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令和２年の地方からの提案等に関する対応方針 

 

令和２年 12 月 18 日 

閣 議 決 定 

 

１ 基本的考え方 
 

地方分権改革については、これまでの成果を基盤とし、地方の発意に根ざし

た新たな取組を推進することとして、平成 26 年から地方分権改革に関する「提

案募集方式」を導入した（「地方分権改革に関する提案募集の実施方針」（平成

26 年４月 30 日地方分権改革推進本部決定））。 

地方分権改革の推進は、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図る

ための基盤となるものであり、地方創生における極めて重要なテーマである。 

令和２年の取組としては、提案が出されて以降、これまで、地方分権改革有

識者会議、提案募集検討専門部会等で議論を重ねてきた。 

今後は、「第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」」（令和元年 12 月 20 日

閣議決定）も踏まえ、以下のとおり、地方公共団体への事務・権限の移譲、義

務付け・枠付けの見直し等を推進する。 

 

 

２ 一括法案の提出等 
 

下記４及び５の事項のうち、法律の改正により措置すべき事項については、

所要の一括法案等を令和３年通常国会に提出することを基本とする。 

現行規定で対応可能な提案については、その明確化が重要であるとの地方分

権改革有識者会議での議論等を踏まえ、以下のとおり、地方公共団体に対する

通知等を行う。 

調査を行うなど引き続き検討を進めることとしたものについては、関係府省

とも連携しつつ、内閣府において適切にフォローアップを行い、検討結果につ

いて、逐次、地方分権改革有識者会議に報告する。 

「経済財政運営と改革の基本方針 2020」（令和２年７月 17 日閣議決定）にお

いて、「全ての行政手続を対象に見直しを行い、原則として書面・押印・対面を
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不要とし、デジタルで完結できるよう見直す」とされていることを踏まえ、各

府省等は、それぞれ所管する行政手続のうち、地方公共団体が国（独立行政法

人等も含む。）又は他の地方公共団体に対して行うものについて、速やかに見直

しを行う。 

 

 

３ 事務・権限の移譲に伴う財源措置その他必要な支援（略） 
 

 

４ 都道府県から市町村への事務・権限の移譲等（略） 

 
 

５ 義務付け・枠付けの見直し等 
 

【内閣府】 
 

（２）児童福祉法（昭 22 法 164）及び子ども・子育て支援法（平 24 法 65） 

（ⅰ）小規模住居型児童養育事業（児童福祉法６条の３第８項）を行う者に委

託されている児童については、保育所への入所が可能であることを明確化

するため、「里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱

いについて」（平 11 厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉課長、児童家

庭局家庭福祉課長、保育課長）を改正し、地方公共団体に令和２年度中に

通知する。 

また、当該児童が保育所へ入所する場合の費用の支弁等の取扱いについ

ても検討し、令和２年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置

を講ずる。 

（関係府省：厚生労働省） 

（ⅱ）利用する児童の全て又は多くが外国人である認可外保育施設における保

育従事者の配置基準については、国家戦略特別区域の区域内に所在する場

合に保育従事者の資格基準を緩和する現行の特例について、活用状況等を

踏まえつつ、その在り方について検討し、令和３年度中を目途に結論を得

る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 
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（関係府省：厚生労働省） 

（ⅲ）病児保育事業（児童福祉法６条の３第 13 項）については、事業運営の実

態や課題を把握した上で、病児保育事業の趣旨に沿った事業運営の観点か

ら可能な方策について検討し、令和３年中に結論を得る。その結果に基づ

いて必要な措置を講ずる。 

（関係府省：厚生労働省） 

 

（４）児童福祉法（昭 22 法 164）及び認定こども園施設整備交付金 

保育所等整備交付金及び認定こども園施設整備交付金については、交付申請

等に関する様式の一部の共通化を図る。 

［措置済み（令和２年４月８日付け文部科学省初等中等教育局長通知）］ 

また、地方公共団体の事務負担を更に軽減する方向で検討し、令和２年度中

に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 

（関係府省：文部科学省及び厚生労働省） 

 

（５）私立学校振興助成法（昭 50 法 61）及び子ども・子育て支援法（平 24 法 65） 

認定こども園における特別支援に係る補助については、事業者及び地方公共

団体の事務負担の軽減を図るため、令和２年度中に「多様な事業者の参入促進・

能力活用事業実施要綱」（平 27 内閣府、文部科学省、厚生労働省）を改正し、

学校法人立の幼稚園型認定こども園における３歳以上の児童に係る障害児等

支援については、令和３年度から、私立高等学校等経常費助成費補助金（幼稚

園等特別支援教育経費）（私立学校振興助成法施行令（昭 51 政令 289）４条１

項２号ロ）により一元的に行う。 

（関係府省：文部科学省及び厚生労働省） 

 

（７）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 18 法 77） 

 （ⅰ）幼保連携型認定こども園に対する施設監査については、地方公共団体の

事務負担の軽減を図るため、監査事務の効率化に関する優良な取組事例を

地方公共団体に通知する。 

（関係府省：文部科学省及び厚生労働省） 

［措置済み（令和２年７月６日付け内閣府子ども・子育て本部参事官付事
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務連絡）］  

（ⅱ）幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基

準（平 26 内閣府・文部科学省・厚生労働省令１）のうち園庭面積に係る

基準（同令６条７項）については、幼稚園等から幼保連携型認定こども園

への移行や施設の老朽化等に伴う園舎の建替えなどの施設整備により、当

該施設整備に係る期間において当該基準を満たせない場合、幼保連携型認

定こども園の設置等の認可権者である地方公共団体が、教育・保育の内容

等を確認した上で、一時的な園庭面積の不足についてやむを得ないものと

して取り扱うことが可能であることを、地方公共団体に令和２年度中に通

知する。 

（関係府省：文部科学省及び厚生労働省） 

 

（９）子ども・子育て支援法（平 24 法 65） 

（ⅰ）施設型給付費等に係る休日保育加算（特定教育・保育、特別利用保育、

特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保

育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等（平 27 内閣府告

示 49）１条 46 号）については、複数の施設等との共同により年間を通じ

て開所する施設等も対象とする。 

（関係府省：厚生労働省） 

［措置済み（特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型

保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費

用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示（令和２年内閣府告示

第 27 号）、令和２年５月 12 日付け内閣府子ども・子育て本部統括官、文

部科学省初等中等教育局長、厚生労働省子ども家庭局長通知）］ 

（ⅱ）施設型給付費等に係る処遇改善等加算の認定に係る事務については、都

道府県と当該事務の実施を希望する市町村（特別区を含む。以下この事項

において同じ。）の間で協議が整った場合に、当該市町村において実施が可

能であることを明確化し、地方公共団体に通知する。 

（関係府省：文部科学省及び厚生労働省） 

［措置済み（令和２年７月 30 日付け内閣府子ども・子育て本部統括官、

文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省子ども家庭局長通知）］ 

 （ⅲ）施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅱ（特定教育・保育、特別利用保
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育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域

型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等（平 27 内閣

府告示 49）１条 35 号の５）における加算額の配分方法については、当該

加算の適用を受ける施設が増加するよう、月額４万円の処遇改善を受ける

職員数の要件を、公定価格上の月額４万円の処遇改善の対象者数の１／２

（端数切捨て）以上から、１人以上に緩和する。 

（関係府省：文部科学省及び厚生労働省） 

［措置済み（令和２年７月 30 日付け内閣府子ども・子育て本部統括官、

文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省子ども家庭局長通知）］ 

（ⅳ）子育てのための施設等利用給付（30 条の２）について、施設等利用給付

認定保護者（30 条の５第３項）が、その小学校就学前子ども（30 条の４第

１項）の利用する特定子ども・子育て支援施設（７条 10 項１号から３号の

施設に限る。）を変更せずに月の途中で他の市町村（特別区を含む。以下こ

の事項において同じ｡）に転居した場合に、関係市町村間の調整により、月

割りによる給付が可能であること等を地方公共団体に通知する。 

（関係府省：文部科学省及び厚生労働省） 

［措置済み（令和２年 10 月 26 日付け内閣府子ども・子育て本部参事官

（子ども・子育て支援担当）付、内閣府子ども・子育て本部参事官（認定

こども園担当）付、文部科学省初等中等教育局幼児教育課、厚生労働省子

ども家庭局総務課少子化総合対策室、厚生労働省子ども家庭局保育課事務

連絡、幼児教育・保育の無償化に関する自治体向け FAQ【2020 年 10 月 30

日版】）］ 

（ⅴ）子どものための教育・保育給付認定（20 条４項。以下「教育・保育給付

認定」という。）を受けている保護者が子育てのための施設等利用給付認

定（30 条の５第２項。以下この事項において「施設等利用給付認定」とい

う。）を受けたものとみなされる場合（同条７項）における施設等利用給

付認定に係る通知（同条３項）の時期や方法については、当該教育・保育

給付認定に係る通知（20 条４項）と一本化することも含め市町村（特別区

を含む。）の判断により決定することが可能であることを地方公共団体に

令和２年度中に通知する。 

（ⅵ）施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅱ（特定教育・保育、特別利用保

育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域
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型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等（平27 内閣

府告示49）１条35 号の５）の要件となっている研修の取扱いについては、

事業者及び地方公共団体の事務負担の軽減を図る観点から、以下のとおり

とする。 

・研修の実施方法については、e ラーニング等による研修の実施が可能で

あることを明確化するとともに積極的な活用を促すため、地方公共団体

に令和２年度中に通知する。 

・保育所及び地域型保育事業所（以下この事項において「保育所等」とい

う。）が企画・実施する当該保育所等の職員等に対する研修（以下この

事項において「園内研修」という。）については、保育所等が園内研修

の認定申請に際し都道府県に提出する申請書の標準様式を新たに定め

るとともに、園内研修の受講により短縮される研修時間の取扱い等の留

意事項を明確化し、地方公共団体に令和２年度中に通知する。 

・研修実施主体の認定状況等については、地方公共団体に情報提供を行う

こととし、その旨を令和２年度中に通知する。 

・保育士等が受講したキャリアアップ研修の修了証の効力については、研

修の受講地以外の他の都道府県においても効力を有する旨を、地方公共

団体に令和２年度中に改めて通知する。 

・幼稚園教諭等が受講した研修の修了証の効力については、地方公共団体

に令和２年度中に改めて通知する。 

・保育士以外の職員が受講することが望ましい研修分野については、受講

科目を容易に選択できるよう整理を行い、地方公共団体に令和２年度中

に通知する。 

・研修受講の必須化の延期については、研修受講の状況等に係る調査を

行った上で検討し、令和３年度の早期に結論を得る。その結果に基づい

て必要な措置を講ずる。 

（関係府省：文部科学省及び厚生労働省） 

 

（13）認定こども園施設整備交付金及び保育所等整備交付金 

認定こども園施設整備交付金及び保育所等整備交付金の交付手続等につい

ては、地方公共団体の円滑な事業の執行に資するよう、毎年度可能な限り早期

に行う。 
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（関係府省：文部科学省及び厚生労働省） 

 

【厚生労働省】 
 

（５）児童福祉法（昭 22 法 164） 

（ⅰ）児童福祉施設に対する施設監査（施行令 38 条に基づく実地検査であっ

て、保育所に対して行うものに限る。）については、地方公共団体の事務負

担の軽減を図るため、監査事務の効率化に関する優良な取組事例を地方公

共団体に通知する。 

［措置済み（令和２年７月３日付け厚生労働省子ども家庭局保育課長事務

連絡）］ 

（ⅱ）指定都市、中核市及び児童相談所設置市（特別区を含む。以下この事項

において「指定都市等」という。）が設置する保育所に対する指導監査に

ついては、当該指定都市等の長が行う旨を明確化し、都道府県及び指定都

市等に通知する。 

［措置済み（令和２年 10 月 30 日付け厚生労働省子ども家庭局保育課長通

知）］ 

（ⅴ）保育所等における待機児童対策については、地方公共団体からの意見聴

取等を通じて実態等の把握を進め、更なる保育の受け皿整備に向けた取組

について検討し、令和２年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な

措置を講ずる。 

（ⅶ）保育士確保のため、離職等した保育士からの届出を努力義務化すること

により、当該保育士の状況を都道府県等が把握できることとする制度の導

入については、保育士不足の状況や保育士・保育所支援センター設置運営

事業の活用状況、他業種における届出制度の効果等を踏まえて検討し、令

和３年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 

 

（９）児童福祉法（昭 22 法 164）、子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費

国庫補助金及び保育対策総合支援事業費補助金 

保育所等整備交付金（56 条の４の３）、子ども・子育て支援体制整備総合推

進事業費国庫補助金及び保育対策総合支援事業費補助金の申請等に係る事務

については、地方公共団体の事務負担の軽減を図るため、申請書類の簡素化や
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FAQ の整備など必要な方策を検討し、令和２年度中に結論を得る。その結果に

基づいて必要な措置を講ずる。 

 

 


