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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。

○ 学校教育法 （昭和二 十二年 法律第二十 六号）（抄 ）
（※整 備法の施行 の日にお ける現 行規定。最 終改正は 学校教育 法及び国 立大学法人 法の一部 を改正す る法律（ 平成二十六 年法律 第八十八 号））
第一 条

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。
（ 略）
②

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）

○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）
（※整備 法の施行 の日にお ける現行 規定。最終 改正は 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 ））

第三十四 条の八 市 町村は、 放課後児 童健全育 成事業を行 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 事項を市町 村長に届 け出て、 放課後
児童健 全育成事業 を行うこ とができ る。
③ 国、都道 府県及び 市町村以外 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、 その旨を市 町村長に 届け出
なけれ ばならな い。
④ 国、都道 府県及び 市町村 以外の者は 、放課後児 童健全 育成事業 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
市町村 長に届け 出なけれ ばならな い。
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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 申 請者が、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 の者である とき。
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 申 請者と密 接な関係 を有する 者（申請者 （法人に 限る。以 下ホにお いて同じ。 ）の役員 に占め るその役員 の割合が二 分の一 を超え、 若しくは当
該申請者 の株式の所 有その 他の事由を 通じて当 該申請者 の事業を 実質的に支 配し、若 しくはそ の事業に 重要な影響 を与え る関係に ある者とし て厚
生 労働省令で 定めるも の（以下 ホにおい て「申請者 の親会社 等」とい う。）、 申請者の親 会社等 の役員と同 一の者が その役員 に占める 割合が二分
の一を 超え、若し くは申請 者の親会 社等が株 式の所有そ の他の事 由を通 じてその事 業を実質的 に支配 し、若し くはその事 業に重要 な影響を 与える
関 係にある 者として厚 生労働省 令で定め るもの又 は当該申請 者の役員 と同一 の者がその 役員に占 める割合 が二分の 一を超え、 若しくは 当該申請 者
が株式 の所有そ の他の事由 を通じて その事業 を実質的 に支配し、 若しく はその事 業に重要な 影響を与 える関係 にある者 として厚生 労働省令 で定め
る もののう ち、当該 申請者と 厚生労働省 令で定 める密接な 関係を有 する法人 をいう。 第三十五条 第五項第 四号ホに おいて同 じ。）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 していな いとき。 ただし、当 該認可の 取消しが 、家庭的 保育事業
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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 、ホ本文
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 。
ヘ 申請者が、 第五十八 条第二項 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 通知があつ 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 での間に第 七項の規 定による 事業の廃 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
事 業の廃止 の承認の日 から起算 して五年 を経過し ないもので あるとき 。
ト 申請 者が、第 三十四条 の十七第一 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 五十八条 第二項の規 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 て厚生労働 省令で定 めるとこ ろにより 市町村長が 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 第七項の 規定によ る事業の廃 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、当該事 業の廃止 の承認の 日から起 算して五年 を経過し ないも のであると き。
チ ヘに規定す る期間内 に第七項 の規定に よる事業の 廃止の承 認の申請 があつた 場合におい て、申 請者が、 ヘの通知の 日前六十 日以内に 当該申請 に
係る法人 （当該事業 の廃止 について 相当の理由 がある法 人を除く 。）の役 員等又は当 該申請に 係る法 人でない事 業を行う 者（当該 事業の廃 止につ
い て相当の理 由がある ものを除 く。）の 管理者であ つた者で 、当該事 業の廃止 の承認の日 から起 算して五 年を経過し ないもの であると き。
リ 申請 者が、認 可の申請 前五年以内 に保育に 関し不 正又は著し く不当な 行為をし た者であ るとき。
ヌ 申請者が 、法人で 、その役 員等のうち にイか らニまで 又はヘから リまでの いずれか に該当す る者のある ものであ るとき 。
ル 申請 者が、法 人でな い者で、そ の管理者が イから ニまで又 はヘからリ までのい ずれかに 該当する 者であると き。
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
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 。
③

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）

-3-

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 申請者が 、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 での者で あるとき 。
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 申 請 者が 、 第五 十 八条 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 （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 等であ
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 保 育所 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 、 保育 所 の設 置の 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 該保
育 所の 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 保育所 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 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 申請 者と密接な 関係を有 する者が 、第五十 八条第一項 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 していな いとき。
た だし、当該 認可の取 消しが、 保育所の 設置の認可 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 該保育所の 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 当該保育 所の設置者 が有して いた責任 の程度
を 考慮して 、ホ本文に 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 。
ヘ 申請者が 、第五十 八条第 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 つた日 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 第十二 項の規定 による保育 所の廃止 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、
当該保育 所の廃止の 承認の 日から起算 して五年 を経過し ないもの であるとき 。
ト 申請者が 、第四十六 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 づき第五 十八条第一 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 日として厚 生労働省令 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 に第十二 項の規定に よる保育 所の廃止 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 該保育 所の廃止 の承認の日 から起算 して五年 を経過し ないもので あるとき 。
チ ヘに 規 定す る 期間 内 に第 十二 項 の 規定 に よる 保育 所の 廃止 の承 認の申 請が あつ た場合 にお いて 、申請 者が 、ヘの 通知 の日前 六十 日以 内に当 該
申 請に 係 る法 人 （当 該 保育 所 の廃止 につ いて相 当の 理由 がある 法人 を除 く。） の役 員等 又は当 該申 請に係 る法 人で ない保 育所 （当 該保育 所の 廃
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止 に つい て 相 当の 理由 が ある もの を除 く。 ）の管 理者 であつ た者 で、 当該保 育所 の廃 止の承 認の 日か ら起算 して 五年を 経過 しない もの であ ると
き。
リ 申請者 が、認可の 申請前 五年以内 に保育に関 し不正又 は著しく 不当な行 為をした者 であると き。
ヌ 申請者が、 法人で、 その役員 等のうち にイからニ まで又は ヘからリ までのい ずれかに該 当する 者のある ものである とき。
ル 申請 者が、法 人でない者 で、その 管理者が イからニ まで又はヘ からリ までのいず れかに該 当する者 であると き。
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 ）

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 。
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。
②

第五十条 次に掲げ る費用は 、都道府 県の支弁 とする。
一 ～五の三 （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 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 次に 掲げる費用 は、市町 村の支弁 とする。
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
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
五
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六
七
八

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
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
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
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 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）
⑧ 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
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）
⑨ 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

-6-

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 ）

この法律 において 「学校法 人」とは、 私立学 校の設置 を目的とし て、この 法律の定 めるとこ ろにより設 立される 法人をい う。

○私 立学校法 （昭和二十 四年法律 第二百七 十号）（ 抄）
（※整備 法の施行 の日におけ る現行規 定。最終 改正は私 立学校法の 一部を改 正する 法律（平成 二十六年 法律第十 五号））
第三条

○社会福 祉法（昭和 二十六年 法律第四 十五号） （抄）
（※ 整備法の 施行の日に おける現 行規定。 最終改正 は地域の自 主性及び 自立性 を高めるた めの改革の 推進を 図るため の関係法律 の整備に 関する法 律（平
成二十 六年法律第 五十一号 ））
定
(義 )
第二十二 条 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 。
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○ 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 法律によ る改正後 の社会福祉 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）
（※整備法 の施行の日 におけ る現行規 定。最終改 正は生活 困窮者自 立支援法 （平成二十 五年法律 第百五 号））

（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）
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・７ （略）
８ この法 律において 「申出 施設等職員 」とは、 共済契約 者に使用 され、かつ 、その者 の経営す る社会福 祉施設、特 定社会福 祉事業 、特定介護 保険施設
等又 は申出施設 等（以下 「共済契 約対象施 設等」と いう。） の業務に常 時従事す ることを 要する者 であつて社 会福祉施 設等職 員又は特定 介護保険施 設
等職員以 外のものを いう。 ただし、 一年未満の 期間を定 めて使用 される者 を除く。
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。
この法律 において 「共済 契約者」と は、退職手 当共済 契約の当 事者である 経営者を いう。
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）
・

13

（ 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）
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○ 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）
（※整備法 の施行の日 におけ る現行規 定。最終改 正は児童 福祉法の 一部を改 正する法律 （平成二 十六年 法律第四十 七号））

（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
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 。

○子 ども・子 育て支援 法（平成二 十六年法 律第六十 五号）
（※整備 法の施行 の日にお ける現行 規定。最終 改正は 次代の社会 を担う子 どもの健 全な育成 を図るため の次世代 育成支援 対策推進 法等の一部 を改正す る
法 律（平成 二十六年 法律第二 十八号）
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附

則

第 十九条第一 項第一 号に掲げる 小学校就 学前子ど もに該当 する支給認 定子ども に係る子 どものた めの教育・ 保育給付 の額は 、第二十七 条第三項

（施設 型給付費 等の支給の 基準及び 費用の負 担等に関 する経過措 置）
第 九条

、 第二 十 八 条第 二項 第 一号 及 び第 二 号並 び に第 三 十条 第 二項 第 二号 及 び第 四 号の 規定に かか わら ず、当 分の 間、一 月に つき 、次の 各号 に掲 げる子 ど

次のイ及び ロに掲げ る額の合 計額

この 法律 の 施行 前 の私 立 学校 振 興助 成 法（ 昭 和五 十年 法律 第六十 一号 ）第 九条の 規定 によ る私立 幼稚 園（国 （国 立大 学法人 法第 二条 第一項 に

規 定す る 国立 大 学法 人 を含 む。 ）、 都道 府県及 び市 町村 以外の 者が 設置 する幼 稚園 をい う。以 下こ の項に おい て同 じ。） の経 常的経 費に 充て る

ため の 国の 補 助金 の 総額 （ 以下 この 項にお いて 「国の 補助 金の 総額」 とい う。） 、私 立幼 稚園に 係る 保護 者の負 担額 、当 該施設 型給付 費 の支給

に 係 る支 給 認定 教 育・ 保 育を 行っ た特 定教 育・保 育施設 の所 在す る地域 その 他の 事情を 勘案 して 内閣総 理大 臣が 定める 基準 により 算定 した 額（

そ の額 が 現に 当 該支 給 認定 教 育・保 育に 要し た費用 の額 を超 えると きは 、当 該現に 支給 認定教 育・ 保育に 要し た費 用の額 ）か ら政 令で定 める 額

を限 度 と して 当該 支 給認 定 保護 者の 属する 世帯 の所 得の状 況そ の他 の事情 を勘案 して 市町 村が定 める 額を 控除し て得 た額 （当該 額が 零を 下回る
場 合には 、零とする 。）

当 該 特定 教 育・ 保 育施 設 の所 在す る 地 域の 実 情、 特定 教育・ 保育 に通 常要す る費 用の額 とイ の内 閣総理 大臣 が定 める基 準に より 算定し た額 と
の差額 その他の 事情を参酌 して市町 村が定 める額
次のイ 又はロに 掲げる教 育・保育の 区分に応 じ、それ ぞれイ又 はロに定め る額
次 の（１） 及び（ ２）に掲げ る額の合計 額

国の 補 助金 の 総額 、私 立幼 稚園 に係る 保護 者の 負担額 、当 該特 例施設 型給付 費 の支給 に係る 特定 教育 ・保育 を行 った 特定教 育・ 保育 施

特定教育 ・保育

特例施 設型給付 費の支給

ロ

イ

施設型 給付費の 支給

ものた めの教育 ・保育給 付の区分に 応じ、そ れぞれ当 該各号に 定める額 とする。
一

二
イ
（ １）

設の 所在 する 地域そ の他 の事情 を勘 案し て内閣 総理 大臣 が定め る基 準によ り算 定し た額（ その 額が 現に当 該特 定教 育・保 育に要 し た費用 の額

を 超 えると きは 、当 該現に 特定 教育 ・保育 に要し た費 用の 額）か ら政 令で 定める 額を 限度 として 当該 支給 認定保 護者 の属す る世 帯の所 得の 状
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三

ロ

当該 特 定 教育 ・保 育 施設の 所在 する 地域の 実情 、特 定教育 ・保 育に 通常要 する 費用 の額と （１） の内 閣総 理大臣 が定 める 基準に より 算

況 そ の他 の事情 を勘 案し て市町 村が 定める 額を 控除し て得 た額 （当該 額が 零を 下回る 場合 には 、零と する 。） を基準 として 市町 村が 定める 額
（ ２）
定した 額との差 額その他の 事情を参 酌して市 町村が定 める額
次の（１ ）及び（２ ）に掲げ る額の合 計額

国 の補 助 金の 総額 、 私立 幼稚 園に係 る保 護者の 負担 額、当 該特 例施 設型給 付費 の支 給に係 る特 別利用 保育 を行 った特 定教 育・ 保育施 設

特別利 用保育
（ １）

の所 在 する 地域そ の他の 事情 を勘 案して 内閣 総理 大臣が 定め る基 準によ り算 定し た額（ その額 が現 に当 該特別 利用 保育 に要し た費 用の 額を超

える とき は、 当該現 に特 別利用 保育 に要 した費 用の 額） から政 令で 定める 額を 限度 として 当該 支給 認定保 護者 の属 する世 帯の所 得 の状況 その

当該 特 定教 育 ・保 育施 設の 所在 する地 域の 実情 、特別 利用 保育 に通常 要す る費 用の額 と（ １）の 内閣 総理 大臣が 定め る基準 によ り算 定

他の 事情を 勘案して市 町村が定 める額を 控除して 得た額（当 該額が零 を下回る 場合には 、零とする 。）
（ ２）

した額と の差額その 他の事情 を参酌 して市町村 が定める 額
次の イ又はロ に掲げる 保育の区分 に応じ 、それぞれ イ又はロ に定める 額

次の（ １）及び（ ２）に掲 げる額の 合計額

国の 補助 金 の総 額 、私 立幼 稚園に 係る 保護 者の負 担額 、当 該特例 地域型 保育 給付 費の支 給に 係る 特別利 用地 域型 保育を 行っ た特 定地域

当 該 特定 地域 型 保育 事 業所の 所在 する 地域の 実情、 特 別利用 地域型 保育 に通 常要す る費 用の 額と（ １） の内 閣総理 大臣 が定め る基 準に

次の（１ ）及び（２ ）に掲げ る額の合 計額

国 の 補助 金 の総 額 、私 立幼稚 園に 係る 保護者 の負 担額 、当該 特例 地域型 保育 給付 費の支 給に 係る特 例保 育を 行った 施設 又は事 業所 の所

特例 保育

より 算定した 額との差額 その他 の事情を 参酌して市 町村が定 める額

（２ ）

する世 帯の所得 の状況その 他の事情 を勘案し て市町村 が定める額 を控除し て得た 額（当該額 が零を下回 る場合 には、零 とする。）

要 した 費用 の額 を超え ると きは 、当該 現に特 別利 用地 域型保 育に 要し た費用 の額 ）か ら政令 で定 める額 を限 度と して当 該支 給認 定保護 者の 属

型 保 育事 業所の 所在 する 地域そ の他 の事 情を勘 案して 内閣 総理 大臣が 定め る基 準によ り算 定し た額（ その 額が 現に当 該特別 利用 地域 型保育 に

（１ ）

特 別利用地 域型保育

特例地 域型保育 給付費の支 給
イ

ロ
（１ ）

在 す る地域 その 他の 事情を 勘案 して 内閣総 理大臣 が定 める 基準に より 算定 した額 （そ の額 が現に 当該 特例 保育に 要し た費用 の額 を超え ると き
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２

３

４

は 、 当該 現に特 例保 育に 要した 費用 の額） から 政令で 定め る額 を限度 とし て当 該支給 認定 保護 者の属 する 世帯 の所得 の状況 その 他の 事情を 勘

当該 特例 保 育を 行 う施 設又 は事業 所の 所在 する地 域の 実情 、特例 保育 に通常 要す る費 用の額 と（ １） の内閣 総理 大臣 が定め る基 準によ

案し て市町村が 定める額 を控除 して得た額 （当該額が 零を下 回る場合 には、零と する。） を基準と して市町 村が定める 額
（ ２）
り 算定した 額との差 額その他 の事情を参 酌して市 町村が 定める額

内閣総理 大臣は、前 項第一号 イ、第二 号イ（１ ）及びロ（ １）並び に第三 号イ（１） 及びロ（１ ）の基 準を定め 、又は変更 しようと するとき は、あ

らかじ め、文部 科学大臣 及び厚生労 働大臣に 協議する とともに 、第七十 二条に規 定する子ど も・子育 て会議の 意見を聴 かなければ ならない 。

第一項 の場合に おける第 六十七条 第一項及び 第六十八 条第一項 の規定の 適用につい ては、こ れらの 規定中「同 条第二号に 掲げる 費用」と あるのは、

「 同 条第 二 号に 掲げ る 費用 （ 附 則第 九条 第 一項 第 一号 ロ 、第 二 号イ （ ２） 及 びロ （２ ）並び に第 三号 イ（２ ）及び ロ（ ２） に掲げ る額 に係 る部分 を
除く。 ）」とす る。

都道 府県は、当 該都道府 県の予算 の範囲内 において、 政令で定 めるとこ ろにより 、第六十五 条の規 定により 市町村が支 弁する同 条第二号 に掲げる 費
用 のうち、第 一項第一 号ロ、第 二号イ（ ２）及びロ （２）並 びに第三 号イ（２ ）及びロ（ ２）に掲 げる額 に係る部分 の一部を 補助する ことがで きる。

○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 ）
（※ 整備法の施 行の日にお ける現 行規定。 最終改正は 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 の一部を 改正する法 律（
平成二十 四年法律第 六十六 号））

（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 。
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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 この法律に おいて「 認定こど も園」と は、次条第 一項又は 第三項の 認定を受 けた施設、 同条第九 項の規 定による公 示がされ た施設及 び幼保連 携型認
定こども 園をいう 。
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 ）
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（ 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
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 申請 者が、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 者である とき。
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。

- 13 -

12 11

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 申 請者 と 密接 な 関係 を 有す る 者（ 申 請者 （法 人 に 限る。 以下 ホに おいて 同じ。 ）の 役員 に占め るそ の役 員の割 合が 二分 の一を 超え、 若し くは
当 該 申請 者 の株 式 の所 有 その 他の 事由 を通 じて当 該申請 者の 事業 を実質 的に 支配 し、若 しく はそ の事業 に重 要な 影響を 与え る関係 にあ る者 とし
て 主務 省 令で 定 める も の（ 以下 ホに おい て「申 請者 の親 会社等 」と いう 。）、 申請者 の 親会社 等の役 員と 同一 の者が その 役員 に占め る割 合が 二
分 の 一 を超 え 、若 しく は 申請 者 の親会 社等 が株 式の所 有その 他の 事由 を通じ てそ の事 業を実 質的 に支 配し、 若し くは その事 業に重 要な 影響 を与
え る関 係 にあ る 者と し て主 務 省令で 定め るも の又は 当該 申請 者の役 員と 同一 の者が その 役員 に占め る割合 が二 分の 一を超 え、 若し くは当 該申 請
者が 株 式の 所 有そ の 他の 事 由を 通じて その 事業 を実質 的に 支配 し、若 しく はその 事業 に重 要な影 響を 与え る関係 にあ る者 として 主務省 令で 定め
る もの の う ち、 当 該申 請者 と 主務 省令 で定め る密 接な関 係を 有する 法人 をい う。） 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 して いない 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 、ホ本 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。
ヘ 申 請者が、 認定の申 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。
ト 申請 者が、法人 で、その 役員等の うちにイ からニまで 又はヘの いずれか に該当す る者のある もので あるとき。
チ 申請者が 、法人でな い者で、 その管理 者がイか らニまで又 はヘのい ずれか に該当する 者である とき。
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 。
（認定 の取消し ）
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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 ）

（設置 等の届出 ）

（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
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）
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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。
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 。
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
第一号、 第二号又 は前号 に該当する 者
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
イ
ロ
ハ
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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。

二
三

（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 。
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。
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 ）
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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。
（ 略）
２
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 。
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。
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。
五
六

○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）
（ ※整備法 の施行の日 における 現行規定 。）

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 条第八項 及び第九項 並びに第 三十六条 の規定に よる改正後 の
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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 六条第八 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、同項第 二号中「同 条第二 項第二号 」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」と あるの は「同法第 二十八条 第四項」 と、同条 第九項
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 、「同条第 四項」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)

附 則
（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。

（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

(1)

○児 童福祉法 施行令及 び障害者の 日常生活 及び社会 生活を総 合的に支援 するた めの法律 施行令の一 部を改正 する政令 （平成二 十六年政令 第百二十 七号）
による 改正後の 児童福祉法 施行令（ 昭和二十 三年政令 第七十四号 ）（抄）
（ ※整備法の 施行の日 におけ る現行規定 。最終改正 は児童 福祉法等 の一部を改 正する政 令（平成 二十六年 政令第
号））
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(1)

目次
第一章
第二章
第三 章
第四章
第 五章
第六章
第 七章
附則
総則（ 第一条― 第三条）
保 育士（第 四条― 第二十一条 ）
福祉の 保障（第 二十二 条―第三十 四条）
養育里親 及び児童 福祉施設 （第三十五 条―第三 十八条）
費 用（第三十 九条―第 四十四条 の二）
審査請 求（第四十 四条の三 ―第四十 四条の八 ）
雑 則（第四 十五条―第 四十七条 ）

第四 条 法第十 八条の五第 三号の 政令で定 める法律の 規定は、 次のとお りとする 。
一 社会 福祉法（昭 和二十 六年法律 第四十五号 ）第百三 十一条及 び第百三 十二条の規 定
二 児童扶養 手当法（ 昭和三十 六年法律 第二百三十 八号）第 三十五条 の規定
三 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）第 四十一条 の規定
四 児童手 当法（昭 和四十六年 法律第七 十三号） 第三十一 条の規定
五 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 （平成十一 年法律第 五十二号 ）第四条 から第七条 まで及び 第
十 一条の規 定
六 児童虐待の 防止等に 関する法 律（平成 十二年法 律第八十 二号）第十 七条の規 定
七 就学 前の子ども に関す る教育、 保育等の総 合的な提 供の推進 に関する 法律（平成 十八年法 律第七十 七号。以 下「認定こ ども園 法」という 。）第六
章の 規定
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） 第三十 三条の規 定
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 ）第三 十七条の 規定
子 ども・子 育て支援 法（平成二 十四年法 律第六十 五号）第 八十三条か ら第八 十五条まで の規定
八
九
十

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 しくは認 定こども 園法第二 条第六項に 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
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四
養育里 親及び 児童福祉 施設

イ ・ロ （略 ）
（ 略）
第四 章

第三 十五条の 五 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、次 のとおり とする。
一 児 童扶養手 当法
二 特別児 童扶養手 当等の支給 に関する 法律
三 児 童手当法
四 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
五 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
六 第二 十五条の七 第一項 第四号、 第十二号及 び第十四 号に掲げ る法律

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（ 幼保連携型 認定こ ども園を 除く。以下 この条及 び次条に おいて同 じ。）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 六号の二 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 設又は家 庭的保育事 業等の種 類、入 所定員又は 利用定員 、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 又は家庭 的保育事 業等の職 員の給与費 、入所 者又は利 用者の日常 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 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 三に掲げる 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 家 庭的保育 事業等を行 う者が、 法第三十 四条の十 七第四項の 規定によ り、そ の事業の制 限又は停 止を命ぜ られたと き。
二 児童福 祉施設（ 幼保連携 型認定こど も園を除 く。次号 及び第五 号におい て同じ。 ）の設置者 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。
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三 児童福 祉施設の 設置者が 、法第五十 八条第一 項の規定 により、 法第三十 五条第四 項の認可を 取り消さ れたとき 。
四 家 庭的保育 事業等を 行う者が 、法第五十 八条第 二項の規 定により、 法第三十 四条の十 五第二項 の認可を取 り消され たとき。
五 児童相 談所若し くは児 童福祉施設 の設置者又 は家庭 的保育事 業等を行う 者が、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 。
六 幼保 連携型認 定こども 園の設置 者が、認定 こども園 法第二十 一条第一 項の規定に より、そ の事業 の停止又は 施設の閉鎖 を命ぜ られたと き。
七 幼保連 携型認定こ ども園の 設置者が 、認定こ ども園法第 二十二条 第一項の 規定によ り、認定こ ども園 法第十七条 第一項の 認可を取 り消され たとき。
八 幼 保連携型 認定こども 園の設置 者が、法 若しくは 認定こども 園法若し くはこ れらの法律 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。
九 児 童相談所 若しくは 児童福祉施 設の設置 者若し くは家庭的 保育事業等 を行う 者が、そ の事業の全 部若しく は一部を 廃止し、 又は児童相 談所若し く
は児童福祉 施設若しく は家庭 的保育事 業等を行う 場所が当 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。
十 負担金交付 の条件に 違反し たとき。
十一 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 法第 五十六条 第四項の 規定によ り保育料の 収納の 事務の委 託を受けた 者は、市 町村の規 則の定め るところに より、そ の収納 した保育料 を、その内 容
を 示す計算 書を添え て、当該 市町村又は 地方自治 法施行 令（昭和二 十二年政 令第十六 号）第百 六十八条に 規定する 当該市町 村の指定 金融機関、 指定代
理金 融機関、収 納代理金 融機関若 しくは収 納事務取 扱金融機 関に払い込 まなけれ ばならな い。
③ 法第 五十六条第 四項の規 定により 保育料の 収納の事務 を私人に 委託した 場合にお いて、必要 がある と認める ときは、市 町村は、 当該委託 に係る保 育
料 の収納の事 務について 検査す ることが できる。

○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）
（ ※整備法の 施行の日 におけ る現行規定 。最終改正 は地域 社会にお ける共生の 実現に向 けて新た な障害保 健福祉施策 を講ずる ための 関係法律の 整備に関
する法 律の施行 に伴う関 係政令の 整備等に関 する政 令（平成 二十五年政 令第五号 ））

（ 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
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 。
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