

（２）

五 老 人福 祉法 （昭和三 十八年法律 第 百三 十三号）
六 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）
七 介護保険 法
八 精神保健福 祉 士法 （平成九年法律第 百三 十一 号）
九 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
十 障害者虐待 の防 止、 障害 者 の養護者に 対する支援等に 関する 法 律 （平成二 十三年法律第 七 十九号）
② 前 項に掲げる も ののほか、 指定障害児通 所支援事業 者 のう ち 医療 型児童発達支 援を 提供するも のに 係る 法第二 十一条 の五の十五第二 項第 五号 （法第
二 十一 条 の五の十六第四項に おいて 準用する 場合を含む。 ） の政令で 定める 法律は 、 次 のと おりとする。
一 医師 法 （昭和二 十三年法律第二 百一 号）
二 歯科 医師法 （昭和二 十三年法律 第二 百二 号）
三 保健師 助産師看護師 法 （昭和二 十三年法律第二 百三号）
四 療法 （昭 和二 十三年 法律第二 百五号）
五 薬事法 （昭和三 十五年 法律第 百四十 五号）
六 薬剤師法 （昭和三 十五年法律第 百四 十六号）
七 再生医療等 の安全性の確 保等に 関する 法律 （平成二 十五年法律 第 八十五号）

第二 十 五条 の十二 指定障害児 通所支援事業 者に 係る 法第二 十一条 の 五の二 十三第一 項第九号 の政令で 定める 法律は、 次 のと おりとする。
一 身 体障害者福祉 法
二 精神 保健 及び精神障害者福祉に 関する 法律
三 生活保 護法
四 社会福 祉法
五 知的障害 者福祉法 （昭和三 十五年 法律第三 十七 号）
六 老 人福祉 法
七 社会福祉 士 及び介護福 祉 士法
八 介護保険法
九 精 神保健福祉 士法
十 発達障害者支援 法 （平成 十 六年法律第 百 六十七号）
十一 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
十二 障 害者虐待 の防 止、 障害者 の養護者に 対する支援等に 関する 法律
② 前項に 掲げるも ののほか、 指定 障害児通所支 援事業者 のう ち 医療型児 童発達支援を 提供するも のに 係る 法第二 十一条 の五 の二 十三第一 項第九号の政
令で 定める 法律は、 次 のと おりとする。
一 健康保険 法 （大正 十一 年法律第 七 十号）
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二
三
四
五
六
七
八

医師法
歯 科 医師 法
保健師助 産師看護師法
医療法
薬事法
薬剤師法
再 生医療等 の安全性の確保 等に 関する 法 律

第二 十七条 法第二 十四条第一 項 の規定による 保育 の実施は、 児童 の保 護者 のいずれ もが 次 の各 号のいずれ かに該当するこ とにより当該児童を 保育 する
ことがで きな いと 認められる 場合で あつて、 かつ、 同居 の親 族そ の他 の者 が 当該児童を 保育 するこ とがで きな いと 認められ る 場合に 行う も のとする。
一 昼間労 働することを 常態として いること。
二 妊娠中で ある か又は 出産後間がな いこと。
三 疾病に か かり、 若しく は負傷し、 又は精神若し くは身体に障 害を有して いること。
四 同居の親族を常時介護 して いること。
五 震災、 風水 害、 火災そ の他の災害 の復 旧に 当たつて いること。
六 前各号に 類する 状態にあること。

第二 十七条 の十一 指定障害児入 所施 設に 係る 法第二 十四条 の十七第九 号の政令で 定める 法律は 、 次 のと おりとする。
一 身体 障害者福祉法
二 精神保 健 及び精神障害者福祉に 関する 法律
三 生活保 護法
四 社会福祉 法
五 知的障害 者福祉法
六 老 人福祉法
七 社会福祉 士及び介護福祉 士法
八 介 護保険法
九 精 神保健福祉 士法
十 発達 障害者支援 法
十一 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
十二 障害 者虐待 の防 止、 障害者 の養護者に 対する支援等に 関する 法律
② 前項に掲げるも ののほか、 指定障 害児入所施 設 のう ち障害 児入所医療 （法第二 十四条 の二 十第一 項に 規定する 障害児入所 医療をいう。 第二 十七条 の
十三第二 項に おいて 同じ。 ）を 提供するも のに 係る 法第二 十四条 の十七第九 号の政令で 定 める 法律は 、 次 のと おりとする。
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一
二
三
四
五
六
七
八

健康保険法
医師法
歯科 医師 法
保健師助産 師看護師法
医療法
薬事法
薬 剤師法
再 生医療等 の安 全性の確保 等に 関する 法 律

第二 十 七条 の十三
法 第二 十四条 の二 十第二 項第一 号 に 規定する 当該 入所給 付決定 保護者 の家計 の負担 能力そ の他 の事情 をしん酌して 政令で 定 める
額 （次項に おいて 「障害 児入所医療 負担上限月額」という。 ）は、 次 の各 号に掲げる者 の区分に応じ、 当該各号に定める 額と する。
一 ～四 （略）
② 次に掲げ る 額 の合計額が家計に おけ る一 人当た り の平均的な 支 出額として 入所給付決 定保護者 の所得 の状況等を 勘案して 厚 生労働大臣が 定める 額を
上 回る入所給付 決定保護者 の障害児入所 医療負担上限 月額は、 前 項 の規定に か かわら ず、 同項第一 号中 「四 万二 百円」とある のは 「零以上四 万二 百円
以 下 の範囲内で 入所給付決定 保護者 の所得 の状況等を 勘案して 厚生 労働省令で 定 めるとこ ろにより算定し た額」と、 同項第二 号中 「二 万四千六 百円」
とあ る のは 「零以 上二 万四千六 百円以 下の範囲内で 入所 給付決定保護 者 の所得 の状況等を 勘案 して 厚生労 働省令で 定めるとこ ろによ り算定した 額」と
、 同項 第三号中 「一 万五千円」 とある のは 「零以上一 万 五千円以 下の範囲内で 入所 給付決定保 護者 の所得 の状況等を 勘案 して 厚生労 働省令で 定めると
こ ろに より算定した 額」とする。
一 入所 給付決定保護 者が 同一 の 月に 受けた指 定入所支援 （障害児入所 医療を行うも のに 限る。） に 係る 法第二 十四条 の二 第二 項第一 号に掲げる 額に
百分 の十を 乗じて 得た 額 （次 のイ から ニまで に掲げる 区分に 応じ、そ れぞ れイ から ニまで に定める 額を 超える 場合は 当該額とする。）
イ 前項第一 号に掲げる 者 三 万七千二 百円
ロ 前項第二 号に掲げる 者 二 万四千 六百円
ハ 前項第三 号に掲げる者 一 万五千円
ニ 前項第四号に掲げる者 零
二 入所給付決定 保護者が 同一 の月に 受け た法第二 十四条 の二 十第二 項第一 号に 規定する障害 児入所医療 に 係る 健康保険 の療養に 要する費用の額 の算
定方法 の例により算定した額 の 百分 の十に相 当する 額 （前項各号に掲げる 区分に応じ、そ れぞ れ当該各号に 定める 額を 超える 場合は 当該額とする。
） 及び 入所給付決定 保護者が 同一 の月に 受け た障害児入所 医療に 係る 健 康保険法第 八十五条第二 項に 規定する食事療養 標 準負担額 の合 計額
三 食事 及び居住に 要する費用以 外のそ の他日常生活に 要する費用の額として 厚生労 働大臣が定 める 額

第二 十七条 の十八 指定 障害児相談 支援事業者 （法第二 十四条 の二 十六第一 項第一 号に 規定する指定 障害児相談 支援事業者を いう。）に 係る 法第二 十四
条 の三 十六第九号の政令で 定める 法律は、 次 のと おりとする。
一 身体障害 者福祉法
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二 精神保 健 及び精神障 害者福祉に 関する 法律
三 生活保 護法
四 社会福祉 法
五 知的障害者 福祉法
六 老 人福祉法
七 社会福祉 士及び介護福祉 士法
八 介 護保険法
九 精 神保健福祉 士法
十 発達 障害者支援 法
十一 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
十二 障害 者虐待 の防 止、 障害者 の養護者に 対する支援等に 関する 法律

第二 十八条 市 町村長 （特 別区の区長を 含む。 以 下 同じ。） 又は 都道府県知事は、 法第二 十五条 の八第 三号に 規定する 保育 の実 施等 又は 法第二 十七条第
一 項第三号若し くは第二 項 の措置を解除 し、 停 止し、 又は 他の保育 の実施等若しくは措置に 変更する 場合に おいては 、 現にそ の保 護に 当たつて いる児
童福 祉施 設の長 又は 法第二 十 七条第二 項に 規定する指 定 医療機関の長 の意 見を参 考としなけ ればならな い。 法第三 十一 条第一 項から 第三項まで に 規定
する 児童について 、こ れら の規 定により、 満二 十歳に達 するまで、 又はそ の者が 社会生活に 順 応すること がで きるよう になるまで、 引き 続きそ の者を
児童福 祉施 設に在 所さ せ、 若し くは 法第二 十 七条第二 項 の規定による 委 託を 継続し、 又はこ れら の措置を相 互に変更する 措置を採る 場合に おいて も、
同様と する。
第四章 養 育 里親 及び 児童福祉施 設

第三 十五条 法第三 十四条 の二 十第一 項第三号の政令で 定める 法律は、 社会 福祉法、 児童 扶養 手当法、 特別児童扶養 手当等 の支 給に 関する 法律、 児童 手
当 法、 平成二 十二 年度等に おける 子ども 手当 の支給に 関する 法律 及び平成二 十三年度に おける 子ども 手当 の支給等に 関する 特別措置法とする。

第三 十七条 国、 都道府県又は市 町村 の設 置する児童福 祉施 設及び 児童福祉施 設 の職員 の養成 施 設は、 法 第四十九条 の規定により、そ れぞれ 厚 生労働大
臣、 都道府県知事 又は市 町村長が、こ れを管 理する。

第四十二 条 法第 五十三条 又は第 五十五条 の規 定による 国庫 又は 都道府 県の負担は、 各年度に おいて、 次に掲げる 額について 行う。
一 ・二 （略）
三 法第 五十条第 六号、 第 六号の三 若しくは第 七 号又は第 五十一条第三号 若しくは第 五号に掲げる 費用 （第四号 及び第 五号の規定による 費用を除く。
）については 、 厚生労働 大臣が児童福 祉施 設の種 類、 入所定員、 所在 地による 地域差等を考慮して 定 める基準によ つて算定し た児童福祉施 設の職員
の給与費、 入 所者 の日常生 活費そ の他 の経費 の額 （そ の額が 当該 年度に おいて 現に 要した 当該費用の額 （そ の費用 のため の収入があるときは 、そ の
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収入 の額を 控除するも のとする。） を 超えるとき は、 当該費用 の額とする。） から 厚生 労働大臣が 定める基準に よつて算定し た当該費用に 係る 法第
五十六条第二 項 又は第三 項 の規定による 徴収金 の額を 控除した 額
三 の二 法第 五十条第 六号 の四に掲げ る費用については、 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 の支 給に 要した 費用の額 （そ の費用のため の収入があ るときは、そ の収入 の額を 控除するも のとする。）
四 ～九 （略）

第四十二 条 の二 就学前保育等 推進法第 十三 条第二 項 の規定により読み替えられた 法第 五十一 条第 五号に 規 定する政令 の定めるとこ ろにより算定 した額
は、 私 立認定保育 所 （就学前保育等推進法第 十条第一 項第 四号に 規定 する 私立認定 保育 所をいう。 次項に おいて 同じ。） に おける 保育 を行うこと に 係
る児童 の保護者を、 法第 五十六条 第三項に 規定 する 本 人又はそ の扶養義 務者とみなし、 当該 私立 認定保育 所に ついて 同項 の規定を適用 することとし た
場合に、 市 町村 の長が 当該保護者から 徴収することがで きる 額として 定める 額とする。
（略）

②

第 四十三条 法第 五十三条 及び第 五十五条 の規定に より交付した 国庫 及び都道 府県の負担 金は、 次に掲げる 場合に おいては、そ の全部 又は一 部を 返還さ
せることがで き る。
一 児童福祉施 設が、 法第四 十六条第四項 の規定によ り、そ の事業 の停 止を命ぜられたとき。
二 児童福祉施 設が、 法第 五十 八条 の規定により、そ の 認可を 取り消されたとき。
三 児 童相談所又は 児童福祉施 設が、 法若し くは 法に基づいて 発する 命令 又はこ れらに基づいて する 処分に 違 反したとき。
四 児 童相談所又は 児童福祉施 設が、そ の事 業 の全部若し くは一 部を廃 止し、 又は 当初 予定した 目的以外の用途に 利用さ れるようにな つたとき。
五 負担 金交付 の条件に違 反した とき。
六 詐偽 の 手段で、 負 担金 の交付を 受けたとき。

第四十四条 の二 法第 五十 六条第三項に 規定する 都道府県又は 市 町村 の長は 、 同項に 規定 する 額 （以 下こ の条に おいて 「保育料」という。 ） の収納 の事
務 を 私人に委 託したときは 、そ の旨を告 示し、 かつ、 本 人又はそ の扶養義務 者 の見や すい 方法により 公表しなければならな い。
② ・③ （略）

第四十 五条 の三 法第 五十九条 の四第一 項 の児童相談所 設置市 （以 下 「児童相談所 設置市」と いう。）に おいて、 同項 の規定により、 児童相談所 設置市
が 処理する事務は、 法及びこ の政令 の規定に より、 都道府 県が 処理することとされて いる事務 （法第 十一条 第一 項第一 号 及び第二 号イ の規定による市
町村相 互間の連絡 調整等、 同条第二 項 の規定に よる 助言、 法第 十八条 の 八第二 項 の規 定による 保育 士試験、 同条第三項 の規 定による 保育 士試験委員 の
設置、 法 第 十八条 の九、 第 十八条 の 十 （法第 十 八条 の十一第二 項に おいて 準用する 場合を含む。） 及び第 十八条 の十三から 第 十八条 の十 七まで の規 定
並びに第 七条、 第九条、 第 十一条 から 第 十三条まで 及び第 十 五条 の規定に よる指定試験 機関の指定 等、 法第 十八条 の十八から 第 十八条 の二 十まで の規
定 及び第 十 六条 から 第二 十条まで の規 定による 保育 士の登録等、 法第二 十一 条 の五の十 の規定による 協 力そ の他市 町村に 対する 必要な援助、 法第二 十
一条 の五の二 十第一 項 （法 第二 十四条 の十四 の二 に おいて 準用する 場合を含 む。） の規定による 関係 者相 互間の連 絡 調整 又は援 助、 法第二 章第二 節第
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三款 （法第二 十四条 の十 九の二 に おいて 準用する 場合を含む。） 及び第 五節第三款 の規 定による業務管 理体制の整備等に 係る 質問等、 児 童相談所設置
市が行う 法 第三 十四条 の三第一 項に 規 定する障害 児通所支援事 業等 （第九項に おいて 「障害児通所支 援事業等」と いう。）、 児童自立生活援助事業 又
は 小規模住居 型児童養育事 業に 係る 法 第三 十四条 の 五の規定による質問等 及び法第三 十四条 の六の規 定による 制限 又は停 止の命 令、 児童相 談所設置市
が 行う一時預か り事業に 係る 法第三 十四条 の十四 の規定による質 問等、 児童相 談所設置市 が行う家庭的 保育事業に 係る 法第三 十四条 の十七の規定によ
る 質問等、 児童 相談所設置市 が 設置する 児童福祉施 設に 係る 法第四 十六条 の規 定による質問 等 及び第三 十 八条 の規定による検査、 法第 五十六条 の五の
五第一 項に 規定する審査請求に 対する裁決、 法第 五十六条 の七の規 定による支援、 法第 五十七条 の二 第一 項に 規定する 障害児通所 給付費等 の支 給に 係
る 法第 五十七条 の三 の三 の規定による質問等 並びに 法第 五十九条 の四 第三項 の規 定による勧告 等に 関する事 務を除く。 ）とする。こ の場合に おいては
、 第四 項から 第 七項まで に おいて 特別の定めがあるも のを 除き、 法及びこ の政令中 都道府県に 関 する 規定 （前 段括弧内に 掲げる事務に 係る 規定を 除く。
）は、 児 童相談所設 置市に 関する 規定として 児 童相談所設 置市に適用が あるも のとする。
② ～⑤ （略）
⑥ 第一 項 及び第二 項 の場合に おいて は、 第四項に 規定する児 童福祉に 関する審議会そ の他の合議制 の機関は、 法第 八条第 七項、 第二 十 七条第 六項、 第
三 十三条第 五項、 第三 十三条 の十五第 三項、 第四十 六条第四項 及び第 五十九条第 五項 の規 定による権 限を有するも のとする。 こ の場合に おいては、 第
四 項に 規定する児童福祉に 関する審議会そ の他の合 議制の機関を 都道府県児 童福祉審議会 とみなして 、 法第三 十三 条 の十二 第一 項及び第三 項、 第三 十
三 条 の十三並び に第三 十三 条 の十五第一 項、 第二 項及び第四項 の規定を適用する。
⑦ 第一 項及び第二 項 の場合 に おいては、 法第 十条第二 項及び第三 項、 第 十八条 第一 項及び 第三項並びに 第 五十五条 の規定は、 適 用しな い。
⑧ 第一 項及び第二 項 の場合に おいては、 法第 十二 条第二 項中 「前条 第一 項第一 号に掲げる業務 （市 町村職 員 の研修を 除く。） 及び 同項第二 号ロ」とあ
る のは 「前条第一 項 第二 号ロ」 と、 法第 十三 条第四項中 「職務を行い、 担当 区域内 の市 町村長に協 力を求めることがで き る。」とあ る のは 「職務 を行
う。」 と、 法第 十八条第二 項中 「児童相談所 長 又は市 町村 長」とある のは 「児童相 談所長」と、 法第二 十四条 の四第一 項 第二 号中 「都道府県以外の都
道府県の 区域内」とあ る のは 「児 童相談所設置市 の区域以外 の区域」と、 法第三 十条 第一 項及び第二 項中 「市 町村長を経て 、 都道府県 知事」とある の
は 「児童相 談所設置市 の市長」と、 法第三 十四条 の三第二 項 から 第四項まで 及び第三 十四条 の四中 「及び都道府 県」とある のは 「、 都道 府県及び児童
相談所設置市」と、 法第 三 十四条 の 五第一 項及び 第三 十四条 の 六中 「小規 模住居型児童 養育事業を行う者」とあ る のは 「小規 模住居型児童 養育事業を
行う者 （都道 府県を除く。）」と、 法 第三 十五条第 三項及び第 六項中 「市 町村」とある のは 「児童相 談所設置市以 外の市 町村」と、 法第四 十五条第一
項 から 第三項まで 並びに第 四十六条第一 項、 第三項 及び第四項中 「児童福祉 施 設」とある のは 「児童福 祉施 設 （都道府県が 設置 するも のを除 く。）」
と、 法第 五十一 条第三号中 「費用 （都道 府県の設置する 助産施 設 又は 母子生活支援施 設に 係るも のを除 く。）」とあ る のは 「費用」と、 同条 第四号中
「市 町村」とある のは 「都道 府県及び市 町村」と、 第 五条第二 項から 第 五項まで 及び第 七項中 「都道府県で ある」とあ る のは 「児 童相談所設置市で あ
る」と、 「そ の他 の者」とある のは 「そ の他 の者 （児童 相談所設置市 を除く。） 」と、 「都道 府県知事を」 とある のは 「児童相談所 設置市 の市長を」
と、 第 三 十八条中 「児童福祉施 設」とある のは 「児童福祉 施 設 （都道 府県が 設置するも のを除く。）」と読み替えるも のとする。
⑨ 児童 相談所設置市 がそ の事務 を 処理するに 当たつては 、 法第三 十四条 の五第一 項 の規定による障害児通所支援事業等、 児童自立生 活援助事業 又は 小
規模住居 型児童養育事 業について の都道府県知 事 の質問等に 関する 規定、 法第三 十四条 の六の規定による障害 児通所支援事 業等、 児童自 立生活援助事
業 又は 小規 模住居型児童 養育事業 の制限又は停 止について の都道府県知事 の命令に 関する 規定、 法 第三 十四条 の 十四第一 項、 第三項及び 第四項 の規定
による一時 預かり事業に ついて の都道 府県知事 の質問等に 関する 規定、 法第 三 十四条 の 十七第一 項、 第三項及び第 四項 の規定による家庭的 保育事業に
ついて の都道 府県知事 の質 問等に 関する 規定、 法第 四十六条第一 項、 第三項 及び第四項 の規定による 児童福祉施 設について の都道府県知事 の質問等に
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則

関する 規定 並びに第三 十 八条 の規定による児童福 祉施 設につ いて の都道府 県知事 の検査に 関する 規 定は、 適用しな い。
附

第四 十八条 こ の政令は、 昭 和二 十三年一 月一 日から 、こ れを適用 する。 ただ し、 法第 六十三条ただし書に掲げる 規 定に 関する部 分は、 昭和二 十三年四
月一 日から、こ れ を施行する

○生活保 護法施行令 （昭和三 十三 年政令第 八十 五号） （抄）

（法第四十 九条 の二 第二 項第三号に 規定する政令で 定める 法 律）
第四条 の二 法第四十九条 の二 第二 項 第三号 （同条 第四項 （法 第四十九条 の三第四項及び 第 五十四条 の二 第四項に おいて 準用する 場合を含 む。）、 法第
四 十九条 の三 第四項、 第 五十四条 の二 第 四項及び第 五十五条第二 項に おいて 準用する 場合 を含む。） に 規定する政令で 定める 法 律は、 次 のと おりとす
る。
一 児童福祉法 （昭和二 十二 年法律第 百六 十四号）
二 あ ん摩 マッ サ ージ指圧師、 は り師、きゅう 師等に 関 する 法律 （昭 和二 十二 年 法律第二 百十 七号）
三 栄 養 士法 （昭和二 十二 年法 律第二 百四十 五号）
四 医師法 （昭和二 十三年法律第二 百一 号）
五 歯科 医師法 （昭和二 十三年法 律第二 百二 号）
六 保健師 助産師看護 師法 （昭和二 十三年法律第二 百三号）
七 歯科衛 生士法 （昭和二 十二 年法 律第二 百四号）
八 医療法 （昭和二 十三 年法律第二 百 五号）
九 身体障害 者福祉法 （昭 和二 十四年法 律第二 百八 十三号）
十 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）
十一 社会福祉法
十二 薬事法 （昭 和三 十五年法 律第 百四十五号）
十三 薬剤師法 （昭 和三 十五年 法律第 百四十 六号）
十四 老 人福祉法 （昭和三 十八年 法律第 百三 十三号）
十五 理学療法士及び 作業療法士法 （昭和四十年法律第 百三 十七号）
十六 柔道 整復師法 （昭 和四十五年 法律第 十九号）
十七 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）
十八 義肢装 具士法 （昭和 六十二 年法 律第 六十一 号）
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十九 介護 保険法
二 十 精神 保健福祉 士法 （平成九年法 律第 百三 十一 号）
二 十一 言語聴覚 士法 （平成九年法律 第 百三 十二 号）
二 十二 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）
二 十三 高齢者 虐待 の防 止、 高齢者 の養 護者に 対する 支援等に 関する 法律 （平成 十七年法律 第 百二 十四号）
二 十四 障害者虐 待 の防 止、 障害者 の養護 者に 対する支 援等に 関する 法律 （平成二 十三年法律 第 七十九号）
二 十五 再生医療 等 の安全性の確保等に 関する 法律 （平成二 十五年法 律第 八十五号）

（法第 五十一条第二 項第 八号に 規 定する政令で 定める 法律）
第四条 の三 法第 五十一条第二 項第 八号 （法第 五十四条 の二 第四項及び第 五十五条第二 項に おいて 準用する 場合 を含む。） に 規定する政令で 定める 法 律
は、 次 のと おりとする。
一 健康保険 法
二 児童福祉 法
三 あ ん摩 マッ サージ指圧 師、は り師、 きゅう 師等に 関する 法律
四 栄養 士法
五 医師法
六 歯 科 医師法
七 保 健師助産師看 護師法
八 歯科 衛生士法
九 医療法
十 身体障 害者福祉法
十一 精神保 健 及び精神障害者福祉に 関する 法律
十二 社会福 祉法
十三 知的障害 者福祉法 （昭和三 十五年 法律第三 十七 号）
十四 薬事法
十五 薬剤師法
十六 老 人福祉法
十七 理学療法士及び作業療法士法
十八 柔道整復師法
十九 社会 福祉 士及び介 護福祉 士法
二 十 義肢 装具士法
二 十一 介護 保険法
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二 十二
二 十三
二 十四
二 十五
二 十六
二 十七
二 十八

精 神保健福祉 士法
言 語聴覚 士法
発達 障害者支援法 （平成 十六年法律第 百六 十七号）
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
高齢者 虐待 の防 止、 高齢者 の養 護者に 対する 支援等に 関する 法律
障害者虐 待 の防 止、 障害者 の養護 者に 対する支 援等に 関する 法律
再生医療 等 の安全性の確保等に 関する 法律

○社会福 祉法施行令 （昭和三 十三 年政令第 百八 十五号） （抄）

（社会福祉 事業 の対象者 の最低 人員 の特例）
第一条 社会 福祉法 （昭和二 十六年法 律第四十五号。 以 下「法」という。） 第二 条第四項 第四号の政令で 定める事 業は、 次 のと おりとする。
一 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 十八年法律第 七十七号） 第 七条第一 項に 規定する
認定こども 園を いう。）で あ る 同法第三 条第三項 の幼 保連携施 設を 構成する児 童福祉法 （昭 和二 十二 年 法律第 百六十四号）に 規定 する 保育 所を経営
する 事業
（略）
二

○消防法 法施行令 の一 部を改正する政令 （平成二 十五年政令 第 八十八号）による改正 後 の消防法法施行令 （昭 和三 十六年政令第三 十七号） （抄）
（防火対象 物 の指定）
第 六条 法第 十七条第一 項 の政令で 定 める防火対象 物は、 別表第一に掲げる 防火対象物と する。

第九条 別表第一 （十六） 項に掲げる防火 対象物 の部 分で、 同表各 項 （（十六） 項から （二 十） 項まで を除く。） の防火対象物 の用途 のいず れ かに該当
する 用途に 供され るも のは、 こ の節 （第 十二 条第一 項第 三号及び第 十号から 第 十二 号まで、 第二 十一条第一 項第三号、 第 七号、 第 十号及び第 十四号、
第二 十一条 の二 第一 項第 五号、 第二 十二 条第一 項第 六号 及び第 七号、 第二 十四条 第二 項第二 号並びに第三項 第二 号及び 第三号、 第二 十五条第一 項 第 五
号並び に第二 十六条 を除く。） の規定 の適用については、 当該 用途に 供される一 の防火対象物と みな す。

（屋内消 火栓 設備に 関 する基準）
第 十一条 屋内消火栓 設備は、 次に 掲げる防火対象物 又はそ の部分に 設置 するも のとする。
一 （略）
二 別表第一 二 項から 十 項まで、 （十二 ） 項及び （十四） 項に掲げる防 火対象物で、 延べ 面積が 七百平方メ ー トル以上のも の

- 84 -

)
(

(

)

三～五 （略）
六 前各号に掲げる防火 対象物以外の 別表第一 一 項から （十二 ） 項まで、 （十四） 項 及び （十五） 項に掲げる防 火対象物 の地階、 無窓階 又は 四階以
上の階で、 床 面積が、 同表 一 項に掲げる防火対象 物にあつては 百平方メ ー トル以上、 同表 二 項から 十 項まで 、 （十二 ） 項 及び （十四） 項に掲
げ る防火対象物にあつては 百五十平方メ ートル以上、 同表 （十一 ） 項及び （十 五） 項に掲げ る防火対象 物にあつては二 百平方メ ートル以上のも の
２ ～４ （略）
)
(

(

)

(

)

)
(

（スプ リンク ラー 設備に 関する 基準）
第 十二 条 スプリンク ラー 設備は 、 次に掲げ る防火対象物 又はそ の部分に 設置する も のとする。
一 ・二 （略）
三 別表第一 一 項から 四 項まで 、 五 項イ 、 六 項、 九 項イ 及び （十六） 項イ に掲げる防火 対象物で、 地階を除く階 数が 十一 以上 のも の （総務
省令で 定める部分を除く。）
四 別表第一 （一） 項から （四） 項まで、 （五） 項イ、 （六） 項及び （九） 項イに掲げる 防火対象物 （前 号に掲げ るも のを除 く。） のう ち、 平屋建以
外 の防火対象 物で、 総務 省令で 定める部 分以外の部 分 の床 面積 の合計が、 同表 （四） 項に 掲げる防火対象物及び 同表 （六） 項イ に掲げる防火 対象物
のう ち病院にあ つては三千平方メ ートル 以上、そ の他 の防火対象物にあつては 六千平方メ ー トル以上のも の
五～ 十 （略）
十一 前各号に掲げる防火対象 物 又はそ の部分以外の別表第一に掲げ る防火対象 物 の地階、 無 窓階 又は 四 階以上十階以 下の階 （総務 省令で 定める部分
を除く。）で、 次に 掲げるも の
イ 別表第一 一 項、 三 項、 五 項イ、 六 項及び 九 項イに掲げる 防火対象物 の階で、そ の床 面積が、 地階 又は無窓 階にあつては 千平方メ ート
ル以上、 四階以上十階 以 下の階に あつては 千 五 百平方メ ート ル以上のも の
ロ・ハ （略）
十二 前各 号に掲げる防 火対象物 又はそ の部分以 外の別表第一 に掲げる防 火対象物 の十一 階以上の階 （総務 省令で 定める部分を除く。）
２ ～４ （略）
(

)

(

)

(

)
(

(

)

(

)

)
(

(

)

)

(

)

(

)

（屋外消火栓 設備に 関する 基準）
第 十 九条 屋外消 火栓 設備は 、 別表第一 一 項から （十 五） 項まで 、 （十七） 項 及び （十八） 項に掲げる 建築物で、 床 面積 （地階を 除く階数が 一で ある
も のに あつては一 階 の床 面積を、 地階を除く 階数が二 以 上で あるも のにあつては 一 階 及び二 階 の部分 の床 面積 の合計を いう。 第二 十 七条に おいて 同じ。
）が、 耐火建築物に あつては 九 千平方メ ート ル以上、 準耐 火建築物 （建築基準法第二 条第九号の三に 規定する 準耐火建築 物をいう。 以 下同じ。） にあ
つては 六千平方メ ー トル以上、そ の他の建築物にあつては 三千平方メ ー トル以上のも のについて 設置するも のとする。
２ ～４ （略）
(

)

（漏電火災 警 報器に 関する基準）
第二 十二 条 漏電火災警 報 器は、 次に 掲げる防火対象物で、 間柱 若しくは 下地を 準不燃材 料 （建築基準 法施行令第一条第 五号に 規定する 準不 燃材料をい

- 85 -

う。 以 下こ の項に おいて 同じ。） 以 外の材料で 造 つた鉄網入 り の壁、 根太 若しくは 下地を 準不燃材 料以外の材料で 造つた鉄網 入り の床 又は 天井野縁若
しくは 下地を 準不燃材料 以外の材料で 造つた鉄網 入り の天井を 有するも のに 設置するも のとする。
一 ・二 （略）
三 別表第一 一 項から 四 項まで、 六 項、 （十二 ） 項及び （十六の二 ） 項に掲げる防 火対象物で、 延べ 面積が三 百平方メ ー トル以上のも の
四 ～七 （略）
前項 の漏電火 災警 報器は 、 建築物 の屋内電気配線に 係る 火災を 有 効に感知することがで き るように 設 置するも のと する。

２

(

)

(

)

(

)

（消防 機関へ通報する 火災報知 設備に 関する 基準）
第二 十三 条 消防機関 へ通報する 火災報知 設備は、 次に掲げる防火対象 物に 設置する も のとする。 ただし、 消防機関から 著 しく離れた 場所そ の他総務 省
令で 定める 場所にある 防火対象物に あつては、 こ の限りでな い。
一 （略）
二 別表第一 （一） 項、 （二 ） 項、 （四） 項、 （五） 項イ、 （六） 項イ、ハ 及びニ、 （十二 ） 項並び に （十七） 項に掲げる防 火対象物で、 延べ 面積が
五 百平方メ ー トル以上のも の
三 （略）
２ ・３ （略）

（非常 警 報器具 又は 非常警 報設備に 関する基 準）
第二 十四条 非常警 報器具は、 別表第一 （四） 項、 （六） 項ロ、ハ 及び ニ、 （九） 項ロ並びに （十二 ） 項に掲げる防火対象物で 収容 人員が二 十人以 上 五
十人未満 のも の （次項に掲げるも のを除く。） に 設置するも のとする。 ただし、こ れら の防火対象 物に自動火 災報知 設備 又は 非常警 報 設備が第二 十一
条若しくは 第四項に定 める 技術 上の基準に 従い、 又は 当該 技術 上の基準 の例により設 置されて いる ときは、 当該 設備 の有 効 範囲内 の部分については、
こ の限りで な い。
２ 非常ベ ル、自動式サイ レン 又は 放 送 設備は、 次に掲げる防 火対象物 （次 項 の適用を受けるも のを 除く。）に 設置するも のと する。 ただ し、こ れら の
防 火対象物に 自動火災報知 設備が第二 十一条に定める 技術 上の基 準に 従い、 又は 当該 技術 上の基準 の例により設置されて いると きは、 当該 設備 の有 効
範 囲内 の部分に ついては、 こ の限りでな い。
一 別表第一 五 項イ、 六 項イ 及び 九 項イに掲げる 防火対象物で、 収容 人員が二 十人以上 のも の
二 前 号に掲げる 防火対象物以 外の別表第一 一 項から （十七） 項まで に掲げる 防火対象物で 、 収容 人員が 五十人以上 のも の又は 地階 及び無窓階 の収
容 人員が二 十人以上 のも の
３ 非常ベ ル 及び放送 設備 又は自 動式サイ レン 及び放送 設備は、 次に掲げる防火対象 物に 設置するも のとする。
一 ～三 （略）
四 前二 号に掲げるも の のほか、 別表第一 一 項 から 四 項まで、 五 項イ、 六 項及び 九 項イ に掲げる防火 対象物で 収容 人員が三 百 人以上のも の
又は 同表 五 項ロ、 七 項及び 八 項に掲げる防 火対象物で 収 容 人員が 八百 人以上のも の
４ ・５ （略）
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(

)
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)

(

)

(

)

（避難器具に 関する基準）
第二 十五条 避難器具は、 次に掲げる 防火対象物 の階 （避難階 及び 十一 階以 上の階を除く。）に 設置するも のとする。
一 別表第一 六 項に掲げ る防火対象物 の二 階以上 の階 又は 地階で、 収容 人員が二 十人 （下階に 同表 一 項から 四 項まで、 九 項、 （十二 ） 項イ、
（十三） 項イ、 （十四） 項 又は （十五） 項に掲げる防 火対象物が存 するも のに あつては、 十 人） 以上のも の
二 ～四 （略）
五 前 各号に掲げ るも ののほか、 別表第一に 掲げる防火 対象物 の三階 （同表 二 項及び 三 項に掲げる防火 対象物並び に 同表 （十六） 項イに掲げ る防
火対象 物で二 階に 同表 二 項 又は 三 項に掲げる防火対象 物 の用途に 供される部分が存するも のにあつては 、二 階） 以上 の階 のう ち、 当該階 （当該
階に総務 省令で 定める 避難上有 効な 開 口部を有 しな い壁で 区画されて いる部分が存する 場合にあ つては、そ の 区画された部 分） から 避難階 又は 地上
に直通する階段が二 以 上設けられて いな い階で 、 収容 人員が 十人以上のも の
（略）
(

)

(

)

)
(

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

（１）

（５）（４）（３）（２）
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２

別表第一 （第一条 の二 ― 第三条、 第三 条 の三、 第 四条、 第四条 の二 の二 ― 第 四条 の三、 第 六条、 第九条― 第 十四条、 第 十九条、 第二 十一条― 第二 十九
条 の三、 第三 十一条、 第三 十四条、 第三 十四条 の二 、 第三 十四条 の四― 第三 十 六条 関係）
（略）
（略）
イ （略）
ロ 次に掲げる防 火対象物
老 人短 期入所施 設、 養護老 人ホー ム、 特別養 護老 人ホーム、 軽費老 人ホ ーム （介護 保険法 （平成 九年法律第 百二 十三
号） 第 七条第一 項に 規 定する 要介 護状態 区分が 避難が 困難な 状態を 示すも のとして 総務 省令で 定 める 区分に該 当する者
（以 下「避難が 困難な 要介護者」と いう。）を 主として 入居さ せるも のに 限る。）、 有料老 人ホー ム （避難が 困難な 要
介護者を 主として 入居さ せるも のに 限る。）、介 護老 人保健施 設、 老 人福 祉法 （昭和三 十八年法律第 百三 十三号） 第 五
条 の二 第四項に 規定する 老 人短期入所事業を行う施 設、 同条第 五項に 規定する 小規模多 機能型居宅介 護事業を行う 施 設
（避難が 困難な 要介護者を 主として 宿 泊さ せるも のに 限る。）、 認知症 対応 型老 人共同生 活援助事業を 行う施 設そ の他
こ れらに 類する も のとして 総務 省令で 定 めるも の
救護 施 設
乳児院
障害児 入所施 設
障害者支 援施 設 （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） 第
四条第一 項に 規定する 障害者 又は 同条第二 項に 規定する障害 児で あって 、 同条第四項に 規定する障 害支援 区分が 避難が
困難な 状態を 示すも のとして 総務 省令で 定める 区分に該当する者 （以 下「避難が 困難な 障害者等」 という。）を 主とし
て 入所さ せるも のに 限る。） 又は 同法 第 五条第 八項に 規定する 短期入所若し くは 同条第 十五項に 規定 する 共同生 活援助
を行う施 設 （避難が 困難な 障害者等を 主として 入所さ せるも のに 限る。ハ ）に おいて 「短期入所等 施 設」という。）
（六）

（５）

（略）

ハ 次に掲げる防火対象物
老 人デイサ ービ スセンター、 軽費老 人ホーム （ロ に掲げるも のを除く。） 、 老 人福祉センター、 老 人介護支援セ ン
ター、 有料老 人ホーム （ロ に掲げる も のを除く。 ）、 老 人福 祉法第 五条 の二 第三項に 規 定する 老 人デイサービ ス 事業
を 行う施 設、 同条第 五項に 規定する 小規 模多機能型 居宅介護事業を行う施 設 （ロ に掲げ るも のを除く。）そ の他こ れ
ら に 類するも のとして 総務 省令で 定める も の
更生施 設
助産施 設、 保育 所、 児童養護施 設、 児童自立支援施 設、 児童家庭支援 センター、 児 童福祉法 （昭和二 十二 年 法律第 百
六十四 号） 第 六条 の三第 七項に 規定する一時 預かり事業 又は 同条第九 項に 規定する 家庭的保育事 業を行う施 設そ の他こ
れらに 類 するも のと して 総務 省令で 定めるも の
児童発達 支援センター、 情緒障害児 短期治療施 設又は 児童福 祉法第 六条 の二 第二 項に 規定する児童 発達支援若しくは
、 同条第四 項に 規定する 放課後等デイ サービ スを 行う施 設 （児童発達支援 センターを除 く。）
身体障害者福 祉センター、 障害者支援 施 設 （ロ に 掲げるも のを除く。）、 地域 活動支援 センター、 福祉ホーム 又は
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 七項に 規定する 生 活介護、 同条第 八項に 規 定す
る 短期入所、 同条第 十二 項に 規定する自 立訓練、 同条 第 十三項に 規定する就労 移行支援、 同条第 十四項に 規定する就 労
継続支援若しく は 同条第 十五項に 規定する 共同生活援 助を行う施 設 （短期入所等 施 設を除く。）
ニ （略）
（略）
（５）

（１）

（１）

○社会福 祉施 設職員等 退職 手当共済 法施行令 （昭和三 十六年 政令第二 百八 十六号） （抄）

附則
（施行期日）
第一 条 こ の政令は、 平成二 十六年四月一 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 ・二 （略）
三 別表第一 （六） ロ及びハ の改正規定並び に 附則第 五条 の規定 平成二 十七年 四月一 日

○消防法法施行令 の一 部を改正する 政令 （平成二 十五年政令 第 八十八号） （抄）

（１）

（特定社会 福祉事業）
第二 条 法第二 条第二 項第 三号に 規定 する政令で 定 める社会福祉 事業は、 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 七 十九条第二
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（１）

（３）（２）

（４）

（５）

１

項 の規定に よる 届出がな された障害 福祉サービ ス 事業 のう ち 短期入所又は 重度障害者等 包括支援を 行う 事業とする。

附則
（施行期日）
こ の政令は、 昭和三 十六年十月一 日から施行する。 ただし、 第 四条 及び第 五条 の規定は、 昭和三 十七年四月一 日 から施行する。

○社会 福祉 士及び介 護福祉 士法施 行令 （昭和 六十二 年政令 第四 百二 号） （抄）

（法第三 条第三号の政令で 定める社 会福祉 又は 保健 医療に 関 する 法律 の規 定）
第一条 社 会福祉 士に 係る社会福祉 士 及び介護福 祉 士法 （以 下 「法」という。） 第三条 第三号の政令で 定める社 会福祉 又は 保 健 医療に 関 する 法律 の規 定
は、 児童福祉 法 （昭和二 十二 年法律第 百六十四号） 、身体障害 者福祉法 （昭 和二 十四年法 律第二 百八 十三号）、 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） 、 生活保護 法 （昭和二 十 五年法律第 百四十四号） 、 社会福祉 法 （昭和二 十 六年法律第四 十五号）、 児童扶養 手
当 法 （昭和三 十 六年法律第二 百三 十八号）、 老 人福祉 法 （昭和三 十八年法律第 百三 十三号） 、 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）、 児童 手当法 （昭和四 十六年法律 第 七十三号） 、介護保険法 （平成九年 法律第 百二 十三号）、 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）、 平成二 十二 年度等に おける 子ど も 手当 の支 給に 関する 法 律 （平成二 十二 年法律第 十九号
） 及び 平成二 十三年度に おける 子ども 手当 の支給等に 関 する 特別措置 法 （平成二 十三年法律第 百七号） の規 定とする。
２ 介護 福祉 士に 係る 法第三条第 三号の政令で 定める社会 福祉 又は 保健 医療に 関する 法律 の規定は、 前項に 規 定するも の のほか、 医師 法 （昭和二 十三年
法律第二 百一 号）、 歯 科 医師法 （昭和二 十三年 法律第二 百二 号）、 保健 師助産師看護 師法 （昭和二 十三年法律 第二 百三号） 、 医療法 （昭和二 十三年 法
律第二 百五号）、 医薬 品、 医療機器等 の品質、 有 効性及び安 全性の確保等に 関する 法 律 （昭和三 十 五年法律第 百四十五号） 、 薬剤師法 （昭和三 十五年
法律第 百四 十六号） 及び 再生医療等 の安全性の確 保等に 関する 法律 （平成二 十五年法律 第 八十五号） の規定とする。

（法第四十八条 の四第二 号 の政令で 定める社会福祉 又は 保健 医療 に 関する 法 律 の規定）
第 十四条 の二 法第四十八条 の四第二 号の政令で 定める社会福祉 又は 保健 医療 に 関する 法律 の規定は、 児童福祉法、 医師法、 歯科 医師法、 保 健師助産師
看護 師法、 医療法、身体障害 者福祉法、 精 神保健 及び精 神障害者福 祉に 関する 法 律、 生活保護 法、 社会福 祉法、 医薬品、 医療機器等 の品質、 有 効性及
び安全 性の確保等に 関する 法律、 薬剤師法、 児童扶養 手当法、 老 人福 祉法、 特別児童扶養 手当 等 の支給に 関 する 法律、 児童 手当法、 介護保険法、 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、 平成二 十二 年度等に おける 子ども 手当 の支給に 関する 法律、 平成二 十三年度に おける 子ど
も 手当 の支給等に 関 する 特別措置 法及び 再生医療等 の安全 性の確保等に 関する 法律 の規定とする。

附則
（法附則第 四条第三項第 三号及び第 七条第二 号の政令で 定める 社会福祉 又は 保健 医療に 関する 法律 の規定）
第三条 法附 則第四条第三 項第三号及び第 七条第二 号の政令で 定 める社会福 祉 又は 保健 医療に 関する 法 律 の規定は 、 児童福祉法、 医師法、 歯 科 医師法、
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保健師助産 師看護師法、 医療法、身 体障害者福祉 法、 精神保 健 及び精神障 害者福祉に 関 する 法律、 生活保護法、 社会福祉法、 薬事法、 薬 剤師法、 児童
扶養 手当法、 老 人福祉法、 特別児童扶養 手当等 の支給に 関する 法律、 児童 手当法、介護 保険法、 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、 平成二 十二 年度 等に おける 子ども 手当 の支給に 関する 法律、 平成二 十三年度に おける 子ど も 手当 の支給 等に 関する 特 別措置法及び 再生医療
等 の安全性の確 保等に 関する 法律 の規定 とする。

○介護 保険法施行令 （平成 十年 政令第四 百十二 号） （抄）

（登録 の拒 否等に 係る 法律）
第三 十五条 の二 法第 六十九条 の二 第一 項第三 号、 第 七十条 第二 項第 五号 （法第 七十条 の二 第四項 （法第 七十八条 の十二 、 第 百十五条 の 十一、 第 百十 五
条 の二 十一 及び第 百十五条 の三 十一 に おいて 準用 する 場合を 含む。）に おいて 準用する 場合を含む。）、 第 七十 八条 の二 第四 項第 五号 （法第 七十八条
の十四第三項に おいて 準 用する 場合を 含む。）、 第 七十九条第二 項第四号 （法第 七十九条 の二 第四項に おいて 準用 する 場合を 含む。）、 第 八十六条第
二 項第三号 （法第 八十六条 の二 第四項に おいて 準用 する 場合を含 む。）、 第 九十四条第三 項第 五号 （法第九十四条 の二 第四項に おいて 準用 する 場合を
含 む。）、 第 百十五条 の二 第二 項第 五号、 第 百十五条 の十二 第二 項第 五号及び 第 百十五条 の二 十二 第二 項第四号の政令で 定める 法 律は、 次 のと おりと
する。
一 児童福祉法 （昭和二 十二 年 法律第 百六 十四号）
二 栄 養 士法 （昭和二 十二 年法 律第二 百四十 五号）
三 医師法 （昭和二 十三年法律第二 百一 号）
四 歯科 医師法 （昭和二 十三年法 律第二 百二 号）
五 保健師 助産師看護 師法 （昭和二 十三年法律第二 百三号）
六 歯科衛 生士法 （昭和二 十三年法 律第二 百四号）
七 医療法 （昭和二 十三 年法律第二 百 五号）
八 身体障害 者福祉法 （昭 和二 十四年法 律第二 百八 十三号）
九 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）
十 生活保護法
十一 社会福祉法 （昭和二 十六年法律第四十 五号）
十二 薬事法 （昭和三 十五年法 律第 百四十五号）
十三 薬 剤師法 （昭 和三 十五年法 律第 百四十六号）
十四 老 人福祉法 （昭 和三 十八年法 律第 百三 十三号）
十五 理学 療法士及び作 業療法士法 （昭和四十年 法律第 百三 十七号）
十六 高齢 者 の医療 の確 保に 関する 法 律 （昭和 五十七年法律第 八十号）
十七 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）
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十八 義肢 装具士法 （昭 和六十二 年 法律第 六十一 号）
十九 精神 保健福祉 士法 （平成九年法 律第 百三 十一 号）
二 十 言語聴 覚 士法 （平成 九年法律第 百三 十二 号）
二 十一 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）
二 十二 高齢者 虐待 の防 止、 高齢者 の養 護者に 対する 支援等に 関する 法律 （平成 十七年法律 第 百二 十四号）
二 十三 再生医療 等 の安全性 の確保等に 関 する 法律 （平成二 十五年 法律第 八十五号）

（指定 の取消し等に 係る 法律）
第三 十五条 の五 法第 七十七条第一 項第 十号、 第 七十八条 の十第 十二 号、 第 八十四条 第一 項第 十 号、 第九十二 条第一 項第 十 号、 第 百四条第一 項第九 号、
第 百十五条 の九第一 項 第九号、 第 百十五条 の十 九第 十一 号及び第 百十五条 の二 十九第 九号の政令で 定める 法律は、 次 のと おりとする。
一 健康保険法
二 児童福祉 法
三 栄養 士法
四 医師法
五 歯科 医師法
六 保健師助産師 看護師法
七 歯 科衛生士法
八 医療 法
九 身体 障害者福祉法
十 精神保 健 及び精神障害者福祉に 関する 法律
十一 生活 保護法
十二 社会福 祉法
十三 知的障 害者福祉法 （昭和三 十五年 法律第三 十 七号）
十四 薬事法
十五 薬剤師法
十六 老 人福祉法
十七 理学療法士及び作業療法 士法
十八 高 齢者 の医療 の確保に 関する 法律
十九 社 会福祉 士及び 介護福祉 士法
二 十 義肢 装具士法
二 十一 精 神保健福祉 士法
二 十二 言語聴覚 士法
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二 十三
二 十四
二 十五
二 十六

発達障害者支援 法 （平成 十 六年法律第 百 六十七号）
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
高齢 者虐待 の防 止、 高齢者 の養護者に 対する支援等に 関 する 法律
再生医療等 の安全 性の確保等に 関する 法律

○平成二 十三年政令第三 百七十 五号による改 正前 の介護 保険法施行令

（登録 の拒 否等に 係る 法律）
第三 十五条 の二 法第 六十九条 の二 第一 項第三 号、 第 七十条 第二 項第 五号 （法第 七十条 の二 第四項 （法第 七十八条 の十二 、 第 百十五条 の 十一、 第 百十 五
条 の二 十一 及び第 百十五条 の三 十一 に おいて 準用 する 場合を 含む。）に おいて 準用する 場合を含む。）、 第 七十 八条 の二 第四 項第 五号 （法第 七十八条
の十四第三項に おいて 準 用する 場合を 含む。）、 第 七十九条第二 項第四号 （法第 七十九条 の二 第四項に おいて 準用 する 場合を 含む。）、 第 八十六条第
二 項第三号 （法第 八十六条 の二 第四項に おいて 準用 する 場合を含 む。）、 第 九十四条第三 項第 五号 （法第九十四条 の二 第四項に おいて 準用 する 場合を
含 む。）、 第 百十五条 の二 第二 項第 五号、 第 百十五条 の十二 第二 項第 五号及び 第 百十五条 の二 十二 第二 項第四号の政令で 定める 法 律は、 次 のと おりと
する。
一 児童福祉法 （昭和二 十二 年 法律第 百六 十四号）
二 栄 養 士法 （昭和二 十二 年法 律第二 百四十 五号）
三 医師法 （昭和二 十三年法律第二 百一 号）
四 歯科 医師法 （昭和二 十三年法 律第二 百二 号）
五 保健師 助産師看護 師法 （昭和二 十三年法律第二 百三号）
六 歯科衛 生士法 （昭和二 十三年法 律第二 百四号）
七 医療法 （昭和二 十三 年法律第二 百 五号）
八 身体障害 者福祉法 （昭 和二 十四年法 律第二 百八 十三号）
九 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）
十 生活保護法
十一 社会福祉法 （昭和二 十六年法律第四十 五号）
十二 薬事法 （昭和三 十五年法 律第 百四十五号）
十三 薬 剤師法 （昭 和三 十五年法 律第 百四十六号）
十四 老 人福祉法 （昭 和三 十八年法 律第 百三 十三号）
十五 理学 療法士及び作 業療法士法 （昭和四十年 法律第 百三 十七号）
十六 高齢 者 の医療 の確 保に 関する 法 律 （昭和 五十七年法律第 八十号）
十七 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）
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十八 義肢 装具士法 （昭 和六十二 年 法律第 六十一 号）
十九 精神 保健福祉 士法 （平成九年法 律第 百三 十一 号）
二 十 言語聴 覚 士法 （平成 九年法律第 百三 十二 号）
二 十一 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）
二 十二 高齢者 虐待 の防 止、 高齢者 の養 護者に 対する 支援等に 関する 法律 （平成 十七年法律 第 百二 十四号）
二 十三 再生医療 等 の安全性 の確保等に 関 する 法律 （平成二 十五年 法律第 八十五号）

（指定 の取消し等に 係る 法律）
第三 十五条 の四 法第 七十七条第一 項第 十号、 第 七十八条 の十第 十二 号、 第 八十四条 第一 項第 十 号、 第九十二 条第一 項第 十 号、 第 百四条第一 項第九 号、
第 百十五条 の九第一 項 第九号、 第 百十五条 の十 九第 十一 号及び第 百十五条 の二 十九第 九号の政令で 定める 法律は、 次 のと おりとする。
一 健康保険法
二 児童福祉 法
三 栄養 士法
四 医師法
五 歯科 医師法
六 保健師助産師 看護師法
七 歯 科衛生士法
八 医療 法
九 身体 障害者福祉法
十 精神保 健 及び精神障害者福祉に 関する 法律
十一 生活 保護法
十二 社会福 祉法
十三 知的障 害者福祉法 （昭和三 十五年 法律第三 十 七号）
十四 薬事法
十五 薬剤師法
十六 老 人福祉法
十七 理学療法士及び作業療法 士法
十八 高 齢者 の医療 の確保に 関する 法律
十九 社 会福祉 士及び 介護福祉 士法
二 十 義肢 装具士法
二 十一 精 神保健福祉 士法
二 十二 言語聴覚 士法
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二 十三
二 十四
二 十五
二 十六

発達障害者支援 法 （平成 十 六年法律第 百 六十七号）
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
高齢 者虐待 の防 止、 高齢者 の養護者に 対する支援等に 関 する 法律
再生医療等 の安全 性の確保等に 関する 法律

○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 の法律施行令 （平成 十八年政令第 十 号） （抄）

（法第三 十六条第三 項第 五号の政令で 定める 法 律）
第二 十二 条 指定障害 福祉サービ ス 事業者 又は 指定障害者支 援施 設 （法第二 十九条第一 項に 規定する指定障害者 支援施 設を いう。 以 下同じ。）に 係る 法
第三 十六条 第三項第 五号 （法第三 十 七条第二 項、 第三 十八条 第三項 （法第 三 十九条第二 項及び第四 十一条第四項に おいて 準用 する 場合を 含む。） 及び
第四十一条第 四項に おいて 準用する 場合を含む。） の政令で 定 める 法律は、 次 のと おりと する。
一 児童福祉 法 （昭和二 十二 年法律第 百 六十四号）
二 身体障害者 福祉法
三 精神保健 及び精神障害者 福祉に 関する 法律
四 生活保護法
五 社 会福祉法 （昭 和二 十六年 法律第四十五号）
六 老 人福祉法 （昭 和三 十八年法 律第 百三 十三号）
七 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）
八 介 護保 険 法
九 精神保 健福祉 士法 （平成九年法 律第 百三 十一 号）
十 障害者虐 待 の防 止、 障害者 の養護 者に 対する支 援等に 関する 法律 （平成二 十三年法律 第 七十九号）
２ 前項に掲げるも ののほ か、 指定障害 福祉サービ ス事業者 のう ち療養介護を 提供するも のに 係る 法第 三 十六条第三 項第 五号 （法第三 十七条 第二 項及び
第 四十一条第四 項に おいて 準用する 場合 を含む。） の政令で 定める 法律は、 次 のと おりとする。
一 医師法 （昭和二 十三年法律第二 百一 号）
二 歯 科 医師法 （昭和二 十三年法律 第二 百二 号）
三 保 健師助産師看 護師法 （昭和二 十三年法律第二 百三号）
四 医療 法 （昭和二 十三年 法律第二 百 五号）
五 薬事 法 （昭 和三 十五年 法律第 百四十 五号）
六 薬剤師 法 （昭和三 十五年 法律第 百四 十六号）
七 再生医療等 の安全性 の確保等に 関 する 法律 （平成二 十五年 法律第 八十五号）
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（法第三 十 六条第三項第 五号の二 の政令で 定める 労働に 関する 法律 の規定）
第二 十二 条 の二 指定障 害福祉サービ ス事業者 又は 指定障害者 支援施 設に 係る 法第三 十 六条第三項第 五号の二 （法 第三 十七条 第二 項、 第三 十八条第三項
（法第三 十九条第二 項及び 第四十一条 第四項に おいて 準用する 場合を含む。 ） 及び第四十一条第四項に おいて 準用 する 場合を含 む。） の政令で 定める
労 働に 関する 法 律 の規定は 、 次 のと おりとする。
一 労働基準法 第 百十七条、 第 百十八条 第一 項 （同法 第 六条 及び第 五十六条 の規定に 係る部 分に 限る。） 、 第 百十九条 （同法第 十 六条、 第 十七条、 第
十八条第一 項及び 第三 十七条 の規定に 係る 部分に 限る。 ） 及び第 百二 十条 （同法 第 十八条第 七項及び第二 十三条 から 第二 十七条まで の規定に 係る部
分に 限る。） の規 定並びにこ れら の規定に 係る 同法第 百二 十一条 の規 定 （こ れら の規定が 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） 第四十四条 （第四項を除 く。） の規 定により適用される 場合 を含む。）
二 最低 賃金法 （昭 和三 十四年法 律第 百三 十七 号） 第四十条 の規定 及び 同条 の規定に 係る 同法第 四十二 条 の規 定
三 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） 第 十八条 の規 定 及び 同条 の規定に 係る 同法第二 十条 の規定

（法第 五十条 第一 項第九 号の政令で 定 める 法律）
第二 十六条 指定障害福祉サービ ス事業 者 又は指定 障害者支援施 設に 係る 法第 五十条第一 項第九号 （同条第三項に おいて 準用する 場合を含む。） の政令
で 定める 法律は 、 次 のと おりとする。
一 児童福祉法
二 身体障害者福 祉法
三 精 神保健 及び精 神障害者福 祉に 関する 法 律
四 生 活保護法
五 社会 福祉法
六 知的障 害者福祉法 （昭和三 十五年法律第三 十 七号）
七 老 人福 祉法
八 社会福祉 士及び介護 福祉 士法
九 介護保険 法
十 精神保健福 祉 士法
十一 発達障害者 支援法 （平成 十六年法律 第 百六十七号）
十二 障害者虐待 の防 止、 障害 者 の養護者に 対する支援 等に 関する 法 律
２ 前 項に掲げるも ののほか、 指 定障害福祉サービ ス事業 者 のう ち療養 介護を 提供 するも のに 係る 法第 五十条第一 項第九 号の政令で 定 める 法律は、 次 の
と おりと する。
一 健康 保険法
二 医師法
三 歯科 医師 法
四 保健師助 産師看護師法
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五 医療法
六 薬事法
七 薬剤師法
八 再生医療等 の安全性の確保等に 関する 法律

（法 第 五十一条 の 十九第二 項 等に おいて 準 用する 法第三 十六条第三 項第 五号の政令で 定める 法 律）
第二 十 六条 の十 法第 五十一条 の十九第二 項 （法第 五十一条 の二 十一 第二 項に おいて 準用する 場合を含む。 ） 及び第 五十一条 の二 十第二 項 （法第 五十一
条 の二 十一第二 項に おいて 準用 する 場合を含 む。）に おいて 準用する 法第三 十六条 第三項第 五号 の政令で 定 める 法律は、 次 のと おりと する。
一 児童 福祉法
二 身体 障害者福祉法
三 精神保 健 及び精神障 害者福祉に 関する 法律
四 生活保護 法
五 社会福祉 法
六 老 人福祉法
七 社会福祉 士 及び介護福祉 士法
八 介護保険法
九 精 神保健福祉 士法
十 障 害者虐待 の防 止、 障害者 の養護者に 対する支援等に 関する 法律

（法第 五十一条 の二 十 九第一 項第九 号及び第二 項 第九号の政令で 定める 法 律）
第二 十六条 の十六 指定一 般相談支援 事業者に 係る 法第 五十一 条 の二 十九第一 項第九号 の政令で 定める 法律 及び 指定特定相談 支援事業者に 係る 同条第二
項第九号の政令で 定める 法律は、 次 のと おりとする。
一 児童福祉 法
二 身体障害者 福祉法
三 精神保健 及び 精神障害者 福祉に 関する 法律
四 生 活保護法
五 社 会福 祉 法
六 知的 障害者福祉 法
七 老 人福祉法
八 社会福 祉 士及び介護 福祉 士法
九 介 護保 険 法
十 精神保健 福祉 士法
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十一
十二

発達 障害者支援法
障害 者虐待 の防 止、 障害者 の養 護者に 対する支援等に 関 する 法律

（法第 五十九条 第三項に おいて 準用する 法第三 十六条第三項第 五号の政令で 定 める 法律）
第三 十八条 法 第 五十九条第 三項に おいて 準用する 法 第三 十六条第 三項第 五号 の政令で 定める 法律は、 次 のと おりと する。
一 児童福祉法
二 医師 法
三 歯 科 医師法
四 保健 師助産師看 護師法
五 医療 法
六 身体障 害者福祉法
七 精神保健 及び精神障 害者福祉に 関 する 法律
八 生活保護 法
九 医薬品、 医療機器等 の品質、 有 効性 及び安全性の確保等に 関 する 法律
十 薬剤師法
十一 介護保険法
十二 障害者虐待 の防 止、 障害 者 の擁護者に 対する支援 等に 関する 法 律
十三 再生医療等 の安全性の確保 等に 関する 法律

（法第 六十 八条第二 項に おいて 準用 する 法第 五十条第一 項第 九号の政令で 定める 法律）
第四十二 条 法第 六十八条第二 項に おいて 準用する 法第 五十条 第一 項第九号 の政令で 定 める 法律は、 次 のと おりとする。
一 健康保険 法
二 児童福祉 法
三 医師法
四 歯科 医師法
五 保 健師助産師 看護師法
六 医療 法
七 身体 障害者福祉 法
八 精神 保健 及び精神障害者福祉に 関する 法律
九 生活保 護法
十 知的障 害者福祉法
十一 薬事法
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十二
十三
十四
十五
十六

薬剤 師法
介護 保険法
発達障 害者支援法
障害者虐 待 の防 止、 障害者 の養護 者に 対する 支援等に 関する 法律
再生医療 等 の安全性の確保等に 関 する 法律

○地域に おける 医療 及び介護 の総 合的な 確保を推進するた め の関係法律 の整備等に 関する 法律 の施行に伴う 関係政令 の整 備に 関する政令 （平成二 十六年
政令第二 百二 十五号） （抄）

（社会福祉 士及び介護福 祉 士法施行令 及び社会福 祉法施行令 の一 部を改正 する政令）
附 則
（施行期日）
第一条 こ の政令は、 平成二 十八年四月一 日から施行 する。 ただし、 次条 の規 定は、 社会福 祉 士及び介 護福祉士法等 の一 部を改正 する 法律 （以 下「改正
法」 という。） 附則第一条第二 号に掲げる 規定 の施行 の日 （平成二 十年四月一 日） から施行 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 の法律施行規 則 （平成 十 八年厚生労働 省令第 十九号） （抄）
（法第 五条 第 六項に 規 定する 厚生労 働省令で 定める施 設）
第二 条 の三 法第 五条第 六項に 規定する 厚生労働 省令で 定める 施 設は、 病院とする。
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