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関連部分抜粋

令和３年の地方からの提案等に関する対応方針
令 和 ３ 年 12 月 21 日
閣
１

議

決

定

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３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」
（2020 改訂版）
」
（令和
２年 12 月 21 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４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。
地方公共団体に対して一定の方式による計画の策定等を求める手法を用い
た国の働きかけの在り方については、地方の自主性及び自立性を高めるための
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検討を引き続き行う。

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】
（１）健康保険法（大 11 法 70）、児童福祉法（昭 22 法 164）及び教育支援体制整
備事業費補助金
人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要
する状態にある障害児（以下「医療的ケア児」という。
）への支援については、
保育所等や学校における受入体制整備を促進するため、以下の措置を講ずる。
・訪問看護ステーションからの医療的ケア児に係る情報提供については、訪問
看護情報提供療養費の算定対象や回数を拡充する。
［措置済み（訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一
部を改正する件（令和２年厚生労働省告示第 62 号）
）］
・保育所等については、医療的ケア児保育支援事業について補助対象自治体の
拡充を行うとともに、補助基準額に喀痰吸引等研修を受講した保育士の処遇
改善費用を追加する。
［措置済み（令和３年４月１日付け厚生労働省子ども家庭局長通知、令和３
年 12 月１日付け厚生労働事務次官通知）］
・学校については、医療的ケアを実施する看護師の配置に係る経費を拡充する
とともに、学校における医療的ケア実施体制充実事業において、新たに地域
の小・中学校等における医療的ケア児支援体制の在り方に関する調査研究を
実施する。
［措置済み（令和３年５月 13 日付け文部科学省初等中等教育局特別支援教
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育課事務連絡）
］
（関係府省：文部科学省及び厚生労働省）
（４）児童福祉法（昭 22 法 164）
保育所等の利用児童が他施設に転園する際の児童に関する情報提供につい
ては、
「保育分野の業務負担軽減・業務の再構築のためのガイドライン」
（令３
厚生労働省子ども家庭局）に示す児童票の様式を活用するなど、保育士の事務
負担に配慮した上で、可能な限り情報提供を行うことを保育所等に促すよう、
地方公共団体に令和３年度中に通知する。
（関係府省：厚生労働省）
（５）児童福祉法（昭 22 法 164）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（平 18 法 77）
保育所の居室の床面積に係る基準（児童福祉施設の設備及び運営に関する基
準（昭 23 厚生省令 63）32 条２号、３号及び６号）及び幼保連携型認定こども
園の居室の床面積に係る基準（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）７条
６項）を、
「従うべき基準」から「標準」とする特例の適用期間については、令
和４年度中に政令を改正し、令和７年３月 31 日まで延長する。
（関係府省：文部科学省及び厚生労働省）
（６）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
託されている児童が保育所へ入所する場合の費用の支弁等については、政
令を改正し、利用者負担を求めないこととする。
（関係府省：厚生労働省）
［措置済み（子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令（令和２
年政令第 93 号）
）］
（ⅱ）家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平 26 厚生労働省令 61）
及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育
て支援施設等の運営に関する基準（平 26 内閣府令 39）については、市区
町村の円滑な事務に資するよう、府省間で緊密に連携を図り、同趣旨の内
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容の改正を行う場合には原則として時期を統一する。
（関係府省：厚生労働省）
（７）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、地方公共
団体の事務負担を軽減するため、実績報告書に関する様式の一部の共通化を図
るとともに、入力事務を効率化するための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）
［措置済み（令和３年７月６日付け厚生労働事務次官通知）
］
（11）児童手当法（昭 46 法 73）
児童手当交付金の確定に伴う追加交付額及び返還額については、子ども・子
育て支援勘定業務関連システムで財源等の区分に応じて算出されるよう、当該
システムを改修する方向で検討し、令和４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。
（14）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）
幼保連携型認定こども園に対する一般指導監査については、新型コロナウイ
ルス感染症等の感染拡大防止の観点から、実地によらない実施方法について検
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。
（関係府省：厚生労働省）
（16）子ども・子育て支援法（平 24 法 65）
（ⅰ）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
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受講の必須化につい
ては、地方公共団体において、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し
た研修実施体制の構築に一定の期間を要することを踏まえ、令和５年度か
ら段階的に適用する。
（関係府省：文部科学省及び厚生労働省）
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［措置済み（令和３年９月２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）
、内閣府子ども・子育て本部参事官（認定こども園
担当）、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省子ども家庭
局保育課長通知）］
（ⅱ）子育てのための施設等利用給付（30 条の２）を受ける保護者が、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
場合等における施設等利用費の日割り計算については、以下の措置を講ず
る。
・特定子ども・子育て支援施設等（７条 10 項１号から３号までの施設に
限る。）における日割り計算の基礎となる日数については、市町村及び
事業者の事務負担を軽減するため、令和３年度中に府令を改正し、現在
「施設又は事業所を開所する日数」であるところ、一律、
「その月の平日
の日数」とする。
・日割り計算において生じた 10 円未満の端数については、支給の対象と
はしていなかったところ、事業者又は保護者（以下この事項において「事
業者等」という。）の負担を軽減する観点から、10 円未満の端数を切捨
てせずに、市町村から事業者等に施設等利用費として支給することとし、
その旨を地方公共団体に令和３年度中に通知する。
（関係府省：文部科学省及び厚生労働省）
（ⅲ）特定子ども・子育て支援施設等（７条 10 項１号から３号までの施設に限
る。）の利用に関して、特定子ども・子育て支援提供者（30 条の 11 第３項。
以下この事項において「提供者」という。）が、市町村（特別区を含む。以
下この事項において同じ。）から施設等利用費（30 条の２）の支払を受け
る場合については、提供者及び市町村の事務負担を軽減するため、令和３
年度中に府令を改正し、提供者から施設等利用給付認定保護者（30 条の５
第３項）に対する特定子ども・子育て支援提供証明書の交付を不要とし、
その旨を地方公共団体に周知する。
（ⅳ）教育・保育施設の設置者又は地域型保育事業を行う者については、実際
の利用者数が利用定員を恒常的に上回っているときは、当該利用定員を適
切に見直し、確認の変更を行う必要があることを、地方公共団体に令和３
年度中に改めて周知する。
（関係府省：文部科学省及び厚生労働省）
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（ⅴ）市町村子ども・子育て支援事業計画（61 条１項）における量の見込みの
算出方法については、市町村（特別区を含む。以下この事項において同じ。
）
の事務負担を軽減する観点から、アンケート調査以外の手法を用いること
も可能である旨を明確化し、市町村に令和４年度中を目途に周知するとと
もに、アンケート調査以外の手法を例示すること等について検討を行い、
令和４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。
（関係府省：文部科学省及び厚生労働省）
（ⅵ）子ども・子育て支援交付金の交付申請に係る実績報告については、報告
書を作成する市町村（特別区を含む。以下この事項において同じ。
）の事務
負担の軽減に資するよう、以下のとおりとする。
・報告様式への入力事務を効率化するため、令和４年度中に報告様式を改
善する。
・市町村から国への報告様式と、市町村から都道府県への報告様式を統一
することについては、令和３年度中に地方公共団体の実態を調査し、令
和４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。
・市町村から都道府県への提出期限の延長については、都道府県への影響
を踏まえつつ検討し、令和４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。
【文部科学省】
（７）教育職員免許法（昭 24 法 147）
（ⅲ）幼稚園型の一時預かり事業（児童福祉法（昭 22 法 164）６条の３第７項
及び子ども・子育て支援法（平 24 法 65）59 条 10 号に規定する一時預か
り事業をいう。
）に従事する者に関して、幼稚園教諭普通免許状に係る免許
状更新講習の受講対象となる者（９条の３第３項）を拡大することについ
ては、中央教育審議会での議論等も踏まえ検討し、令和４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。
（15）私立学校施設の耐震改修状況等調査及び社会福祉施設等耐震化調査
私立学校施設の耐震改修状況等調査及び社会福祉施設等耐震化調査につい
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ては、調査に関する様式の共通化を図るなど、地方公共団体の事務負担を軽減
する方向で検討し、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。
（関係府省：厚生労働省）
【厚生労働省】
（２）児童福祉法（昭 22 法 164）
（ⅰ）保育所等における待機児童対策については、可能な限り早期に待機児童
の解消を目指すとともに、更なる保育の受け皿整備のため、地域の特性に
応じた支援などを柱とする「新子育て安心プラン」を地方公共団体に通知
する。
［措置済み（令和２年 12 月 21 日付け厚生労働省子ども家庭局保育課事務
連絡）
］
（ⅸ）認可外保育施設に対する指導監督については、新型コロナウイルス感染
症等の感染拡大防止の観点から、地方公共団体の実地によらない指導監督
の取組事例を、令和３年度中に周知する。
（ⅹ）児童福祉施設に対する一般指導監査については、新型コロナウイルス感
染症等の感染拡大防止の観点から、実地によらない方法での実施を可能と
する方向で見直すことを検討し、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。
（３）児童福祉法（昭 22 法 164）及び食品衛生法（昭 22 法 233）
児童福祉施設等における衛生管理については、個々の現場の実態を踏まえた
適切な衛生管理の推進を図るため、「中小規模調理施設における衛生管理の徹
底について」
（平９厚生省生活衛生局食品保健課長）及び「児童福祉施設等にお
ける衛生管理の改善充実及び食中毒の予防について」（平９厚生省児童家庭局
企画課長）等の通知を改正し、同一メニューを１回 300 食以上又は 1 日 750 食
以上提供するもの以外の施設に対して、地方公共団体は「大量調理施設衛生管
理マニュアル」
（平９厚生省生活衛生局長）に限らず、厚生労働省が内容を確認
した手引書等を参考に指導を行うことも可能であることを令和３年度中に明
確化する。
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それを前提に、上記の取扱いを踏まえた児童福祉施設への指導に資する方策
について検討し、令和４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。
（４）児童福祉法（昭 22 法 164）及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関す
る法律（昭 30 法 179）
厚生労働省所管の一般会計補助金等を受けて開設された小規模保育事業所
（児童福祉法６条の３第 10 項）の認定こども園への転用等については、厚生
労働大臣等が国庫納付に関する条件を付さずに承認できるよう、令和３年度中
に「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」
（平 20 厚生労
働省雇用均等・児童家庭局長）を改正し、地方公共団体に通知する。
（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第２項）及び子ども・子育て支援体制整
備総合推進事業費国庫補助金の申請等に係る事務については、地方公共団体の
事務負担を軽減するため、申請書類の簡素化や FAQ の整備等を行い、地方公共
団体に通知する。
［措置済み（令和３年３月 25 日付け厚生労働省子ども家庭局子育て支援課人
材研修係事務連絡、令和３年３月 31 日付け厚生労働省子ども家庭局子育て支
援課施設調整等業務室事務連絡）
］
また、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も、地方
公共団体の事務負担を軽減するため、申請書類の簡素化を行い、地方公共団体
に通知する。
（56）保育所等利用待機児童数調査
10 月１日時点における保育所等利用待機児童数調査については、地方公共団
体等の事務負担を軽減するため、令和３年度調査から全国集計を行わないこと
とする。
［措置済み（保育所等関連状況取りまとめ（令和３年４月１日）及び「子育て
安心プラン」
「新子育て安心プラン」集計結果の概要資料（令和３年８月 27 日
厚生労働省子ども家庭局保育課）
）］

8

