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○

児童福祉法施行規則の一部を改正する省令案新旧対照表

改

正

案

児童 福祉法 施行 規則（ 昭和 二十三 年厚 生省令 第十 一号）

目次
（略）

事業 、養育 里親及 び施設 （第三 十六条 の三十 の二― 第四十 一条

第一章・第二章
第 三章
）

国民 健康保 険団体 連合会 の児童 福祉法 関係業 務（第 四十二
条）

雑則（第四十三条―第五十条の三）

第三章 の二

第四章
附則

目次

現

行

（傍線部分は改正部分）

事業 、養育 里親及 び施設 （第三 十六条 の三十 の二 ―第三 十九条

第一章・第二章 （略）
第 三章

）

国民 健康保 険団体 連合会 の児童 福祉法 関係業 務（ 第三十九
条の二）

雑則（第四十条―第五十条の三）

第三 章の二

第四章
附則

す る幼 稚園（ 以下「 幼稚園 」とい う。） 、小学 校及び 特別支 援学 校、就

る施設 は、 保育所 、学校 教育法 （昭和 二十二 年法律 第二十 六号） に規定

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

する幼 稚園、 小学校 及び特 別支援 学校、 就学前 の子ど もに 関する 教育、

る施 設は、 保育所 、学校 教育法 （昭和 二十二 年法律 第二 十六号 ）に規定

法第 六条の 二の二 第五項 に規定 する厚 生労働省令で定め

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

。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

第 一条の 二の三

（平成 十八 年法律 第七十 七号。 以下「 認定こ ども園 法」と いう 。）第二

こども 園（以 下「認 定こど も園」 という 。）そ の他児 童が 集団生 活を営

法第 六条の 二の二 第五項 に規定 する厚 生労働省令で定め

条 第六 項に規 定する 認定こ ども園 （以下 「認定 こども 園」と いう 。）（

む施設として市町村が認める施設とする。

第一 条の 二の三

保育 所又 は幼稚 園であ るもの を除く 。第二 十四条 及び第 三十六 条の三十

- 1 -

五を除 き、以 下同じ 。）そ の他 児童が 集団生 活を営 む施設 として 市町村
が認める施設とする。

法第六 条の 三第六 項に規 定する 地域子 育て支援拠点 事業は、

次 に掲げ る基準 に従 い、地 域の乳 児又は 幼児（ 以下「 乳幼児 」とい う。

第一条 の七

次 に掲げ る基準 に従い 、地域 の乳 児又は 幼児（ 以下「 乳幼児 」という 。

）及 びその 保護者 が相 互の交 流を行 う場所 を開設 し、当 該場所 において

法第六 条の三 第六 項に規 定する 地域子 育て支援拠点 事業は、

）及 びその 保護者 が相互 の交 流を行 う場所 を開設 し、当 該場所 において

、適当 な設備 を備え る等 により 、子育 てにつ いての 相談、 情報の 提供、

第一条 の七

、適当 な設備 を備え る等に より 、子育 てにつ いての 相談、 情報の 提供、

助 言その 他の援 助を 行うも の（市 町村（ 特別区 を含む 。以下 同じ。 ）又

（略）

助 言その 他の援 助を行 うもの （市 町村（ 特別区 を含む 。以下 同じ。） 又

一

はその委託等を受けた者が行うものに限る。）とする。

（略）

おお むね十 組の 乳幼児 及びそ の保護 者が一 度に利 用する ことが 差し

はその委託等を受けた者が行うものに限る。）とする。
一

二

支 えな い程 度の十 分な広 さを 有する こと。 ただし 、保育 所その 他の施

おお むね十 組の乳 幼児 及びそ の保護 者が一 度に利 用する ことが 差し

支 えな い程 度の十 分な広 さを有 する こと。 ただし 、保育 所その 他の施

設で あつ て、 児童の 養育及 び保 育に関 する専 門的な 支援を 行うも のに

二

設で あつ て、 児童の 養育及 び保育 （法 第六条 の三第 七項に 規定す る保

（略）

ついては、この限りでない。

三

育 を いう 。以下 同じ。 ）に関 する専 門的 な支援 を行う ものに ついて は

（略）

、この限りでない。
三

いて保 育を受 ける ことが 一時的 に困難 となつ た乳幼 児につ いて、 主とし

法 第六条 の三第 七項に 規定す る一時 預かり 事業は、家庭にお

いて保 育を受 けるこ とが 一時的 に困難 となつ た乳幼 児につ いて、 主とし

て 昼間に おい て、保 育所そ の他の 場所に おいて 、一時 的に預 かり、 必要

第一 条の八

て 昼間に おいて 、保育 所、 幼稚園 、認定 こども 園その 他の場 所にお いて

な保 護を行 うも の（特 定の乳 幼児の みを対 象とす るもの を除く 。）とす

法第 六条の 三第 七項に 規定す る一時 預かり事 業は、家庭にお

、一 時的に 預かり 、必 要な保 護を行 うもの （特定 の乳幼 児のみ を対象と

る。

第一 条の八

するものを除く。）とする。
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法 第六条 の三 第九項 第一号 に規定 する厚生労働 省令で定

第一条 の三十 二

法 第六 条の三 第九項 に規定 する厚 生労働省令で 定める者

は 、保育 士又は 保育士 と同 等以上 の知識 及び経 験を有 すると 市町村 長が

第一条 の三十 二
め る者は 、市町 村長が 行う研 修（ 市町村 長が指 定する 都道府 県知事そ の
認める者とする。

八

七

六

五

四

三

二

一

全国市町村職員共済組合連合会

地方公務員共済組合

国家公務員共済組合連合会

国家公務員共済組合

国民健康保険団体連合会

国民健康保険組合

健康保険組合連合会

健康保険組合

全国健康保険協会

（新設）

他の 機関が 行う研 修を含 む。） を修 了した 保育士 又は保 育士と 同等以上
の知識及び経験を有すると市町村長が認める者とする。

法 第六 条の三 第十二 項第一 号ハに規 定する厚生労働

九
地方公務員共済組合連合会

日本私立学校振興・共済事業団

法第 六条の 三第十 二項 第一号 ハに規 定する 厚生労 働省令で定める者 は

十二 その他前各号に掲げる組合に相当するもの

十一

十

省令で定める組合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

第一 条の三 十二の 二

②

法第六条の三第十三項に規定する厚生労働省令で定 （新設）

、前項各号に掲げる組合の構成員とする。

第 一条の 三十二 の三
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める施 設は、 家庭的 保育事 業等 （法第 二十四 条第二 項に規 定する 家庭的
保 育事業 等をい う。以 下同じ 。） の用に 供する 施設、 児童の 居宅その 他

（略）

法第十 八条 の十六 第二項 （同法 第三十 四条の 五第二 項、第三十四条の

第六条の七

法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支 （新設）

保育を適切に行うことができる施設とする。

第 一条の 三十二 の四
援事 業は、 同項各 号に掲 げる 援助の いずれ か又は 全てを 受ける ことを希
望する 者と同 項に規 定する 援助 希望者 からな る会員 組織を 設立し 、当該
会 員組織 に係る 業務の 実施、 援助 を受け ること を希望 する者 と援助希 望
者と の連絡 及び調 整並び に援 助希望 者への 講習の 実施そ の他の 必要な支
援を行 うこと により 、地域 にお ける育 児に係 る相互 援助活 動の推 進及び
多 様な需 要への 対応を 行う もの（ 市町村 又はそ の委託 等を受 けた者 が行
うものに限る。）とする。

（略）

②

十四第 二項、 第三 十四条 の十七 第二項 及び第 四十六 条第二 項にお いて準

法第十 八条の 十六第 二項 （法第 三十四 条の五 第二項、 第三十四条の十

第六条の七
②

四第二 項、第 三十四 条の 十八の 二第二 項及び 第四十 六条第 二項に おいて

用 する場 合を含 む。 ）の規 定によ り当該 職員が 携帯す べき証 明書は 、第

（略）

準 用する 場合を 含む。 ）の 規定に より当 該職員 が携帯 すべき 証明書 は、

③

三号様式によるものとする。

（略）

都道府 県知事 は、前 条第二 項各号 に規定 する科目のうち、

第三号様式によるものとする。
③

第六 条の十 一

既に合 格した 科目 のある 者に対 しては 、その 申請に より、 翌年及 び翌々

都 道府 県知事 は、前 条第二 項各号 に規定す る科目のうち、

既に合 格した 科目の ある 者に対 しては 、その 申請に より、 当該科 目に合

年に限り当該科目の受験を免除することができる。

第六 条の十 一

格 した日 の属す る年度 の翌 々年度 までに 限り当 該科目 の受験 を免除 する
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ことが できる 。ただ し、次 の表 の上欄 に掲げ る者に 対して は、そ の申請

二年間

一年間

期間

延長することができる

に より、 それぞ れ同表 の下欄 に掲 げる期 間に限 り当該 科目の 受験を延 長
して免除することができる。
免除の期間を延長することができる者

当 該科 目に合 格した 日の属す る年度 の翌々
年度 まで の間に 、保育 所、幼稚 園、認 定こ
ど も園 その 他の場 所におい て、児 童の保 育
又 は法 第三十 九条の 二第一項 に規定 する満
三歳 以上 の幼児 に対す る教育に 直接従 事す
る 職員 とし て一年 以上かつ 千四百 四十時 間
以上勤務した経験を有する者
当該 科目 に合格 した日 の属する 年度か ら起
算 して 三年 度を経 過した 年度まで の間に 、
保 育所 、幼稚 園、認 定こども 園その 他の場
所に おい て、児 童の保 育又は法 第三十 九条
の 二第 一項 に規定 する満 三歳以上 の幼児 に
対 する 教育に 直接従 事する職 員とし て二年
以上 かつ 二千八 百八十 時間以上 勤務し た経

（略）

（略）

験を有する者
②・③

第七条の九

②・③

（略）

（略）

第七条の九
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（略）

三第 六項に 規定す る医 療費支 給認定 の有効 期間を いう。 第七条 の二十二

②

三第六項に規定する医療費支給認定の有効期間をいう。第七条の二十二

第七号 及び第 七条の 二十 三第一 項にお いて同 じ。） 内にお いて、 第一項

（略）

第七号 及び第 七条の 二十三 第一 項にお いて同 じ。） 内にお いて、 第一項

各 号（第 三号及 び第 七号か ら第十 一号ま でを除 く。） に掲げ る事項 又は

②

各 号（第 三号及 び第六 号から 第十 一号ま でを除 く。） に掲げ る事項又 は

小児 慢性特 定疾病 医療 支援負 担上限 月額の 算定の ために 必要な 事項に変

医療 費支給 認定保 護者 は、医 療費支 給認定 の有効 期間（法第十九条 の

小児 慢性特 定疾病 医療支 援負 担上限 月額の 算定の ために 必要な 事項に変

更があ つたと きは、 速や かに、 次の各 号に掲 げる事 項を記 載した 届出書

③

更があ つたと きは、 速やか に、 次の各 号に掲 げる事 項を記 載した 届出書

に 当該医 療費支 給認 定に係 る医療 受給者 証を添 えて都 道府県 に提出 しな

医療費支給認定保護者は、医療費支給認定の有効期間（法第十九条の

に 当該医 療費支 給認定 に係る 医療 受給者 証を添 えて都 道府県 に提出し な

ければならない。

③

ければならない。

第一 項各号 （第 三号及 び第七 号から 第十一 号まで を除く 。）に 掲げ

一・二
三

一・二
第一 項各号 （第三 号及 び第六 号から 第十一 号まで を除く 。）に 掲げ

（略）

（略）

る 事項 及び 小児慢 性特定 疾病 医療支 援負担 上限月 額の算 定のた めに必

④

四

る 事項 及び 小児慢 性特定 疾病医 療支 援負担 上限月 額の算 定のた めに必

（略）

要な事項のうち変更があつた事項とその変更内容

四
（略）

都 道府県 は、法 第十九 条の六 条第一 項の規定に基づ き医

要な事項のうち変更があつた事項とその変更内容

三

④

都道 府県 は、法 第十九 条の六 第一項 の規定に基づき医 療 第 七条の 二十八

療費 支給認 定の 取消し を行つ たとき は、同 条第二 項の規 定によ り次の各

第 七条の 二十八

費支 給認定 の取消 しを行 つた ときは 、同条 第二項 の規定 により 次の各号

号に掲 げる事 項を 書面に より医 療費支 給認定 保護者 に通知 し、医 療受給

（略）

（略）

に掲げ る事項 を書面 によ り医療 費支給 認定保 護者に 通知し 、医療 受給者

②

一～三

者証の返還を求めるものとする。

（略）

証の返還を求めるものとする。

（略）

一～三
②
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第十八 条の三 十二

法第 二十一 条の五 の十五 第二項 第七号（法第 二十一条

の 五の十 六第四 項、第 二十 四条の 二十八 第二項 （法第 二十四 条の二 十九

法第二 十一 条の五 の十五 第二項 第七号（法第 二十一条

の 五の十 六第四 項、第 二十四 条の 二十八 第二項 （法第 二十四 条の二十 九

第四 項にお いて準 用す る場合 を含む 。）に おいて 準用す る場合 を含む。

第十八 条の三 十二

第四 項にお いて準 用する 場合を 含む 。）に おいて 準用す る場合 を含む。

以下こ の条に おいて 同じ 。）に 規定す る申請 者の親 会社等 （以下 この条

（略）

以下こ の条に おいて 同じ。 ）に 規定す る申請 者の親 会社等 （以下 この条

一

申 請者（ 持分会 社（ 会社法 （平成 十七年 法律第 八十六 号）第 五百七

において「申請者の親会社等」という。）は、次に掲げる者とする。

（略）
二

において「申請者の親会社等」という。）は、次に掲げる者とする。
一
申 請者（ 持分会 社（会 社法 （平成 十七年 法律第 八十六 号）第 五百七

十 五 条第 一項に 規定す る持分 会社 をいう 。以下 この条 におい て同じ 。

二
十 五 条第 一項に 規定す る持分 会社を いう 。以下 同じ。 ）であ る場合 に

（略）

法 第二 十一条 の九に 規定す る主務 省令で 定める事業は 、次のと

次に掲 げる 児童で あつて 、その 保護者 の労働 その他 の理由 により家

おりとする。

第十九 条

②～④

三

）である場合に限る。）の資本金の過半数を出資している者

法 第二十 一条の 九に 規定す る主務 省令で 定める事業は 、次のと

（略）

限る。）の資本金の過半数を出資している者
三
②～④

第十九 条
おりとする。

一

庭に おい て保 育され るこ とに支 障があ るもの につき 、保育 所その 他の

法第二 十五条 の二第 一項 に規定 する要 保護児 童対策 地域協 議会その

他の 者に よる 同条第 二項に 規定す る要 保護児 童等に 対する 支援に 資す

施 設 、病 院又は 診療所 （ロ に掲げ る児童 にあつ ては、 病院又 は診療 所

一

る事業

） にお いて 、適当 な設備 を備え る等 により 、保育 を行う 事業（ 市町村

疾病 にかか つてい るおお むね 十歳未 満の児 童（回 復の過 程にあ る

又はその委託を受けて当該保育を行う者が行うものに限る。）
イ

疾病 にか かつて いるお おむ ね十歳 未満の 児童（ 回復の 過程に ある

ものに限る。）
ロ

ものを除く。）
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二

地域の児童の養育に 関 する 各般 の問 題につ き、保 護者か らの相 談に

応じ 、 必要 な情 報の提 供及 び助言 を行 う事業

（削る）

法第 二十一 条の十 四第二 項、第 三十四 条の 八の三第二項、第三

二

乳幼 児であ つて 、その 保護者 の労働 その他 の理由 により 、一月 間に

相当 程 度、 家庭に おいて 保育さ れるこ とに支 障が生 ずるも のにつ き、

保育 所等 にお いて、 適当な 設備を 備える 等によ り、保 育を行 う事 業（

保護者 であつ てその 乳児、 幼児等 の保育 等に関 する 援助を 受けるこ

市町村又はその委託を受けて当該保育を行う者が行うものに限る。）
三

とを 希望 する ものと 当該援 助を行 うこと を希望 する者 （個人 に限 る。

以 下こ の 号にお いて「 援助希 望者」 という 。）と の連絡 及び調 整を 行

法第 二十一 条の十 四第二 項にお いて 準用す る法第十八条の十六

うとともに、援助希望者の講習その他の必要な援助を行う事業

第 二十条

第二 項の規 定によ り当該 職員が 携帯す べき 証明書 は、第 十三号 の三様式

第 二十条

十四 条の十 七第二 項及び 第五十 六条の 八第八 項にお いて 準用す る法第十

によるものとする。

法第二 十四条 第二項 （就学 前保 育等推 進法第十三条第 二項の

八条の 十六第 二項の 規定に より当 該職員 が携帯 すべ き証明 書は、 第十三
号の三様式によるものとする。

第二十 四条

規 定によ り読み 替えて 適用さ れる場 合を 含む。 ）に規 定する 厚生労働 省

市町村 は、法 第二十 四条第 三項の 規定 に基づき、保育 所、認

定 こども 園（子 ども・ 子育て 支援法 （平成 二十四 年法 律第六 十五号）第

令の定める事項は、次のとおりとする。

第二十 四条

二十 七条第 一項の 規定に よる確 認を受 けたも のに 限る。 ）又は 家庭的保

一

よ り読み 替えて 適用す る場合 を含む 。）に は、 保育の 必要の 程度及び家

の氏 名 及び 主たる 事務所 の所在 地並び に当該 申込み に係る 児童 の居住

生 年月 日 及び職 業（保 護者が 法人で あると きは、 法人の 名称 、代表 者

保 育所に おける 保育を 行うこ とを 希望す る保護 者の氏 名、居 住地、

育事業 等の利 用につ いて調 整を行 う場合 （法第 七十 三条第 一項の 規定に

族等 の状況 を勘案 し、保 育を受 ける必 要性が 高い と認め られる 児童が優

保育所における保育を行うことに係る児童の氏名及び生年月日

地）
二

保育所における保育を行うことを希望する理由

先的に利用できるよう、調整するものとする。

三
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（削る）

（削る）

（削る）

（削る）

②

法 第二十 四条第 二項（ 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 えて適 用され る場合 を除 く。） 前段に 規定す る申込 書は、保 育

所に おける 保育を 行うこ とを希 望す る保護 者の居 住地（ 保護者 が法人で

あると きは、 当該申 込みに 係る 児童の 居住地 。第四 項及び 第五項 におい

前項の 申込書 には、 法第 五十六 条第三 項の規 定により 徴収する額の決

て同じ。）の市町村に提出しなければならない。
③

定のた めに必 要な事 項に関 する 書類を 、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 法第二 十四条 第二項 前段に 規定する 申

込書 には、 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 四号に 規定 する保 育料額 の算定 又は就 学前保 育等推

進 法第十 三条第 四項の 規定 による 保育料 の決定 のため に必要 な事項 に関

法 第二十 四条第 二項（ 就学 前保育 等推進 法第十 三条第二項の 規定によ

する書類を添えなければならない。
④

り 読み替 えて適 用され る場合 を除 く。） 後段の 規定に より申 込書の提 出

を代 行する 保育所 は、関 係市 町村等 との連 携に努 めると ともに 、保育所

におけ る保育 を行う こと を希望 する保 護者の 依頼を 受けた ときは 、速や

か に、当 該保護 者の居 住地 の市町 村に当 該申込 書を提 出しな ければ なら

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

ない。
⑤

私 立認定 保育所 をいう 。以 下同じ 。）は 、関係 市町村 等との 連携に 努め

ると ともに 、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 法第二 十四条 第二 項前段 に規定 する申 込書の 提出を 受けた ときは

、 速やか に、当 該申込 書を 提出し た保護 者の居 住地の 市町村 に当該 申込
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（削る）

（削る）

就学 前保育 等推進 法第十 三条第 一項の規 定により読み替

書を送付しなければならない。

第二 十四条 の二

えられ た法第 二十四 条第三 項の 規定に よる選 考及び 就学前 保育等 推進法

第 三条第 一項の 認定を 受けた 保育 所にお ける就 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 二十四 条第三 項の規 定による

選考は 、当該 保育所 への入 所を 希望す る旨を 記載し た同条 第二項 の申込

書 に係る 児童か ら就学 前保育 等推 進法第 四条第 一項第 三号に 規定する 数

の児 童を、 当該保 育所へ の入 所を希 望する 同項第 四号に 規定す る子ども

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

から同号に規定する数の子どもを選考することにより行うものとする。
②

二十 四条第 三項の 規定に よる 選考は 、私立 認定保 育所が 、市町 村長を経

私立 認定保 育所は 、前 項の規 定によ り届け 出た選 考の方法を記載し た

由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出た方法によるものとする。
③

書類 を備え 付ける ととも に、 当該施 設への 入所を 希望す る保護 者から閲

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

覧の請求があつた場合には、これを閲覧させなければならない。

第二 十四条 の三

えられ た法第 二十四 条第 二項の 規定に よる通 知に係 る児童 に関す る就学

前 保育等 推進法 第十三 条第 三項の 規定に よる報 告は、 当該児 童の当 該私

立認 定保育 所への 入所 の可否 につい て、そ の決定 後速や かに、 行わなけ

前項 の報告 を受け た市 町村長 は、同 項に規 定する 児童のうち当該私 立

ればならない。
②
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（削る）

認定保 育所に 入所で きなか つた 児童の 保護者 に対し 、速や かに、 当該私

立 認定保 育所以 外の保 育所に おけ る保育 を行う ことの 申込み を勧奨し な

法 第二 十四条 第五項 に規定 する厚 生労働 省令の定める事項 は

ければならない。

第 二十五 条

当該保育所が認定こども園である場合にあつては、その旨

保育所の名称、位置及び設置者に関する事項

、次のとおりとする。
一

一の二

保育所の施設及び設備の状況に関する事項

保育所の入所定員、入所状況、職員の状況及び開所している時間

二

イ

保育所の保育の方針

次に掲げる保育所の運営の状況に関する事項

ロ

当該 保育 所が認 定こど も園で ある 場合に あつて は、就 学前保 育等

三

ハ

当 該保 育所が 私立認 定保育 所で ある場 合にあ つては 、第二 十四条

推進法第四条第一項第三号及び第四号に掲げる子どもの数
ニ

法第五 十六条 第三項 の規 定によ り徴収 する額 又は就 学前保 育等推進

その他保育所の行う事業に関する事項

の二第二項の規定により都道府県知事に届け出た選考の方法
ホ
四

当該保 育所が 認定 こども 園であ る場合 にあつ ては、 法第三 十九

法第十三条第四項の規定による保育料の額に関する事項
四 の二

五

市町村の行う保育所における保育の概況

保育所への入所手続に関する事項

条第一項に規定する乳児又は幼児以外の子どもに関する利用料の額

六
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第二十 五条

法第二 十四条 の二 第一項 に規定 する厚 生労働省令で 定める費

②

法 第二十 四条第 五項に 規定 する情 報の提 供は、 地域住民が当 該情報を

法 第二 十四条 の二第 一項に 規定す る厚生労働省 令で定め

自由に利用できるような方法で行うものとする。

第二十 五条の 二

二

一

被服費

光熱水費

食事の提供に要する費用

四

三

二

一

そ の他指 定入 所支援 におい て提供 される 便宜に 要する 費用の うち、

日用品費

被服費

光熱水費

食事の提供に要する費用

る費用は、次に掲げる費用とする。

三
日用品費

五

用は、次に掲げる費用とする。

四

そ の他指 定入所 支援に おい て提供 される 便宜に 要する 費用の うち、

日 常 生活 におい ても通 常必 要とな るもの に係る 費用で あつて 、その 入

五

日 常 生活 におい ても通 常必要 となる もの に係る 費用で あつて 、その 入

所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

令第 二十七 条の二 第二号 に規定 する所得割の額を 算

定する場合には、第十八条の三の二の規定を準用する。

令第 二十 七条の 二第二 号に規 定する 所得割の額を算定 す 第 二十五 条の二 の二

所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

第 二十五 条の二

る場合には、第十八条の三の二の規定を準用する。

実施に 係る者 が都道 府県 の区域 （市の 区域及 び福祉 事務所 を設置 する町

当該 措置又 は助産 の実施 、母 子保護 の実施 若しく は児童 自立生 活援助の

部 分を除 く。 ）、市 町村の 区域、 福祉事 務所の 所管区 域又は 児童相 談所

都道府 県の区 域（ 市の区 域及び 福祉事 務所を 設置す る町村 の区域 に係る

当該 措置又 は保 育の実 施等若 しくは 児童自 立生活 援助の 実施に 係る者が

法 第三 十三条 の四に 規定す る厚生 労働省 令で定める場合 は、

村 の区域 に係る 部分を 除く 。）、 市町村 の区域 、福祉 事務所 の所管 区域

の管 轄区域 を超 えて他 の区域 、所管 区域又 は管轄 区域に 居住地 を移した

法 第三十 三条 の四に 規定す る厚生 労働省 令で定める場合は 、 第 三十六 条

又は 児童相 談所の 管轄 区域を 超えて 他の区 域、所 管区域 又は管 轄区域に

場合とする。

第 三十六 条

居住地を移した場合とする。
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法第 三十四 条の八 第二項 に規定する厚 生労働省

一
経 営者の 氏名及 び住所 （法 人であ るとき は、そ の名称 及び主 たる事

事業の種類及び内容

八

七

六

五

四

三

事業開始の予定年月日

建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地

主な職員の氏名及び経歴

職員の定数及び職務の内容

運営規程

定款その他の基本約款

法 第三十 四条の 八第二 項の 規定に よる届 出を行 おうとする者 は、収支

九

務所の所在地）

二

令で定める事項は、次のとおりとする。

第三十 六条の 三十二 の二

②

予 算書及 び事業 計画書 を市 町村長 に提出 しなけ ればな らない 。ただ し、
市町 村長が 、イン ターネ ット を利用 してこ れらの 内容を 閲覧す ることが

法 第三十 四条の 八第四 項に規定 する厚生労働省

できる場合は、この限りでない。

第三 十六条 の三十 二の三

三

二

一

休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

現に便宜を受けている児童に対する措置

廃止又は休止の理由

廃止又は休止しようとする年月日

令で定める事項は、次のとおりとする。

四

（新設）

（新設）
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第 三十六 条の三 十五

法第三 十四 条の十 三に規 定する 厚生労働省令で定 め 第 三十六 条の三 十五

法第 三十四 条の十 三に規 定する 厚生労働省令で定 め

る基準は、次のとおりとする。

保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所（以下この号において （新設）

る基 準は、 次の各 号に掲 げる場 合に 応じ、 当該各 号に定 めると ころによ
る。
一
「 保育 所等 」とい う。） におい て、主 とし て保育 所等に 通って いない
、又 は在 籍し ていな い乳幼 児に対 して 一時預 かり事 業を行 う場合 （次
号 か ら第 四号ま でに掲 げる場 合を除 く。 以下こ の号に おいて 「一般 型
次に掲げる全ての要件を満たすこと。

児 童福 祉施設 の設備 及び運 営に関 する基 準第三 十二条 の規 定に準じ

、 事 業の 対象と する 乳幼児 の年齢 及び人 数に応 じて、 必要な 設備（ 医

一

じ 、 一般 型一 時預 か り事 業の対 象とす る乳幼 児の年 齢及び 人数に 応

務室、調理室及び屋外遊戯場を除く。）を設けること。

けること。

に 準じ 、事 業の 対象と する乳 幼児の 年齢及 び人数 に応じ て、当 該乳幼

児 童福祉 施設の 設備及 び運営 に関す る基準 第三十 三条第 二項 の規定

定 に準 じ、 一 般型 一時 預か り事業 の対象 とする 乳幼児 の年齢 及び人

児の 処 遇を行 う保 育士を 置くこ と。た だし、 当該保 育士の 数は二 人を

児童 福祉施 設の設 備及び 運営に 関す る基準 第三十 三条第 二項の 規

数に 応じ て 、当 該乳 幼 児の処 遇を行 う職員 として 保育士 その他 市町

下ることはできないこと。

二

じ て、 必要 な 設備 （医 務室 、調理 室及び 屋外遊 戯場を 除く。 ）を設

児童 福祉 施設の 設備及 び運営 に関 する基 準第三 十二条 の規定 に準

一時預かり事業」という。）
イ

ロ

村 長 が行 う研 修（ 市 町村 長が指 定する 都道府 県知事 その他 の機関 が
行 う研 修を 含 む。 ）を 修了 した者 を置く ことと し、そ のうち 半数以
上は 保育 士 （当 該一 般 型一時 預かり 事業を 利用し ている 乳幼児 の人
数 が 一日 当た り平 均 三人 以下で ある場 合にあ つては 、第一 条の三 十
二 に規 定す る 研修 と同 等以 上の内 容を有 すると 認めら れるも のを修
了し た者 を 含む 。ハ た だし書 におい て同じ 。）で あるこ と。た だし
、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。
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ハ

ニ

ホ

二

ロに 規定 する職 員は、 専ら当 該一般 型一 時預か り事業 に従事 する
も ので な けれ ばな ら ないこ と。 ただし 、当該 一般型 一時預 かり事 業
と 保育 所等 とが 一 体的 に運 営され ている 場合で あつて 、当該 一般型
一時 預か り 事業 を行 うに 当た つて当 該保育 所等の 職員（ 保育そ の他
の 子育 て 支援 に従 事 する 職員に 限る。 ）によ る支援 を受け ること が
で きる とき は、 専 ら当 該一 般型一 時預か り事業 に従事 する職 員（保
育士に限る。）を一人とすることができること。
児童 福祉施 設の設 備及び 運営に 関す る基準 第三十 五条の 規定に 準
じ、事業を実施すること。

三

児 童福祉 施設の 設備及 び運営 に関す る基準 第三十 五条の 規定 に準じ
、事業を実施すること。

食 事の 提供を 行う場 合（施 設外で 調理し 運搬す る方法 によ り行う場

合 も 含む 。）に おい ては、 当該施 設にお いて行 うこと が必要 な調理 の

四

場 合 を含 む。 次号 ホ にお いて同 じ。） におい ては、 当該施 設にお い

ための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。

食事 の提 供を行 う場合 （施設 外で 調理し 運搬す る方法 により 行う

て 行う こと が 必要 な調 理の ための 加熱、 保存等 の調理 機能を 有する
設備を備えること。

幼稚園又は認定こども園（以下この号において「幼稚園等」という （新設）

。 ）に おい て、主 として 幼稚園 等に 在籍し ている 満三歳 以上の 幼児に
対し て一 時預 かり事 業を行 う場合 （以 下この 号にお いて「 幼稚園 型一

。
児童 福祉 施設の 設備及 び運 営に関 する基 準第三 十三条 第二項 の規

じ て 、必 要な 設備 （ 調理 室及び 屋外遊 戯場を 除く。 ）を設 けるこ と

じ、 幼稚 園 型一 時預 か り事業 の対象 とする 幼児の 年齢及 び人数 に応

児 童福 祉施設 の設備 及び運 営に 関する 基準第 三十二 条の規 定に準

時預かり事業」という。） 次に掲げる全ての要件を満たすこと。
イ

ロ

定 に 準じ 、幼 稚園 型 一時 預かり 事業の 対象と する幼 児の年 齢及び 人
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諭 の 普 通免 許 状 （教 育 職 員免 許法 に規 定す る普 通免 許状 をい う。 ）を
有 する 者 （ 以下 こ の 号に お いて 「幼 稚園 教諭 普通 免許 状所 有者 」と い
う。）その他市町村長が行う研修（市町村長が指定する都道府県知

事 その 他 の機 関が 行 う研 修を含 む。） を修了 した者 を置く ことと し
、そのうち半数以上は保育士又は 幼稚園教諭普通免許状所有者である
こと。ただし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。
ロに 規定す る職員 は、専 ら当該 幼稚 園型一 時預か り事業 に従事 す
る もの でな け れば なら ない こと。 ただし 、当該 幼稚園 型一時 預かり
事業 と幼 稚 園等 とが 一 体的に 運営さ れてい る場合 であつ て、当 該幼
稚 園 型一 時預 かり 事 業を 行うに 当たつ て当該 幼稚園 等の職 員（保 育
士又は 幼稚園教諭普通免許状所有者に限る。）による支援を受けるこ
とができるときは、専ら当該幼稚園型一時預かり事業に従事する職
員を一人とすることができること。

学校

次 に掲 げる施 設の区 分に応 じ、 それぞ れ次に 定める ものに 準じ、
事業を実施すること。
幼 稚園 又は 幼 保連 携型認 定こど も園以 外の認 定こど も園

教育 法第 二十 五 条の 規定 に 基づ き文部 科学大 臣が定 める 幼稚園 の

認 定こど も園法 第十条 第一項 の規定

教育 課程 その他 の教 育内容 に関 する事 項
幼 保 連携 型認 定 こども 園

に 基 づ き 主務 大 臣が 定める 幼保連 携型認 定こど も園の 教育課 程そ
の他の教育及び保育の内容に関する事項
食事の提供を行う場合においては、当該施設において行うことが （新設）

- 16 -

数に応じて、当該幼児の処遇を行う 職員として保育士、 幼稚 園の教

ハ

ニ

ホ

(1)
(2)

三

必要 な調 理 のた めの 加熱 、保 存等の 調理機 能を有 する設 備を備 える
こと。
保育所 、認定 こども 園又は 家庭 的保育 事業等 （居宅 訪問型 保育事業

を除 く。 以下 この号 におい て同じ 。）を 行う 事業所 におい て、当 該施
設 又は 事 業を利 用する 児童の 数（以 下こ の号に おいて 「利用 児童数 」
と いう 。） が当該 施設又 は事業 に係る 利用 定員の 総数に 満たな い場合

次 に掲げ る施設 又は事 業

であ つて 、当 該利用 定員の 総数か ら当 該利用 児童数 を除い た数の 乳幼
児 を 対象 として 一時預 かり事 業を行 うと き

認定こ ども園 法第

児 童福祉 施設の 設備及 び運 営に関 する基 準（保 育所に 係

所 の区 分に 応じ、 それぞ れ次に 定める もの に準じ 、事業 を実施 するこ

保育 所

る基準
幼保 連携 型認定 こども 園

学省・厚生労働省令第一号）
家庭 的保 育事業 等を行 う事業 所

問型保育事業に係るものを除く。）
乳 幼児の 居宅に おい て一時 預かり 事業を 行う場 合

家 庭的保 育事業

営 に 関す る基 準（ 平 成二 十六年 厚生労 働省令 第六十 一号） （居宅 訪

家庭的 保育事 業等の 設備及 び運

、 職 員、 設備 及び 運 営に 関する 基準（ 平成二 十六年 内閣府 ・文部 科

幼 保連 携型認 定こど も園の 学級の 編成

三 条 第二 項に 規定 す る主 務大臣 が定め る施設 の設備 及び運 営に関 す

幼保 連携 型認定 こども 園以外 の認 定こど も園

るものに限る。）

と。
イ

ロ

ハ

ニ

四

等 の 設備 及び運 営に関 する基 準（ 居宅訪 問型保 育事業 に係る ものに 限

（新設）
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る。）に準じ、事業を実施すること。

法 第三十 四条 の十五 第二項 の認可を 受けようとする

第三 十六条 の三十 六

法第三 十四条 の十五 第一項 に規定す る厚生労働省令

四

三

二

一

収支予算書

経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員の氏名及び経歴

事業の運営についての重要事項に関する規程

建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

名称、種類及び位置

六

五

四

三

二

一

事業開始の予定年月日

建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び利用定員

家庭的保育者の氏名、経歴及び住所

経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員の氏名及び経歴

事業の種類及び内容

で定める事項は、次のとおりとする。

五
事業開始の予定年月日

市町村 は、法 第三 十四条 の十五 第一項 の規定 による届 出を行おうとす

な らない 。ただ し、 都道府 県知事 が、イ ンター ネット を利用 してこ れら

②

家庭的保育事業等を行う者の履歴及び資産状況を明らかにする書類

の内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

るとき は、収 支予 算書及 び事業 計画書 を都道 府県知 事に提 出しな ければ

一

家庭的 保育事 業等を 行お うとす る者が 法人で ある場 合にあ つては、

法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約

その法人格を有することを証する書類
三

法第三 十四条 の十五 第二 項の認 可を受 けた者 は、第一 項第一号又は前
項第二 号に掲 げる事 項に 変更が あつた ときは 、変更 のあつ た日か ら起算
して一月以内に、市町村長に届け出なければならない。
法第三 十四条 の十 五第二 項の認 可を受 けた者 は、第一 項第二号若しく

（新設）

（新設）

二

らない。

前項の 申請を しよう とす る者は 、次に 掲げる 書類を提 出しなければな

六

ならない。

者は、 次の各 号に掲 げる事 項を 具し、 これを 市町村 長に申 請しな ければ

第三 十六条 の三十 六

②

③

④

は第三 号に掲 げる事 項又 は経営 の責任 者若し くは福 祉の実 務に当 たる幹
部 職員を 変更し ようと する ときは 、市町 村長に あらか じめ届 け出な けれ
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ばならない。

法第 三十 四条の 十五第 三項第四 号ニただし書の

前 項の規 定は、 法第三 十四 条の十 五第三 項第四 号ホただし書 の厚生労

ていると認められない場合に係るものとする。

行 う者が 当該認 可の取 消し の理由 となつ た事実 につい て組織 的に関 与し

う者が 有して いた責 任の程 度を 確認し た結果 、当該 家庭的 保育事 業等を

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

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

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

四条 の十七 第一項 その他 の規 定によ る報告 等の権 限を適 切に行 使し、当

こ ととす ること が相当 である と認 められ るもの は、市 町村長 が法第三 十

厚生労 働省令 で定め る同号 ニ本 文に規 定する 認可の 取消し に該当 しない

第三 十六条 の三十 六の二

②

働 省令で 定める 同号ホ 本文 に規定 する認 可の取 消しに 該当し ないこ とと

（新設）

法第三十四条の十五第三項第四号ホに規定する （新設）

することが相当であると認められる場合について準用する。

第 三十六 条の三 十六の 三

申請 者（以 下この 条にお いて 「申請 者」と いう。 ）の親 会社等 （次項及
び第四 項第一 号にお いて 「申請 者の親 会社等 」とい う。） は、次 に掲げ

一

申 請者（ 株式会 社で ある場 合に限 る。） の議決 権の過 半数を 所有し

申請者の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超える者

る者とする。

二

ている者
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②

③

三

申 請者（ 持分会 社であ る場 合に限 る。） の資本 金の過 半数を 出資し

申請者 の事業 の方針 の決定 に関 して、 前三号 に掲げ る者と 同等以上

ている者
四
の支配力を有すると認められる者
法第 三十四 条の十 五第三 項第 四号ホ の厚生 労働省 令で定める申請者 の
親会 社等が その事 業を実 質的 に支配 し、又 はその 事業に 重要な 影響を与

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

える関係にある者は、次に掲げる者とする。
一

申 請者の 親会社 等（株 式会 社であ る場合 に限る 。）が 議決権 の過半

の一を超える者
二

申請者 の親会 社等（ 持分 会社で ある場 合に限 る。） が資本 金の過半

数を所有している者
三

事業 の方針 の決定 に関 する申 請者の 親会社 等の支 配力が 前三号 に掲

数を出資している者
四
げる者と同等以上と認められる者
法 第三十 四条の 十五 第三項 第四号 ホの厚 生労働 省令で定める 申請者が
そ の事業 を実質 的に支 配し 、又は その事 業に重 要な影 響を与 える関 係に

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

ある者は、次に掲げる者とする。
一

申請者 （株式 会社 である 場合に 限る。 ）が議 決権の 過半数 を所有し

る者
二

申請 者（持 分会社 であ る場合 に限る 。）が 資本金 の過半 数を出 資し

ている者
三
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④

事業 の方針 の決定 に関す る申 請者の 支配力 が前三 号に掲 げる者と 同

ている者
四
等以上と認められる者
法 第三十 四条の 十五第 三項 第四号 ホの厚 生労働 省令で定める 密接な関

申請者 の重要 な事項 に係 る意思 決定に 関与し 、又は 申請者 若しくは

係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
一
申請 者の 親会 社等が 重要な 事項に 係る 意思決 定に関 与して いる者 であ

法第三 十四条 の十五 第二 項若し くは第 三十五 条第四 項の認 可を受け

ること。
二

た者 、認 定こ ども園 法第三 条第一 項若 しくは 第三項 の認定 を受け た者

法 第三十 四条の 十五第 三項第四 号トの規定によ

家庭的 保育事 業等を 行つ ていた 者又は 保育所 を設置 してい た者であ

又は認定こども園法第十七条第一項の認可を受けた者であること。
三
ること。

第三 十六条 の三十 六の四

る通知 をする ときは 、法 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 （以下 この条 にお いて「 検査日 」とい う。） から十 日以内 に、

（新設）

法第三十四条の十五第五項ただし書に規定する （新設）

当該検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

第 三十六 条の三 十六の 五

厚生 労働省 令で定 める 場合は 、同条 第二項 の認可 の申請 に係る 家庭的保
育事業 等の所 在地を 含む 教育・ 保育提 供区域 （子ど も・子 育て支 援法第
六 十一条 第二項 第一号 の規 定によ り市町 村が定 める教 育・保 育提供 区域
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をいう 。以下 この条 におい て同 じ。） におけ る特定 教育・ 保育施 設（同
法 第二十 七条第 一項に 規定す る特 定教育 ・保育 施設を いい、 同法第六 十
一条 第一項 に規定 する市 町村子 ども ・子育 て支援 事業計 画（以 下この条
におい て「市 町村計 画」と いう 。）に 基づき 整備し ようと するも のを含
む 。以下 この条 及び第 三十七 条の 五にお いて同 じ。） 及び特 定地域型 保
育事 業（同 法第四 十三条 第三 項に規 定する 特定地 域型保 育事業 をいう。
以下こ の条及 び第三 十七条 の五 におい て同じ 。）（ 事業所 内保育 事業に
お ける同 法第四 十三条 第一項 に規 定する 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 き、 市町村 計画に 基づき 整備を しよう とするも
のを含 む。） に係る 利用定 員の 総数（ 当該申 請に係 る事業 の開始 を予定
す る日の 属する 事業年 度（ 以下こ の条に おいて 「申請 事業開 始年度 」と
いう 。）に 係るも のであ つて 、同法 第十九 条第一 項第三 号に掲 げる小学
校就学 前子ど もの区 分に係 るも のに限 る。） が、当 該市町 村計画 におい
て 定める 当該教 育・保 育提 供区域 におけ る特定 教育・ 保育施 設及び 特定
地域 型保育 事業に 係る必 要利 用定員 総数（ 申請事 業開始 年度に 係るもの
であつ て、同 法第十 九条 第一項 第三号 に掲げ る小学 校就学 前子ど もの区
分 に係る ものに 限る。 ）に 既に達 してい る場合 又は当 該申請 に係る 家庭

法第三十四条の十五第七項の規定により、家庭的保

的保 育事業 等の開 始によ つて これを 超える ことに なると 認める 場合とす
る。

第三十六条の三十七

育事業 等を廃 止又は 休止 しよう とする ときは 、次の 各号に 掲げる 事項を
具し、市町村長の承認を受けなければならない。

第三 十六条 の三 十七

法第三 十四条 の十五 第三項 に規定 する厚生労働省令

で定める事項は、次のとおりとする。

- 22 -

②

三

二

一

休止しようとする者にあつては休止の予定期間

廃止しようとする者にあつては廃止の期日及び財産の処分

現に保育を受けている児童に対する措置

廃止又は休止の理由

四

三

二

一

休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

現に保育を受けている乳幼児に対する措置

廃止又は休止の理由

廃止又は休止しようとする年月日

法第 三十四 条の十 六に規 定する 厚生労働省令で定 め

四

事業の種類及び内容

家 庭的保 育者 は、保 育を行 つてい る乳幼 児の保 育に専 念でき る者で

家庭 的保育 者は、 法第十 八条の 五各号 及び法 第三十 四条の 二十第一

項第四号のいずれにも該当しない者であること。

二

あること。

一

る基準は、次のとおりとする。

法第三 十四 条の十 八第一 項に規 定する厚生労働省 令 第 三十六 条の三 十八

前項の承認の申請を受けた市町村長は、必要な条件を付して承認を与 （新設）
えることができる。

第 三十六 条の三 十八

一

経営 者の氏 名及び 住所 （法人 である ときは 、その 名称及 び主た る事

で定める事項は、次のとおりとする。

二

条例、定款その他の基本約款

務所の所在地）
三
職員の定数及び職務の内容

者 が、 家庭 的保育 補助者 （市町 村長が 行う 研修を 修了し た者で あつて

保育 する乳 幼児 の数は 、三人 以下と するこ と。た だし、 家庭的 保育

四
主な職員の氏名及び経歴

、家 庭的 保育 者を補 助する ものを いう 。次条 におい て同じ 。）と とも

三

五

事 業を行 おうと する 区域（ 市町村 の委託 を受け て事業 を行お うとす

に保育する場合には、五人以下とすること。

六

る者にあつては、当該市町村の名称を含む。）
事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び利用定員

に掲 げる 要件 を満た すもの として 、市 町村長 が適当 と認め る場所 （次

保育を 行う 場所は 、家庭 的保育 者の居 宅その 他の場 所であ つて、次

七

建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

四

八

条において「居宅等」という。）で実施するものとすること。

乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けること。

事業開始の予定年月日

イ

イに 掲げ る専用 の部屋 の面 積は、 九・九 平方メ ートル （保育 する

九

ロ

乳 幼 児が 三人 を超 え る場 合は、 九・九 平方メ ートル に三人 を超え る
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人数 の一 人 につ き三 ・三 平方 メート ルを加 えた面 積）以 上であ るこ

乳 幼児 の保健 衛生上 必要な 採光、 照明 及び換 気の設 備を有 するこ

と。
ハ

ニ

同 一の 敷地内 に乳幼 児の屋 外にお ける 遊戯等 に適し た広さ の庭（

衛生的な調理設備及び便所を設けること。

と。

ホ

付近にあるこれに代わるべき場所を含む。）があること。

火災 警報器 及び消 火器を 設置す ると ともに 、消火 訓練及 び避難 訓

保 育時間 は、一 日につ き八 時間を 原則と し、乳 幼児の 保護者 の労働

練を定期的に実施すること。

ヘ

五

市町村 は、家 庭的保 育者 に、児 童福祉 施設の 設備及 び運営 に関する

時間その他家庭の状況等を考慮して、市町村が定めること。
六

基準第三十五条 の規定に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保

市町村 は、常 に保育 する 乳幼児 の保護 者と密 接な連 絡をと り、保育

育する乳幼児の状態に応じた保育を行わせること。
七

市町 村は、 家庭的 保育 事業が 適正か つ確実 に実施 される よう、 保育

の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めること。
八

所 その 他の 関係機 関と緊 密な連 携を 図りつ つ、次 に掲げ る業務 を行わ

家庭 的保育 者に対 し、そ の保 育が適 切に行 われる よう、 保育の 内

なければならないこと。
イ

家庭 的保 育者の 保育に 関す る理解 と関心 を深め るとと もに、 資質

容に関する相談、助言、巡回指導その他の必要な支援を行うこと。
ロ

の向上を図るため、家庭的保育者間の交流を促進すること。
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②

ハ

代替 保育 （家庭 的保育 者が病 気、休 暇等 により 保育を 行うこ とが

で きな い 場合 に、 当 該家庭 的保 育者に 代わつ て行う 保育を いう。 ）

家庭 的保 育者が 保育を 行う乳 幼児に つい て、必 要に応 じて、 保育

の実施のために必要な体制を整備すること。
ニ

所 にお け る集 団保 育 を体 験させ るため の機会 を設け るよう 努める こ
と。

児 童福祉 施設の 設備 及び運 営に関 する基 準第七 条、第七条の 二、第九

条 、第九 条の二 、第 十条第 一項、 第二項 及び第 四項、 第十一 条第二 項、

②

支 予算書 及び事 業計画 書を都 道府 県知事 に提出 しなけ ればな らない。 た

第三 項及び 第五項 、第 十二条 第一項 、第三 項及び 第四項 、第十 四条の二

法 第三十 四条の 十八第 一項 の規定 による 届出を 行おうとする 者は、収

だし 、都道 府県知 事が、 イン ターネ ットを 利用し てこれ らの内 容を閲覧

るものとする。
（略）

第三十 六条の 三十 九

法 第三十 四条の 十八に 規定す る厚生労働 省令の定め

表の 中欄に 掲げる 字句は 、そ れぞれ 同表の 下欄に 掲げる 字句に 読み替え

て 準用す る。こ の場合 にお いて、 次の表 の上欄 に掲げ る同令 の規定 中同

並びに 第十四 条の 三第一 項及び 第三項 の規定 は、家 庭的保 育事業 につい

法 第三十 四条の 十八第 三項に 規定する厚生 労働省令

することができる場合は、この限りでない。

第三十 六条の 三十九

る事項は、次のとおりとする。

廃止又は休止しようとする年月日

保育を行う居宅等の位置、施設及び設備の状況に関する事項

で定める事項は、次のとおりとする。
一
廃止又は休止の理由

二

次に掲げる家庭的保育事業の運営の状況に関する事項

家庭的 保育 者の氏 名、保 育士又 はその 他の資 格及び 経験年 数に関す

二

現に便宜を受けている児童に対する措置

三

一

三

休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

家庭 的保 育者が 保育す る乳 幼児の 数、保 育状況 、家庭 的保育 補助

る事項

四

イ

者の状況及び保育時間
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第三十 七条

法第三 十五条 第三 項に規 定する 厚生労 働省令で定め る事項は

、次のとおりとする。
（略）

法第三 十五 条第五 項第四 号ニた だし書の 厚生労働省令で

（略）

運 営の方 法（保 育所に あつ ては事 業の運 営につ いての 重要事 項に関

一・二
三
する規程）
三の二～五
②～⑥ （略）

第三 十七条 の二

定める 同号ニ 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 ものは 、都道 府県知 事が法 第四十 六条第 一項
その 他の規 定によ る報 告等の 権限を 適切に 行使し 、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

ハ

ロ

その他家庭的保育事業に関する事項

家庭的保育者に対する支援体制に関する事項

家庭的保育者の保育の方針

保育料の額に関する事項

ニ
四

家庭 的保育 事業に よる保 育の 利用手 続に関 し、市 町村長 が必要と 認

法 第三十 四条の 十八に 規定 する情 報の提 供は、 地域住民が当 該情報を

める事項

五

②

法第 三十五 条第三 項に規 定する 厚生労 働省令で定め る事項は

自由に利用できるような方法で行うものとする。

第三十 七条

、次のとおりとする。
（略）

（略）

運営の方法

一・二
三

三の二～五
②～⑥ （略）

（新設）
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②

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 度を確 認した
結 果、当 該保育 所の設 置者が 当該 認可の 取消し の理由 となつ た事実に つ
いて組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
前 項の規 定は、 法第三 十五 条第五 項第四 号ホた だし書の厚生 労働省令
で 定める 同号ホ 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

（新設）

法第三十五条第五項第四号トの規定による通知をすると （新設）

とが相当であると認められる場合について準用する。

第 三十七 条の三

きは 、法第 四十六 条第一 項の 規定に よる検 査が行 われた 日（以 下この条
におい て「検 査日」 という 。） から十 日以内 に、当 該検査 日から 起算し

法 第三十 五条 第七項 の規定 による 協議は、第三 十七条第

て六十日以内の特定の日を通知するものとする。

第三十 七条の 四

法三十五条第八項ただし書に規定する厚生労働省令で定 （新設）

一 項各号 に掲げ る事項 を記 載した 書類を 市町村 長に提 出して するも のと
する。

第 三十七 条の五

める 場合は 、保育 所に関 する 同条第 四項の 認可の 申請に 係る当 該保育所
の所在 地を含 む区域 （子 ども・ 子育て 支援法 第六十 二条第 二項第 一号の
規 定によ り都道 府県が 定め る区域 をいう 。以下 この条 におい て同じ 。）
にお ける特 定教育 ・保 育施設 及び特 定地域 型保育 事業に 係る利 用定員の
総数（ 当該申 請に係 る事 業の開 始を予 定する 日の属 する事 業年度 （以下
こ の条に おいて 「申請 施設 事業開 始年度 」とい う。） に係る もので あつ
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て、同 法第十 九条第 一項第 二号 及び第 三号に 掲げる 小学校 就学前 子ども
の 区分に 係るも のに限 る。） が、 同法第 六十二 条第一 項に規 定する都 道
府県 子ども ・子育 て支援 事業支 援計 画にお いて定 める当 該区域 における
特定教 育・保 育施設 及び特 定地 域型保 育事業 に係る 必要利 用定員 総数（
申 請施設 事業開 始年度 に係る もの であつ て、同 法第十 九条第 一項第二 号
及び 第三号 に掲げ る小学 校就 学前子 どもの 区分に 係るも のに限 る。）に
既に達 してい る場合 又は当 該申 請に係 る保育 所の設 置によ つてこ れを超

法第三 十五条 第十 一項に 規定す る命令 で定める事項 は、次の

えることになると認める場合とする。

第三十 八条
とおりとする。
（略）

法 第三十 五条第 十二項 の規 定によ り、児 童福祉 施設を廃止又 は休止し

一～四
②

法第 三十五 条第六 項に規 定する 命令で 定める事項は 、次のと

（略）

法 第三十 五条 第七項 の規定 により 、児童 福祉施 設を廃止又は 休止しよ

一～四

おりとする。

第三十 八条

②

う とする ときは 、前 項各号 に掲げ る事項 を具し 、都道 府県知 事の承 認を

（新設）

（略）

よ うとす るとき は、前 項各 号に掲 げる事 項を具 し、都 道府県 知事の 承認

市町村整備計画の区域

③

受けなければならない。

（略）

法第五 十六条 の四 の二第 二項第 三号の 厚生労働 省令で定める事

を受けなければならない。
③

第四 十条

市町 村整備 計画（ 法第 五十六 条の四 の二第 一項に 規定す る市町 村整

項は、次のとおりとする。
一

二

市町村整備計画に基づく事業に要する費用の額

備計画をいう。以下この条において同じ。）の名称

三
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四

市 町村整 備計画 交付金 （法 第五十 六条の 四の三 第二項 の交付 金をい

う 。次 号 及び次 条にお いて同 じ。） の額 の算定 のため に必要 な事項 と

市町村 整備計 画交 付金は 、別に 厚生労 働大臣が定め る交付方

そ の他市 町村整 備計画 交付 金の交 付に関 し厚生 労働大 臣が必 要と認

して厚生労働大臣が定めるもの
五
める事項

第四十 一条
法に従い、予算の範囲内で交付する。

（新設）

第三十 九条の 二

国民健 康保険 団体連 合会は 、法第 五十六条の五 の二の規

定 により 行う業 務に 関する 国民健 康保険 法第八 十六条 におい て準用 する

国民健 康保険 団体 連合会 は、法 第五十 六条の五の二 の規定に

よ り行う 業務に 関する 国民 健康保 険法第 八十六 条にお いて準 用する 同法

同法 第二十 九条の 規定 による 議決権 を有す る者に ついて 、規約 の定める

第四十 二条

第二 十九条 の規定 による 議決 権を有 する者 につい て、規 約の定 めるとこ

ところ により 、総 会又は 代議員 会の議 員のう ち、同 法第三 条第二 項に規

②

（略）

第 四十条

法第 五十 六条の 八第一 項に規 定する 厚生労 働省令で定める 要件

定する国民健康保険組合を代表する者を除くことができる。

ろによ り、総 会又は 代議員 会の 議員の うち、 同法第 三条第 二項に 規定す

（略）

る国民健康保険組合を代表する者を除くことができる。
②

（削る）

前 年度（ 法第五 十六 条の八 第二項 及び第 五項の 規定を 適用す る場合

は、次のいずれかに該当することとする。
一

に あ つて は、前 年度又 は当該 年度 ）の四 月一日 におい て、保 育所に お

け る保 育を 行うこ との申 込みを 行つ た保護 者の当 該申込 みに係 る児童

であ つて 保育 所にお ける保 育が 行われ ていな いもの （次の いずれ かに

該当するものを除く。）の数が五十人以上あること。
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（削る）

第 四十九 条の二

イ

家庭 的保 育事業 その他 児童の 保育に 関す る事業 であつ て当該 市町

村が必要と認めるものを利用している児童

保 護者 が入所 を希望 する保 育所以 外の 保育所 に入所 するこ とがで

当該 年度の 四月一 日にお いて 、当該 年度前 に定め られた 法第五十 六

きる児童

ロ

二

法 第五 十六条 の九第 一項に 規定す る厚生 労働省令で定める 要

条の八第二項の市町村保育計画の計画期間が終了していないこと。

第 四十二 条

前 年度（ 法第五 十六条 の九 第二項 及び第 六項の 規定を 適用す る場合

件は、次のいずれかに該当することとする。
一

に あ つて は、前 年度又 は当該 年度） の四 月一日 におい て、当 該都道 府

県 の区 域内 に第四 十条第 一号に 掲げ る要件 に該当 する市 町村と なるべ

当該 年度の 四月一 日に おいて 、当該 年度前 に定め られた 法第五 十六

き市町村があること。
二

法 第五十 九条の 二第一 項に規 定する 厚生労働省令で 定め

条の九第二項の都道府県保育計画の計画期間が終了していないこと。

法第 五十 九条の 二第一 項に規 定する 厚生労働省令で定 め 第 四十九 条の二

一 日に保 育す る乳幼 児の数 （次に 掲げる ものを 除く。 ）が五 人以下

るものは、次の各号のいずれかに該当する施設とする。
一

で あ る施 設であ つて、 その 旨が約 款その 他の書 類によ り明ら かであ る

一 日に保 育する 乳幼 児の数 （次に 掲げる ものを 除く。 ）が五 人以下

るものは、次の各号のいずれかに該当する施設とする。
一

で あ る施 設であ つて、 その旨 が約 款その 他の書 類によ り明ら かであ る

事 業主が その雇 用す る労働 者の乳 幼児を 保育す るため に自ら 設置

す る 施設 又は 当 該事 業主 からの 委託を 受けて 当該労 働者の 乳幼児 の

イ

もの
事業主がその雇用する労働者の監護する乳幼児を保育するために

もの
イ

自 ら 設置 する 施設 又 は事 業主か ら委託 を受け て当該 事業主 が雇用 す
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保育を実施する施設にあつては、当該労働者の乳幼児の数

を保 育す る ため に自 ら 設置す る施設 又は当 該事業 主団体 からの 委託

事 業主 団体が その構 成員で ある 事業主 の雇用 する労 働者の 乳幼児

る乳 幼児 を 保育 する ため に自 ら設置 する施 設又は 事業主 団体か ら委

を 受 けて 当該 労働 者 の乳 幼児の 保育を 実施す る施設 にあつ ては、 当

ロ

託 を受 け てそ の構 成 員で ある事 業主の 雇用す る労働 者の監 護する 乳

該労働者の乳幼児の数

児の数

生 労働 大臣 が 定め る組 合等 がその 構成員 の乳幼 児を保 育する ために

地方 公務員 等共済 組合法 に基 づく地 方公務 員共済 組合そ の他の 厚

組 合等 」と い う。 ）が 当該 組合等 の構成 員の監 護する 乳幼児 を保育

自ら 設置 す る施 設又 は 当該組 合等か らの委 託を受 けて当 該構成 員の

第一 条の三 十二の 二第一 項に規 定す る組合 等（以 下ハに おいて 「

する ため に 自ら 設置 す る施設 又組合 等から 委託を 受けて 組合等 の構

乳幼児の保育を実施する施設にあつては、当該構成員の乳幼児の数

員の監護する乳幼児の数

店舗 その 他の事 業所に おい て商品 の販売 又は役 務の提 供を行 う事

業 者 が商 品の 販売 又 は役 務の提 供を行 う間に 限り、 その顧 客の乳 幼

店舗 その 他の事 業所に おいて 商品 の販売 又は役 務の提 供を行 う事
業 者 が商 品の 販売 又 は役 務の提 供を行 う間に 限り、 その顧 客の監 護

児 を保 育す る ため に自 ら設 置する 施設又 は当該 事業者 からの 委託を

ニ

成 員 の監 護す る乳 幼 児の 保育を 実施す る施設 にあつ ては、 当該構 成

ハ

幼 児の 保育 を実 施 する 施設 にあつ ては、 当該労 働者の 監護す る乳幼

事 業主 団体が その構 成員で ある事 業主 の雇用 する労 働者の 監護す

労働者の監護する乳幼児の数

る労 働者 の 監護 する 乳幼 児の 保育を 実施す る施設 にあつ ては、 当該

ロ

ハ

ニ

す る乳 幼児 を 保育 する ため に自ら 設置す る施設 又は当 該事業 者から

受け て当 該 顧客 の乳 幼 児を保 育する 施設に あつて は、当 該顧客 の乳

設置者の四親等内の親族である乳幼児の数

の委 託を 受 けて 当該 顧 客の監 護する 乳幼児 を保育 する施 設にあ つて

ホ

一 時預か り事業 を行 う保育 所以外 の施設 にあつ ては、 当該事 業の

幼児の数

設置者の四親等内の親族である乳幼児の数

ヘ

は、当該顧客の監護する乳幼児の数
ホ

一時 預か り事業 を行う 施設に あつ ては、 当該事 業の対 象とな る乳

二

法第 三十 四条の 十四第 一項に 規定す る家庭 的保育 事業の 届出が 行わ

（新設）

対象となる乳幼児の数

ヘ

病 児保 育事業 を行う 施設に あつ ては、 当該事 業の対 象とな る乳幼

幼児の数
ト
児の数
（削る）
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三

二
幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設

半年を限度として臨時に設置される施設
三

学 校教育 法に規 定する 幼稚 園を設 置する 者が当 該幼稚 園と併 せて設

半年を限度として臨時に設置される施設

れた施設

四

置している施設

二 条の十 九第一 項の指 定都市 （以 下「指 定都市 」とい う。） が児童福 祉

に関 する事 務を処 理す る場合 及び令 第四十 五条の 三第一 項の規 定により

二 条の十 九第一 項の 指定都 市（以 下「指 定都市 」とい う。） が児童 福祉

令第 四十 五条第 一項の 規定に より、 地方自治法第 二百五十

に関 する事 務を処 理する 場合 及び令 第四十 五条の 三第一 項の規 定により

、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

第五十 条の二

、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。） が児 童福祉 に関す る事務 を処理 する場 合にお いては 、次

令第 四十五 条第 一項の 規定に より、 地方自治法第 二百五十

市 」とい う。） が児童 福祉 に関す る事務 を処理 する場 合にお いては 、次

の表 の上欄 に掲げ るこ の省令 の規定 中の字 句で、 同表中 欄に掲 げるもの

第五十 条の二

の表 の上欄 に掲げ るこの 省令 の規定 中の字 句で、 同表中 欄に掲 げるもの

は、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

（略）

は、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

（略）

（略）

（略）

都道府県は、 指定都市及び児童相談

（ 略）

（略）

第七条の二十

児童相談所設置市の市

指定都市の市長および

所設置市は、

都道府県は、 指定都市及び児童相談
所設置市は、

指定都市の市長及び児

都道府県知事

第七条の二十

都道府県知事

童相談所設置市の市長

長
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第三十六条の三十一第二項
第三十六条の三十三第二項
第三十六条の三十八第二項
第三十六条の四十

（略）

都道府県知事

（略）

指定都市の市長及び児

第三十六条の三十一第二項

童相談所設置市の市長

都道府県知事 指定都市の市長及び児

（略）

第三十六条の三十三第二項
第三十六条の四十

（略）

（略）

童相談所設置市の市長

（ 略）

二条の 二十二 第一 項の中 核市（ 以下「 中核市 」とい う。） が児童 福祉に

令 第四 十五条 第二項 の規定 により 、地方自 治法第二百五十

二条の 二十二 第一項 の中核 市（ 以下「 中核市 」とい う。） が児童 福祉に

関 する事 務を処 理す る場合 におい ては、 次の表 の上欄 に掲げ るこの 省令

第五 十条の 三

関 する事 務を処 理する 場合 におい ては、 次の表 の上欄 に掲げ るこの 省令

の規 定中の 字句で 、同 表中欄 に掲げ るもの は、そ れぞれ 同表下 欄の字句

令 第四十 五条 第二項 の規定 により 、地方自 治法第二百五十

の規 定中の 字句で 、同表 中欄 に掲げ るもの は、そ れぞれ 同表下 欄の字句

と読み替えるものとする。

第五 十条の 三

と読み替えるものとする。

（略）

（略）

（略）

（略）

（ 略）

（略）

第十一条

都道府県知事 中核市の市長

第十一条

第十五条

第十条第一項

第十五条

第十六条

都道府県知事 中核市の市長

第十六条

第三十六条の三十一第二項

第十条第一項

第三十六条の三十三第二項
第三十六条の三十八第二項
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（略）

附

則

（略）

（ 略）

第六 条の二 第一 項第一 号及び 第六条 の九第二 号にいう学校教

（略）

第五 十五条

（略）

（略）

第三 十九 条の二 第一項 第一号 及び第 四十条第 二号にいう学校

教育法 による 高等学 校は 、中等 学校令 による 中等学 校を含 むもの とする

第五 十五条
育法に よる高 等学校 は、旧 中等 学校令 （昭和 十八年 勅令第 三十六 号）に

（新設）

。

法第三 十四条 の十 三に規 定する 厚生労 働省令で定め る基準は

よる中等学校を含むものとする。

第五十 六条

、 乳幼児 及びそ の保護 者が 相互の 交流を 行う場 所とし て開設 された 施設
又は 駅周辺 の施設 その他 の利 便性の 高い施 設にお いて、 乳幼児 を対象に
一時預 かり事 業を行 う場合 には 、当分 の間、 第三十 六条の 三十五 の規定

児童福 祉施設 の設備 及び 運営に 関する 基準第 三十二 条の規 定に準じ

にかかわらず、次の各号に定めるところによることができる。
一

、事 業の 対象 とする 乳幼児 の年齢 及び 人数に 応じて 、必要 な設備 （医

児童福 祉施設 の設備 及び 運営に 関する 基準第 三十三 条第二 項の規定

務室、調理室及び屋外遊戯場を除く。）を設けるよう努めること。
二

に準 じ、 事業 の対象 とする 乳幼児 の年 齢及び 人数に 応じて 、当該 乳幼
児 の 処遇 を行う 職員と して保 育士 又は市 町村長 が行う 研修（ 市町村 長
が 指定 する 都道府 県知事 その他 の機 関が行 う研修 を含む 。）を 修了し
た者 を置 くこ と。た だし、 当該 職員の 数は、 二人を 下るこ とはで きな
いこと。
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三

前 号に規 定する 職員の うち 一人以 上は、 豊富な 経験を 有する 保育士

児童福 祉施設 の設備 及び運 営に 関する 基準第 三十五 条の規 定に準じ

であること。
四

食事 の提供 を行う 場合（ 施設 外で調 理し運 搬する 方法に より行う 場

、事業を実施すること。
五
合 を含 む。 ）にお いては 、当該 施設に おい て行う ことが 必要な 調理の

平成二 十八年 三月 三十一 日まで の間は 、法第六条の 三第十一

ため の加 熱、 保存等 の調理 機能を 有す る設備 を備え るよう 努める こと
。

第五十 七条

項 に規定 する業 務を目 的と する施 設に係 る第四 十九条 の二の 規定の 適用
につ いては 、同条 第一号 中「 五人」 とある のは、 「五人 （都道 府県が必
要と認 める場 合にあ つては 、当 該都道 府県に おける 法第六 条の三 第十一
項 に規定 する業 務の実 施状 況その 他の事 情を勘 案して 当該都 道府県 が定
める数）」とする。

（新設）

法 第七十 条に 規定す る児童 福祉施 設につ いては、昭和二十 三 第 五十六 条

法 第七 十条に 規定す る児童 福祉施 設につ いては、昭和二 十三

年六 月三十 日ま でに、 法第三 十五条 第二項 の規定 により 、都道 府県知事

第 五十八 条

年六 月三十 日まで に、法 第三 十五条 第二項 の規定 により 、都道 府県知事

の認可を申請しなければならない。

児 童福祉 法等の 一部を 改正す る法律 （平成 二十年法律第八十

の認可を申請しなければならない。

第五 十七条

五号） 附則第 三条 ただし 書の規 定によ る別段 の申出 は、養 子縁組 によつ

児童 福祉 法等の 一部を 改正す る法律 （平成二 十年法律第八十

五号） 附則第 三条た だし 書の規 定によ る別段 の申出 は、養 子縁組 によつ

て 養親と なる ことを 希望す る里親 になる ことを 希望す る旨を 記載し た申

第五 十九条

て 養親と なるこ とを希 望す る里親 になる ことを 希望す る旨を 記載し た申
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出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

第三号様式（第六条の七第二項関係）
【別紙】
（表：引用条項に第三十四条の十八の二を追加、第三十四条の十七を削除
裏：追加条項の条文を追加、三十四条の十七を削除）

第十三号様式（第七条の三十八関係）
（第七条の三十九関係を第七条の三十八関係に改める）

第十三号の三様式 第(二十条関係 )
【別紙】
（表： 引用条 項に第 三十四 条の 八の三 、第三 十四条 の十七及び第 五十六条
の八を追加
裏：追加条項の条文を追加）

第十四号様式（第四十九条第一項関係）
【別紙】
（裏：第五十九条第一項を改正）

第十五号様式（第四十九条第二項関係）
【別紙】
（裏：第五十九条第一項を改正）

出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

第三号様式（第六条の七第二項関係）

)

第十三号様式（第七条の三十九関係）

第十三号の三様式 第(二十条関係

第十四号様式（第四十九条第一項関係）

第十五号様式（第四十九条第二項関係）
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