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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

（目的）
第一条

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 ）

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

子ども・ 子育て支 援給付その 他の子ど も・子育 て支援は 、地域の実 情に応じて 、総合的 かつ効率 的に提供 されるよう 配慮して 行われな ければな

かつ 適切なも のでなけ ればならな い。

子 ども・子育 て支援給付 その他の 子ども・ 子育て支 援の内容及 び水準は 、全ての 子どもが 健やかに成 長するよう に支援す るもので あって、 良質

その他の 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。

第二条

２

３
らない。
（定義）

この法律 において「 子ども・ 子育て支 援」とは 、全ての子 どもの健 やかな成 長のため に適切な環 境が等しく 確保され るよう、 国若しく は地

この法律 において「 教育」と は、満三 歳以上の 小学校就 学前子どもに 対して義 務教育及 びその後 の教育の基 礎を培う ものとし て教育基 本法（平

方公 共団体又 は地域に おける子育 ての支援を 行う者が 実施する 子ども及 び子どもの 保護者に 対する支 援をいう 。

第七条

２

この法 律におい て「保育 」とは、児 童福祉法 第六条の 三第七項 に規定する 保育をいう 。

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 。
３

こ の法律にお いて「教育 ・保育施 設」とは 、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

こ の法律におい て「地域 型保育」 とは、家 庭的保育、 小規模保 育、居宅 訪問型保 育及び事 業所内保育を いい、「 地域型保 育事業」 とは、地域 型

の及び同 条第十一 項の規定に よる公示 がされた ものを除 く。以下「 保育所」と いう。） をいう。

れ た ものを 除く 。以 下「 幼稚 園」とい う。）及 び児童福 祉法第三 十九条第 一項に規定す る保育所 （認定こ ども園法 第三条第一 項の認定 を受けた も

法 律第 二十 六号） 第 一条に 規定 する幼 稚園（認 定こども園 法第三条第 一項又は 第三項の 認定を受 けたもの及 び同条第 十一項の 規定によ る公示がさ

七 号。以 下「 認定 こど も園 法」 という。 ）第二条 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。）、 学校教育 法（昭和 二十二年

４

５
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８

７

６

この法律 において 「事業所 内保育」 とは、児童 福祉法第 六条の三 第十二項に 規定する事 業所内保 育事業と して行わ れる保育 をいう。

この法律 において「 居宅訪問 型保育」 とは、児 童福祉法第 六条の三第 十一項に 規定する 居宅訪問 型保育事業 として行 われる保 育をいう 。

こ の法律に おいて「 小規模保育 」とは、児 童福祉法 第六条の 三第十項 に規定する 小規模保 育事業と して行わ れる保育を いう。

この 法律におい て「家庭 的保育」 とは、児 童福祉法第 六条の三 第九項に 規定する 家庭的保育 事業として 行われる 保育をい う。

保育を行 う事業を いう。

９

子ども・子 育て支援 給付は、 子どもの ための現金 給付及び 子どもの ための教 育・保育給 付とする。

（子ども ・子育て支 援給付の 種類）
第八条
（不 正利得の 徴収）

市 町村は、偽 りその他 不正の手 段により 子どものため の教育・ 保育給付 を受けた 者がある ときは、そ の者から 、その子 どものた めの教育

前二項の 規定によ る徴収金 は、地方自 治法（昭 和二十二 年法律第 六十七号） 第二百三十 一条の三 第三項に 規定する 法律で定め る歳入と する。

収 するほか、 その返還 させるべ き額に百 分の四十を乗 じて得た 額を徴収 すること ができる 。

む 。）の 規定 によ る支 払を 受け たときは 、当該特 定教育・保 育施設又は 特定地域 型保育事 業者から 、その支払 った額に つき返還 させるべ き額を徴

によ り第 二十 七条 第五 項（第 二十 八条第四項 において 準用する 場合を含 む。）又は 第二十九 条第五項 （第三十 条第四項に おいて準用 する場合 を含

市町村 は、第二 十七条第一 項に規定 する特定 教育・保 育施設又は 第二十九条 第一項に 規定する 特定地域 型保育事業 者が、偽 りその他 不正の行 為

・ 保育給付 の額に相 当する金 額の全部又 は一部を 徴収する ことができ る。

第十 二条

２

３
（報告等 ）

市町村は 、子ども のための 教育・保 育給付に関 して必要 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、小 学校就学前 子

第一項 の規定に よる権限 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。

なければ ならない。

前項の規 定による 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、か つ、関係 人の請求 があるとき は、これ を提示し

し、 報告若し くは文書 その他の 物件の提出 若しくは提 示を命じ 、又は当 該職員に 質問させる ことがで きる。

ど も、小 学校 就学 前子 ども の保 護者若し くは小学 校就学前子 どもの属す る世帯の 世帯主そ の他その 世帯に属す る者又は これらの 者であっ た者に対

第十三条

２

３
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市町村は 、子どもの ための教 育・保育 給付に関 して必要 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、当該 子どもの た

前条第二 項の規定 は前項の 規定によ る質問又は 検査につ いて、同 条第三項の 規定は前項 の規定に よる権限 について 準用する 。

若 しくは事業 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。

対 し、報 告若 しく は文 書そ の他 の物件の 提出若し くは提示 を命じ、又は 当該職員 に関係者 に対して 質問させ 、若しくは 当該教育 ・保育を 行う施設

めの 教育 ・保 育給 付に 係る教 育 ・保育（教 育又は保育 をいう。 以下同じ 。）を行 う者若しく はこれを 使用する 者若しく はこれらの 者であった 者に

第十四条

２
（内閣総 理大臣又は 都道府県 知事の教 育・保育 に関する 調査等）

内閣総理 大臣又は 都道府県 知事は、 子どものた めの教育 ・保育給 付に関し て必要があ ると認める ときは、 この法律 の施行に 必要な限度 に

第十三条第 二項の規 定は前二 項の規定 による質問 について、 同条第三 項の規定 は前二項 の規定によ る権限に ついて準 用する。

その 他の物件 の提出若し くは提示を 命じ、又 は当該職 員に関係 者に対して 質問させ ることが できる。

、教 育・ 保育 を行 った 者若し くは これを使用 した者に 対し、そ の行った 教育・保育 に関し、 報告若し くは当該 教育・保育 の提供の記 録、帳簿 書類

内閣総 理大臣又 は都道府県 知事は、 子どもの ための教 育・保育給 付に関して 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

さ せること ができる 。

子 ども のた めの教 育 ・保育 給付 に係る 教育・保育 の内容に 関し、報告 若しくは 文書その 他の物件の 提出若し くは提示 を命じ、 又は当該職 員に質問

お いて、 子ど もの ため の教 育・ 保育給付 に係る小 学校就学前 子ども若し くは小学 校就学前 子どもの 保護者又は これらの 者であっ た者に対 し、当該

第十五条

２

３

市町村は 、子どもの ための教 育・保育 給付に関 して必要が 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、小学 校就学前 子

（ 資料の提 供等）
第十六条

ども 、小 学校 就学 前子 どもの 保護 者又は小学 校就学前 子どもの 扶養義務 者（民法（ 明治二十 九年法律 第八十九 号）に規定 する扶養義 務者をい う。

附 則第六 条に おい て同 じ。 ）の 資産又は 収入の状 況につき、 官公署に対 し必要な 文書の閲 覧若しく は資料の提 供を求め 、又は銀 行、信託 会社その
他の 機関若し くは小学 校就学前 子どもの保 護者の雇用 主その他 の関係人 に報告を 求めること ができる 。

子どもの ための教育 ・保育給 付を受け る権利は 、譲り渡し 、担保に供 し、又は 差し押さ えること ができない 。

（ 受給権の 保護）
第十七条

（租税そ の他の公 課の禁止 ）
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第十八条

租税その 他の公課は 、子ども のための 教育・保 育給付と して支給を受 けた金品 を標準と して、課 することが できない 。

（支給要 件）

子ど ものため の教育・保 育給付は、 次に掲げ る小学校 就学前子 どもの保護 者に対し 、その小 学校就学 前子どもの 第二十七条 第一項に 規定

一

満三 歳以上の小 学校就学 前子ども （次号に 掲げる小 学校就学前子 どもに該 当するも のを除く 。）

（略）

満三歳未 満の小学 校就学前 子どもで あって、前 号の内閣府 令で定め る事由に より家庭 において必 要な保育 を受ける ことが困 難であるも の

とが困 難である もの

満三 歳以 上の 小学 校就学 前 子どもであっ て、保護 者の労働 又は疾病 その他の 内閣府令で 定める事 由により 家庭にお いて必要な保 育を受け るこ

三

二

地 域型保育 又は第三 十条第一 項第四号に 規定する 特例保育 の利用につ いて行う 。

す る特 定教 育・保 育 、第二 十八 条第一 項第二号に 規定する 特別利用保 育、同項 第三号に 規定する特 別利用教 育、第二 十九条第 一項に規定 する特定

第十九 条

２
（市町村 の認定等）

前条第一 項各号に 掲げる小 学校就学 前子どもの 保護者は 、子ども のための 教育・保育 給付を受け ようとす るときは 、内閣府 令で定める と

市町村 は、第一 項及び前項 の認定（ 以下「支 給認定」 という。） を行ったと きは、そ の結果を 当該支給 認定に係る 保護者（ 以下「支 給認定保 護

定 を行うも のとする 。

め る期 間に おいて 施設 型給 付費 、特例 施設型給付 費、地域 型保育給付 費又は特 例地域型 保育給付費 を支給す る保育の 量をいう 。以下同じ 。）の認

就 学前子 ども に該 当す ると 認め るときは 、政令で 定めるとこ ろにより、 当該小学 校就学前 子どもに 係る保育必 要量（月 を単位と して内閣 府令で定

市町村 は、第一 項の規定 による申 請があっ た場合にお いて、当 該申請に 係る小学 校就学前子ど もが前条 第一項第 二号又は 第三号に 掲げる小学 校

き、又は 明らかでな いときは 、その小 学校就学 前子どもの 保護者の現 在地の市 町村が行 うものと する。

前項の認 定は、小 学校就学 前子どもの 保護者の 居住地の 市町村が 行うものと する。ただ し、小学 校就学前 子どもの 保護者が居 住地を有 しないと

号 に掲げる小 学校就学 前子ども の区分に ついての認定 を申請し 、その認 定を受け なければ ならない。

こ ろによ り、 市町 村に 対し 、そ の小学校 就学前子 どもごとに 、子どもの ための教 育・保育 給付を受 ける資格を 有するこ と及びそ の該当す る同項各

第二十条

２

３

４

者」 とい う。 ）に 通知 しなけ れば ならない。 この場合 において 、市町村 は、内閣府 令で定め るところ により、 当該支給認 定に係る小 学校就学 前子
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５

６

７

ども （以 下「 支給認 定子 ども 」とい う。）の 該当する 前条第一項 各号に掲 げる小学 校就学前 子どもの区 分、保育必 要量その 他の内閣 府令で定 める
事項を記 載した認 定証（以 下「支給 認定証」と いう。） を交付す るものと する。

市 町村は、 第一項の 規定による 申請につい て、当該 保護者が 子どもの ための教育 ・保育給 付を受け る資格を 有すると認 められない ときは、 理由
を 付して、そ の旨を当 該申請に 係る保護 者に通知す るものとす る。

第一項の 規定によ る申請に 対する処 分は、当該 申請のあ った日か ら三十日以 内にしなけ ればなら ない。た だし、当 該申請に 係る保護者 の労働又

は疾 病の 状況 の調査 に日 時を 要する ことその 他の特別 な理由があ る場合に は、当該 申請のあ った日から 三十日以内 に、当該 保護者に 対し、当 該申

請に 対す る処 分を する ために な お要する期間 （次項に おいて「 処理見込 期間」と いう。）及 びその理 由を通知 し、これ を延期するこ とができ る。

第 一項の規 定による 申請をした 日から三十 日以内に 当該申請 に対する 処分がされ ないとき 、若しく は前項た だし書の通 知がないと き、又は 処理

見 込期 間が 経過し た 日まで に当 該申請 に対する処 分がされ ないときは 、当該申 請に係る 保護者は、 市町村が 当該申請 を却下し たものとみ なすこと
が できる。

支 給認定保 護者は、 支給認定 の有効期間 内において 、内閣府 令で定め るところ により、市 町村に対 し、その 労働又は 疾病の状況 その他

支給認 定は、内 閣府令で 定める期 間（以下「 支給認定 の有効期 間」とい う。）内に 限り、その 効力を有 する。

（支給認 定の有効期 間）
第二十一 条
（届 出）
第二 十二条

の 内閣府令 で定める 事項を届け 出、かつ 、内閣府 令で定め る書類その 他の物件を 提出しな ければな らない。
（支給認 定の変更）

支給認 定保護者 は、現に 受けてい る支給認定 に係る当 該支給認 定子ども の該当する第 十九条第 一項各号 に掲げる 小学校就 学前子ども の

第二十 条第二項 、第三項 、第四項 前段及び第 五項から 第七項ま での規定 は、前項の 支給認定の 変更の認 定につい て準用す る。この場 合におい て

の場合に おいて、市 町村は、 当該変更 の認定に 係る支給認 定保護者に 対し、支 給認定証 の提出を 求めるもの とする。

市町村は 、前項の 規定によ る申請によ り、支給 認定保護 者につき 、必要があ ると認める ときは、 支給認定 の変更の 認定を行う ことがで きる。こ

の認 定を申請 すること ができる 。

区 分、保 育必 要量 その 他の 内閣 府令で定 める事項 を変更する 必要がある ときは、 内閣府令 で定める ところによ り、市町 村に対し 、支給認 定の変更

第二十三条

２

３
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４

５

６

、必要な 技術的読 替えは、政 令で定め る。

市町 村は、職権 により、 支給認定 保護者に つき、第十 九条第一 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 子どもが 満三歳に達 し

た ときそ の他 必要 があ ると 認め るときは 、内閣府 令で定め るところによ り、支給 認定の変 更の認定 を行うこ とができる 。この場 合におい て、市町

村 は、内閣府 令で定め るところ により、 当該変更の 認定に係る 支給認定 保護者に 対し、支 給認定証の 提出を求 めるもの とする。

第二十条 第二項、 第三項及 び第四項 前段の規定 は、前項 の支給認 定の変更の 認定につい 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。

市町 村は、第二 項又は第 四項の支 給認定の 変更の認定 を行った 場合には 、内閣府 令で定める ところによ り、支給 認定証に 当該変更 の認定に係 る
事項 を記載し 、これを返 還するもの とする。
（ 支給認定の 取消し）
支給認定 を行った 市町村は、 次に掲げ る場合に は、当該 支給認定を 取り消すこ とができ る。

当該支 給 認定に 係る 満三 歳未満 の小学校 就学前子 どもが、支 給認定の 有効期間 内に、第 十九条第一項 第三号に 掲げる小 学校就学 前子ども に該

当該支給 認定保護者 が、支給認 定の有効 期間内に 、当該市 町村以外の 市町村の 区域内に 居住地を 有するに至 ったと認め るとき。

当しなく なったと き。
二
その他政 令で定め るとき。

前項の規 定により 支給認定 の取消しを 行った市 町村は、 内閣府令 で定めると ころにより 、当該取 消しに係 る支給認 定保護者に 対し支給 認定証の

三

一

第二 十四条

２
返還を求 めるものと する。

こ の款に定め るもののほ か、支給 認定の申 請その他 の手続に関 し必要な 事項は、 内閣府令 で定める。

（内閣府 令への委 任）
第二十 六条

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

（施 設型給付 費の支給 ）
第二十七条

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
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２

３

４

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。

特定教 育・保育 施設から支 給認定教 育・保育 を受けよ うとする支 給認定子ど もに係る 支給認定 保護者は 、内閣府令 で定める ところに より、特 定

教育 ・保 育施 設に 支給 認定証 を 提示して当該 支給認定 教育・保 育を当該 支給認定 子どもに受 けさせる ものとす る。ただ し、緊急の場 合その他 やむ
を得 ない事由 のある場合 については 、この限 りでない 。

施設型給 付費の額は 、一月に つき、第 一号に掲 げる額から第 二号に掲 げる額を 控除して 得た額（ 当該額が零 を下回る 場合には 、零とす る。）と

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

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）

教育 ・保 育に 通常 要する 費用 の額 を勘 案し て内閣 総理大臣が 定める基 準により 算定した 費用の額（ その額が 現に当該 支給認定 教育・保育 に要し

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、保 育必要量 、当該特 定教育・ 保育施設の所 在する地 域等を勘 案して算 定される 特定

す る。
一

二

内閣総理 大臣は、 第一項の 一日当たり の時間及 び期間を 定める内 閣府令を定 め、又は変 更しよう とすると き、及び 前項第一号 の基準を 定め、又

は変 更しよ う とする とき は、 あらか じめ、第 一項の一日 当たりの 時間及び 期間を定 める内閣府 令について は文部科 学大臣に 、前項第 一号の基準 に

ついては 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。

支 給認定子 どもが特定 教育・保育 施設から 支給認定 教育・保 育を受けた ときは、 市町村は 、当該支 給認定子ど もに係る支 給認定保 護者が当 該特

前項の 規定によ る支払があ ったとき は、支給 認定保護 者に対し施 設型給付費 の支給が あったも のとみな す。

５

定 教育 ・保 育施設 に支 払う べき 当該支 給認定教育 ・保育に 要した費用 について 、施設型 給付費とし て当該支 給認定保 護者に支 給すべき額 の限度に

６

市町村 は、特定 教育・保 育施設か ら施設型給 付費の請 求があっ たときは 、第三項第 一号の内閣 総理大臣 が定める 基準及び 第三十四条 第二項の 市

お いて、当 該支給認 定保護者に 代わり、 当該特定 教育・保 育施設に支 払うことが できる。

７
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８

町村 の条 例で 定める 特定 教育 ・保育 施設の運 営に関す る基準（特 定教育・ 保育の取 扱いに関 する部分に 限る。）に 照らして 審査の上 、支払う もの
とする。

前 各項に定 めるもの のほか、施 設型給付費 の支給及 び特定教 育・保育 施設の施設 型給付費 の請求に 関し必要 な事項は、 内閣府令で 定める。

市町村は 、次に掲 げる場合 において、 必要があ ると認め るときは、 内閣府令で 定めると ころによ り、第一 号に規定 する特定教 育・保育

（ 特例施設型 給付費の 支給）

三

二

一

特別利 用 保育

前条 第三 項第一号 の内閣総 理大臣が定 める基準に より算定 した費用 の額（そ の額が現に 当該特定 教育・保 育に要し た費用の

特別 利用 保育に 通常要す る費用の額 を勘案し て内閣総 理大臣が 定める基準 により算定 した費用 の額（そ の額が現 に当該特別 利

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

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

特定 教育 ・保 育

特例施 設型給付 費の額は 、一月に つき、次 の各号に掲 げる区分 に応じ、 当該各号 に定める額と する。

）を受け たとき。

（ 教育 のう ち同 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 ものをい い、特定 教育・保 育を除く。 以下同じ 。

第 十九 条第一 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 どもが、 特定教育・ 保育施設 （幼稚園 に限る。 ）から特別 利用教育

おける 教育の体 制の整備 の状況その 他の事情 を勘案し て必要が あると市町 村が認める ときに限 る。）。

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 保育（地 域型保育 を除く。） をいう。 以下同じ 。）を受 けたとき（ 地域に

（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

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 子どもが、 特定教育 ・保育施 設（保育 所に限る。 ）から特 別利用保 育

日 の前日まで の間に、緊 急その他 やむを得 ない理由 により特定 教育・保 育を受け たとき。

支給 認定 子ど もが 、当 該支 給認定子 どもに係 る支給認定 保護者が第 二十条第 一項の規 定による 申請をした 日から当 該支給認 定の効力 が生じた

すること ができる 。

に要 した 費用 、第二 号に 規定 する特 別利用保 育に要し た費用又は 第三号に 規定する 特別利用 教育に要し た費用につ いて、特 例施設型 給付費を 支給

第二 十八条

２
一

二

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
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３

４

５

三

特 別利用 教 育に通常要 する費用の 額を勘案 して内閣 総理大臣 が定める基 準により 算定した 費用の額 （その額が 現に当該特 別利

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 。）
特別 利用 教育

用 教育に 要し た費 用の 額を 超える と きは、 当該 現に特別利 用教育に 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。）

内閣総理 大臣は、 第一項第 二号の内 閣府令を定 め、又は 変更しよ うとすると き、並びに 前項第二 号及び第 三号の基 準を定め 、又は変更 しようと

する とき は、 あらか じめ 、第 一項第 二号の内 閣府令に ついては文 部科学大 臣に、前 項第二号 及び第三号 の基準につ いては文 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。

前 条第二項 及び第五 項から第七 項までの規 定は、特 例施設型 給付費（ 第一項第一 号に係る ものを除 く。第四 十条第一項 第四号にお いて同じ 。）
の 支給につい 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。

前各項に 定めるも ののほか 、特例施設 型給付費 の支給及 び特定教 育・保育施 設の特例施 設型給付 費の請求 に関し必 要な事項は 、内閣府 令で定め
る。
（地域型 保育給付 費の支給 ）

市 町村は、 支給認定子ど も（第十 九条第一 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 定子どもに限 る。以下 「満三歳 未満

地域型 保育給付 費の額は、 一月につ き、第一 号に掲げ る額から第 二号に掲げ 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 。

せ るものと する。た だし、緊急 の場合そ の他やむ を得ない 事由のある 場合につい ては、こ の限りで ない。

め ると ころ により 、特 定地 域型 保育事 業者に支給 認定証を 提示して当 該満三歳 未満保育 認定地域型 保育を当 該満三歳 未満保育 認定子ども に受けさ

特 定地域型 保育事業者 から満三歳 未満保育 認定地域 型保育を 受けようと する満三 歳未満保 育認定子 どもに係る 支給認定保 護者は、 内閣府令 で定

囲内のも のに限る 。以下「 満三歳未 満保育認定 地域型保 育」とい う。）に 要した費用 について、 地域型保 育給付費 を支給す る。

たと きは、 内 閣府令 で定 める ところ により、 当該満三歳 未満保育 認定子ど もに係る 支給認定保 護者に対し 、当該特 定地域型 保育（保 育必要量の 範

地 域型 保育 を行 う事 業者 （以 下「特定 地域型保 育事業者 」という 。）から当該 確認に係 る地域型 保育（以 下「特定 地域型保育 」という 。）を受 け

保 育認 定子 ども」 とい う。 ）が 、支給 認定の有効 期間内に おいて、当 該市町村 の長が地 域型保育給 付費の支 給に係る 事業を行 う者として 確認する

第二十 九条

２

３

）とする 。
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４

５

一

二

地域 型保 育の種 類ご とに 、保育 必要量、 当該地域 型保育の種 類に係る 特定地域 型保育の 事業を行う 事業所（以 下「特定 地域型保 育事業所 」と

いう 。） の所 在す る地域 等を 勘案 して 算定 され る当該特定地 域型保育 に通常要 する費用 の額を勘 案して内閣 総理大臣 が定める 基準により 算定し

た 費用の 額（ その 額が 現に 当該満 三 歳未満 保育 認定地域型 保育に要 した費用 の額を超え るときは 、当該現 に満三歳 未満保育認 定地域型保 育に要
し た費用の額 ）

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

内閣総 理大臣は 、前項第一 号の基準 を定め、 又は変更 しようとす るときは、 あらかじ め、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 。

満 三歳未満 保育認定 子どもが特 定地域型保 育事業者 から満三 歳未満保 育認定地域 型保育を 受けたと きは、市 町村は、当 該満三歳未 満保育認 定子

ど もに 係る 支給認 定 保護者 が当 該特定 地域型保育 事業者に 支払うべき 当該満三 歳未満保 育認定地域 型保育に 要した費 用につい て、地域型 保育給付

前項の 規定によ る支払があ ったとき は、支給 認定保護 者に対し地 域型保育給 付費の支 給があっ たものと みなす。

費 とし て当 該支 給認 定保 護者 に支給す べき額の 限度にお いて、当 該支給認定 保護者に代 わり、当 該特定地 域型保育 事業者に支 払うこと ができる 。
６

市町 村は、特定 地域型保 育事業者 から地域 型保育給付 費の請求 があった ときは、 第三項第一 号の内閣総 理大臣が 定める基 準及び第 四十六条第 二

前各項に 定めるも ののほか 、地域型保 育給付費 の支給及 び特定地 域型保育事 業者の地域 型保育給 付費の請 求に関し 必要な事項 は、内閣 府令で定

う ものとする 。

項 の市町 村の 条例 で定 める 特定 地域型保 育事業の 運営に関す る基準（特 定地域型 保育の取 扱いに関 する部分に 限る。） に照らし て審査の 上、支払

７

８
める。

市町 村は、次に 掲げる場合 において 、必要が あると認 めるときは 、内閣府 令で定め るところ により、当 該特定地域 型保育（ 第三号に 規定

（特例地 域型保育 給付費の 支給）
第三十 条

す る特 定利 用地域 型保 育に あっ ては、 保育必要量 の範囲内 のものに限 る。）に 要した費 用又は第四 号に規定 する特例 保育（第 十九条第一 項第二号

又 は第 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 に係るもの にあって は、保育 必要量の 範囲内のも のに限る 。）に要 した費用 に

満三 歳未 満保 育認 定子ど もが 、当該満三 歳未満保 育認定子 どもに係 る支給認定 保護者が 第二十条 第一項の 規定による 申請をした 日から当 該支

ついて、 特例地域型 保育給付 費を支給 すること ができる。
一
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２

二

三

四

一

二

給認定の 効力が生 じた日の前 日までの 間に、緊 急その他や むを得な い理由によ り特定地 域型保育 を受けた とき。

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 もが、特定 地域型保 育事業者 から特定 地域型保育 （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。次項 及び附則 第九条第 一項第三 号イにおい て「特別利 用地域型 保育」と いう。

） を受けた とき（地 域におけ る教育の体 制の整備の 状況その 他の事情 を勘案し て必要があ ると市町 村が認め るときに 限る。）。

第十 九条 第一項 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 が、特定 地域型保育 事業者から 特定利用 地域型保 育（特定 地域

型保 育の うち 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 されるもの をいう。 次項にお いて同じ 。）を受け たとき

（ 地域に おけ る同 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 に係る教育 ・保育の 体制の整 備の状況 その他の事 情を勘案し て必要
が あると市町 村が認める ときに限 る。）。

特 定教 育・ 保育 及び 特定 地域型保 育の確保 が著しく 困難であ る離島その 他の地域で あって内 閣総理大 臣が定め る基準に該 当するも のに居住 地

を有す る支 給認 定保 護者 に係 る支 給認 定子ど もが、 特例保育 （特定教育 ・保育及 び特定地 域型保育 以外の保育 をいい、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 ものにあ 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

前条第 三項第一 号の内閣 総理大臣が 定

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。 以下同じ 。）を受 けたとき 。
特例地域 型保育給 付費の額 は、一月に つき、次 の各号に 掲げる区 分に応じ、 当該各号に 定める額 とする。
特定地 域 型保育 （特 別利 用地域 型保育及 び特定利用 地域型保 育を除く 。以下こ の号におい て同じ。）

める 基準 により 算 定した 費用 の額 （そ の額 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）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

特 別利用地 域型保育 に通常要 する費用の 額を勘案し て内閣総 理大臣が 定める基 準により算 定した費 用の額（ その額が 現

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
特 別利 用地 域型 保育

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 ）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、
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３

４

５

三

四

零とする 。）
特定 利用 地域 型保 育

特 定 利用地域型 保育に通常 要する費 用の額を 勘案して 内閣総理大 臣が定め る基準に より算定 した費用の 額（その額 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）か ら政令で定 める額を限 度とし

特例 保育 に通 常要す る費用の 額を勘案 して内閣総 理大臣が 定める基 準により 算定した費 用の額（そ の額が現 に当該特 例保育に 要し

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。 ）
特例 保育

た費 用の 額を 超え るとき 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 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

内閣総理 大臣は、第 一項第二 号及び第 四号の内 閣府令を定め 、又は変 更しよう とすると き、並び に前項第二 号から第 四号まで の基準を 定め、又

は 変更 しよ うと する とき は、 あらかじ め、第一 項第二号 及び第四 号の内閣府 令について は文部科 学大臣に 、前項第 三号の基準 について は厚生労 働

大臣 に、同 項 第二号 及び 第四 号の基 準につい ては文部 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。

前 条第二項 及び第五 項から第七項 までの規 定は、特 例地域型 保育給付 費（第一項 第二号及 び第三号 に係るも のに限る。第 五十二条 第一項第 四号
に おいて同じ 。）の支 給につい 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。

前各項に 定めるも ののほか 、特例地域 型保育給 付費の支 給及び特 定地域型保 育事業者の 特例地域 型保育給 付費の請 求に関し必 要な事項 は、内閣
府令で定 める。

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

（特定教 育・保育 施設の確 認）
第三十 一条

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 。）及び 公立大学法 人（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 法人をい う。）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

認定 こども園

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

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
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２

３

三

二
保育 所

幼稚 園

第十 九条第一 項第二号 に掲げる小 学校就学 前子ども の区分及 び同項第 三号に掲げる 小学校就 学前子ど もの区分

第十 九条第一項 第一号に 掲げる小 学校就学 前子どもの 区分

市 町村長は 、前項の 規定により 特定教育・ 保育施設 の利用定 員を定め ようとする ときは、 あらかじ め、第七 十七条第一 項の審議会 その他の 合議

制 の機 関を 設置し て いる場 合に あって はその意見 を、その 他の場合に あっては 子どもの 保護者その 他子ども ・子育て 支援に係 る当事者の 意見を聴
か なければ ならない 。

市町村 長は、第 一項の規定 により特 定教育・ 保育施設 の利用定員 を定めたと きは、内 閣府令で 定めると ころにより 、都道府 県知事に 届け出な け
ればなら ない。

特定教育・ 保育施設 の設置者 は、利用 定員（第二十 七条第一 項の確認 において 定められ た利用定員 をいう。 第三十四 条第三項 第一号を

（特 定教育・ 保育施設の 確認の変更 ）
第三 十二条

除き、以 下この節 において同 じ。）を 増加しよ うとする ときは、あ らかじめ、 内閣府令 で定める ところに より、当該 特定教育 ・保育施 設に係る 第
２

市 町村長は、 前項の規定 により前 条第三項 の規定を 準用する場 合のほか 、利用定 員を変更 したときは 、内閣府令 で定める ところに より、都 道府

前条第三 項の規定 は、前項 の確認の 変更の申請 があった 場合につ 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。

二十 七条第一 項の確認 の変更を申請 すること ができる 。
３
県 知事に届 け出なけれ ばならな い。
（特定教 育・保育 施設の設 置者の責務 ）

特定 教育・保育 施設の設 置者は、 支給認定 保護者から 利用の申 込みを受 けたとき は、正当な 理由がなけ れば、こ れを拒ん ではなら ない。

特定教育 ・保育施 設の設置者 は、支給 認定子ど もに対し 適切な教育 ・保育（地 域型保育 を除く。 以下この 項及び次項 において 同じ。） を提供す

い。

内 閣総理大臣 は、前項の 内閣府令 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 協議しな ければな らな

ない。

用定 員の総 数を 超え る場 合に おいて は、内閣府 令で定め るところ により、 同項の申込 みに係る支 給認定子 どもを公 正な方法 で選考しな ければな ら

に 係る 支給 認定 子ど も及び 当該 特定教 育・保育 施設を現に 利用してい る支給認 定子ども の総数が 、当該区分 に応ずる 当該特定 教育・保 育施設の利

特 定教育・ 保育施設 の設置者 は、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 ごとの当 該特定教 育・保育 施設におけ る前項の申 込み

第三十 三条
２

３

４
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５

６

ると とも に、 市町村 、児 童相 談所、 児童福祉 法第七条 第一項に規 定する児 童福祉施 設（第四 十五条第四 項において 「児童福 祉施設」 という。 ）、

教育 機関 その 他の 関係 機関と の 緊密な連携 を図りつつ 、良質な 教育・保 育を小学 校就学前子 どもの置 かれてい る状況そ の他の事情 に応じ、効 果的
に行 うように 努めなけれ ばならない 。

特定教育 ・保育施設 の設置者 は、その 提供する 教育・保育 の質の評価 を行うこ とその他 の措置を 講ずること により、 教育・保 育の質の 向上に努
め なければ ならない 。

特定教 育・保育 施設の設置 者は、小 学校就学 前子ども の人格を尊 重するとと もに、こ の法律又 はこの法 律に基づく 命令を遵 守し、誠 実にその 職
務を遂行 しなけれ ばならな い。
（特 定教育・ 保育施設の 基準）

特定教育・ 保育施設 の設置者 は、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 る基準（ 以下「教 育・保育 施設の認

認 定 こ ど も 園 認 定 こ ど も 園 法 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に より 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 所在する認 定こども 園（都道 府県が設 置するもの を除く。 以下「指 定

都 市等所在 認定こど も園」と いう。）に ついては、 当該指定 都市等。 以下この 号において 同じ。） の条例で 定める要 件（当該認 定こども園 が認

定こど も園法第三 条第一項 の認定を 受けたも のである場 合又は同 項の規定に より都道 府県の条 例で定める 要件に適 合してい るものと して同条第

十 一項の規 定による公示 がされた ものであ る場合に 限る。） 、認定こど も園法第 三条第三 項の規定 により都道府 県の条例 で定める 要件（当 該認

定こども 園が同項 の認定を受 けたもの である場 合又は同 項の規定 により都道府 県の条例 で定める 要件に適 合している ものとし て同条第 十一項の

規定に よる公示 がされた ものであ る場合に限 る。）又 は認定こ ども園法 第十三条第 一項の規定 により都 道府県の 条例で定 める設備及 び運営に つ

いての基準 （当該認 定こども 園が幼保 連携型認定 こども園（ 認定こど も園法第 二条第七 項に規定す る幼保連 携型認定 こども園 をいう。） である

幼稚園 学 校教育法第 三条に規定 する学校 の設備、 編制その 他に関する 設置基準 （幼稚園 に係るも のに限る。 ）

場合に 限る。）
二

保 育 所 児 童 福 祉 法 第四 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 都 道府 県 （ 指 定 都 市 等 又 は 同 法 第 五 十 九条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 児 童 相 談 所 設 置 市（ 以 下

特定教育 ・保育施 設の設置 者は、市 町村の条例 で定める 特定教育 ・保育施設 の運営に 関する基準 に従い、 特定教育 ・保育（ 特定教育・ 保育施設

につい ての基準 （保育所 に係るもの に限る。 ）

おいて「 指定都市等 所在保育 所」とい う。）に ついては、 当該指定都 市等又は 児童相談 所設置市 ）の条例で 定める児 童福祉施 設の設備 及び運営

「 児童相談所設 置市」と いう。） の区域内 に所在する 保育所（ 都道府県 が設置す るものを 除く。第三十 九条第二 項及び第 四十条第 一項第二号 に

三

一

可 基準」と いう。） を遵守し なければな らない。

第三 十四条

２
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３

４

５

が特別利 用保育又 は特別利用 教育を行 う場合に あっては 、特別利用 保育又は特 別利用教 育を含む 。以下こ の節におい て同じ。 ）を提供 しなけれ ば
なら ない。

市町村が 前項の条 例を定め るに当た っては、次 に掲げる 事項につ いては内閣 府令で定 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
一

特定 教育・保 育施設の 運営に関す る事項で あって、 小学校就 学前子ども の適切な処 遇の確保 及び秘密 の保持並 びに小学校 就学前子 どもの健 全

特定教 育・保育施 設に係る 利用定員 （第二十 七条第一項 の確認にお いて定め る利用定 員をいう 。第七十七 条第一項 第一号に おいて同 じ。）

内閣府 令で定める 基準を参 酌するも のとする 。
二
な発 達に密接に 関連する ものとし て内閣府 令で定める もの

内閣総 理大臣は、 前項に規 定する内 閣府令で 定める基準 を定め、 又は変更し ようとす るとき、 及び同項第 二号の内 閣府令を 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 、特定教 育・保育 の取扱いに関 する部分 について 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。

特定 教育・保育 施設の設 置者は、 次条第二 項の規定に よる利用 定員の減 少の届出 をしたとき 又は第三十 六条の規 定による 確認の辞 退をすると き

は 、当該届出 の日又は 同条に規 定する予 告期間の開 始日の前一 月以内に 当該特定 教育・保 育を受けて いた者で あって、 当該利用 定員の減少 又は確

認の辞退 の日以後 においても 引き続き 当該特定 教育・保 育に相当す る教育・保 育の提供 を希望す る者に対 し、必要な 教育・保 育が継続 的に提供 さ

れる よう、他 の特定教 育・保育施 設の設置者 その他関 係者との 連絡調整 その他の便 宜の提供 を行わな ければな らない。
特定 教育・保育 施設は、 三月以上 の予告期 間を設けて 、その確 認を辞退 すること ができる。

（ 確認の辞 退）
第三十 六条
（ 市町村長 等による連 絡調整又 は援助）
（略）

内閣総理 大臣は、 同一の特 定教育・保 育施設の 設置者に ついて二 以上の都道 府県知事が 前項の規 定による 連絡調整 又は援助を 行う場合 において

互間 の連絡調 整又は当該特 定教育・ 保育施設 の設置者 に対する 市町村の区 域を超え た広域的 な見地か らの助言その 他の援助 を行うこ とができ る。

該特定教 育・保育施 設の設置 者による 第三十四 条第五項に 規定する 便宜の提供 が円滑に 行われる ため必要が あると認 めるとき は、当該 市町村長相

都道府県知 事は、同 一の特定 教育・保 育施設の設 置者につい て二以上 の市町村 長が前項 の規定によ る連絡調 整又は援 助を行う 場合におい て、当

第三十七条
２

３

、当該特 定教育・ 保育施設 の設置者 による第三 十四条第 五項に規 定する便 宜の提供が 円滑に行わ れるため 必要があ ると認め るときは、 当該都道 府

県 知事相互間 の連絡調 整又は当 該特定教 育・保育施 設の設置者 に対する 都道府県 の区域を 超えた広域 的な見地 からの助 言その他 の援助を行 うこと
ができる 。
（報 告等）
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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

第十 三条第二項 の規定は 前項の規 定による 質問又は検 査につい て、同条 第三項の 規定は前項 の規定によ る権限に ついて準 用する。

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。

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

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

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

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

第三十八条

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

（確 認の取消 し等）
第四 十条
一

特定教 育・保育 施設の設 置者が、教 育・保育 施設の認 可基準に 従って施設 型給付費の 支給に係 る施設と して適正 な教育・保 育施設の 運営をす

特定教育 ・保育施 設の設置者が 、第三十 三条第六 項の規定 に違反した と認めら れるとき 。

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。
二

ること ができなく なったと 当該特定 教育・保 育施設に係 る教育・ 保育施設の 認可等を 行った都 道府県知事 （指定都 市等所在 認定こど も園につい

て は当該指 定都市等の 長とし、指 定都市等 所在保育 所につい ては当該指 定都市等 又は児童 相談所設 置市の長と する。）が 認めたと き。

特定 教育・保 育施設の 設置者が、 第三十四 条第二項 の市町村 の条例で定 める特定教 育・保育 施設の運 営に関す る基準に従 って施設 型給付費 の
施設型 給付費又 は特例施 設型給付 費の請求 に関し不正 があった とき。

三
四

特定教育・ 保育施設の 設置者が 、第三十 八条第一 項の規定に より報告 又は帳簿 書類その 他の物件の 提出若しく は提示を 命ぜられ てこれに 従わ

支給に 係る施設 として適 正な特定 教育・保 育施設の運 営をする ことがで きなくな ったとき。
五

ず 、又は虚 偽の報告 をしたとき 。

特定 教育・保 育施設の 設置者又 はその職員 が、第三 十八条第 一項の規 定により出 頭を求めら れてこれ に応ぜず 、同項の 規定による 質問に対 し

特定教育 ・保育施 設の設置者が 、不正の 手段によ り第二十 七条第一 項の確認を 受けたと き。

六

て 答弁せず、 若しくは虚 偽の答弁 をし、又 は同項の 規定による 検査を拒 み、妨げ 、若しく は忌避した とき。ただ し、当該 特定教育 ・保育施 設の
七

前各号 に掲げる 場合のほ か、特定教 育・保育 施設の設 置者が、 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

職員がそ の行為を した場合に おいて、 その行為 を防止す るため、当 該特定教育 ・保育施 設の設置 者が相当 の注意及び 監督を尽 くしたと きを除く 。
八

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。
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２

十

九

特定教育 ・保育施 設の設置者の 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

前各 号に掲げ る場合のほ か、特定 教育・保 育施設の 設置者が、 教育・保育 に関し不 正又は著 しく不当 な行為をし たとき。

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

市 町村長は 、次に掲 げる場合 には、遅滞な く、当該 特定教育 ・保育施 設の設置 者の名称、 当該特定 教育・保 育施設の 所在地その他 の内

られる 者を含む。 以下同じ 。）又は その長の うちに過去 五年以内 に教育・保 育に関し 不正又は 著しく不当 な行為を した者が あるとき 。
（略）
（公示）
第四 十一条

二

一

前条 第一項の 規定によ り第二十 七条第一項 の確認を 取り消し 、又は確 認の全部若 しくは一部 の効力を 停止した とき。

第三十 六条の規 定による第 二十七条 第一項の 確認の辞 退があった とき。

第二十七 条第一項の確 認をした とき。

閣府令で 定める事項 を都道府 県知事に 届け出る とともに、 これを公 示しなけれ ばならな い。

三
（ 市町村によ るあっせ ん及び要 請）

市町村 は、特定 教育・保育 施設に関 し必要な 情報の提 供を行うとと もに、支 給認定保 護者から 求めがあ った場合そ の他必要 と認めら れ

特定教 育・保育 施設の設置 者は、前 項の規定 により行 われるあっ せん及び要 請に対し 、協力し なければ ならない。

当 該支給認 定子ども の利用の 要請を行う ものとす る。

談 に応 じ、 必要な 助 言又は 特定 教育・ 保育施設の 利用につ いてのあっ せんを行 うととも に、必要に 応じて、 特定教育 ・保育施 設の設置者 に対し、

の 状況、 当該 支給 認定 保護 者に 必要な支 援の内容 その他の 事情を勘案 し、当該支 給認定子 どもが適 切に特定 教育・保育 施設を利 用できる よう、相

る場 合に は、 特定 教育 ・保育 施 設を利用し ようとする 支給認定 子どもに 係る支給 認定保護者 の教育・ 保育に係 る希望、 当該支給認 定子どもの 養育

第四十二条

２

第 二十九条 第一項の確 認は、内閣 府令で定 めるとこ ろにより 、地域型保 育事業を 行う者の 申請によ り、地域型 保育の種類 及び当該 地域

（特定地 域型保育 事業者の 確認）
第四十 三条

型 保育 の種 類に係 る 地域型 保育 事業を 行う事業所 （以下「 地域型保育 事業所」 という。 ）ごとに、 第十九条 第一項第 三号に掲 げる小学校 就学前子

ど もに 係る 利用 定員 （事 業所 内保育の 事業を行 う事業所 （以下「 事業所内保 育事業所」 という。 ）にあっ ては、そ の雇用する 労働者の 監護する 小

学校 就学 前子 どもを 保育 する ため当 該事業所 内保育の 事業を自ら 施設を設 置し、又 は委託し て行う事業 主に係る当 該小学校 就学前子 ども（当 該事

業所 内保 育の 事業 が、 事業主 団 体に係るもの にあって は事業主 団体の構 成員である 事業主の 雇用する 労働者の 監護する 小学校就学前 子どもと し、
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２

３

４

５

６

共済 組合 等（ 児童福 祉法 第六 条の三 第十二項 第一号ハ に規定する 共済組合 等をいう 。）に係 るものにあ っては共済 組合等の 構成員（ 同号ハに 規定

する 共済 組合 等の 構成 員をい う 。）の監護 する小学校 就学前子 どもとす る。以下 「労働者等 の監護す る小学校 就学前子 ども」とい う。）及び その

他 の小学 校就 学前 子ど もご とに 定める第 十九条第 一項第三 号に掲げる小 学校就学 前子ども に係る利 用定員と する。）を 定めて、 市町村長 が行う。

前項の確 認は、当該 確認をす る市町村 長がその 長である市 町村の区域 に居住地 を有する 者に対す る地域型保 育給付費 及び特例 地域型保 育給付費
の 支給につ いて、そ の効力を 有する。

市町村 長は、第 一項の規定 により特 定地域型 保育事業 （特定地域 型保育を行 う事業を いう。以 下同じ。 ）の利用定 員を定め ようとす るときは 、

あら かじ め、 第七 十七 条第一 項 の審議会その 他の合議 制の機関 を設置し ている場 合にあって はその意 見を、そ の他の場 合にあっては 子どもの 保護
者そ の他子ど も・子育て 支援に係る 当事者の 意見を聴 かなけれ ばならない 。

市町村長 は、第一項 の申請が あった場 合におい て、当該申請 に係る地 域型保育 事業所が 当該市町 村の区域の 外にある 場合であ って、そ の所在地

の 市町 村長 （以 下こ の条 にお いて「所 在地市町 村長」と いう。） の同意を得 ていないと きは、第 二十九条 第一項の 確認をして はならな い。ただ し

、第 一項の 申 請を受 けた 市町 村長（ 以下この 条におい て「被申請 市町村長 」という 。）と所 在地市町村長 との協議 により、 この項本 文の規定 によ
る同意を 要しない ことにつ いて所在 地市町村長 の同意が あるとき は、この 限りでない 。

前 項ただし 書の規定 により同項本 文の規定 が適用さ れない場 合であっ て、第一項 の申請に 係る地域 型保育事 業所（所在地 市町村長 の管轄す る区

域 にあ るも のに限 る。 ）に つい て、次 の各号に掲 げるとき は、それぞ れ当該各 号に定め る時に、当 該申請者 について 、被申請 市町村長に よる第二

所在 地市町村長 が第二十 九条第一 項の確認 をしたとき

十 九条第一 項の確認 があったも のとみな す。
一

所在 地市 町村 長に よる第 二十 九条第一項 の確認が されてい るとき

被申請市町 村長が当 該地域型 保育事業 所に係る地 域型保育事 業を行う 者か

当該確認 がされた 時

二

ら第一 項の申請 を受けた時

所在地市町 村長によ る第二十 九条第一 項の確認に ついての第 五十二条 第一項の 規定によ る取消し又 は効力の 停止は、 前項の規 定により受 けたも
の とみなさ れた被申 請市町村長 による第 二十九条 第一項の 確認の効力 に影響を及 ぼさない 。

特定地 域型保育 事業者は 、利用定員 （第二十 九条第一 項の確認 において定 められた利 用定員を いう。第 四十六条 第三項第一 号を除き 、

（特定地 域型保育事 業者の確 認の変更 ）
第四十四条

以下 この節に おいて同 じ。）を 増加しよ うとするとき は、あら かじめ、 内閣府令 で定めると ころによ り、当該 特定地域 型保育事 業者に係る第 二十
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２

九条第一 項の確認 の変更を申 請するこ とができ る。

前 条第四項 から第六 項までの規 定は、前項 の確認の 変更の申 請があっ た場合につ 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 。
（特定 地域型保育 事業者の 責務）

特 定地域型 保育事業 者は、支給 認定保護者 から利用 の申込み を受けた ときは、正 当な理由 がなけれ ば、これ を拒んでは ならない。

特定地域 型保育事 業者は、前 項の申込 みに係る 満三歳未 満保育認定子 ども及び 当該特定 地域型保 育事業者 に係る特定 地域型保 育事業を 現に利用

第四十 五条
２

し て いる満 三歳 未満 保育 認定 子ども の総数が、 その利用 定員の総 数を超え る場合にお いては、内 閣府令で 定めると ころによ り、同項の 申込みに 係

内 閣総理大臣 は、前項の 内閣府令 を定め、 又は変更 しようとす るときは 、あらか じめ、厚 生労働大臣 に協議しな ければな らない。

る満三歳 未満保育 認定子ども を公正な 方法で選 考しなけ ればならな い。
３

特 定地域型 保育事業 者は、満 三歳未満保育 認定子ど もに対し 適切な地 域型保育 を提供する とともに 、市町村 、教育・ 保育施設、児 童相談所 、児

特 定地域型 保育事業 者は、小学 校就学前子 どもの人 格を尊重 するとと もに、この 法律又は この法律 に基づく 命令を遵守 し、誠実に その職務 を遂

ればな らない。

特定地 域型保育 事業者は 、その提供 する地域 型保育の 質の評価 を行うこと その他の措 置を講ず ることに より、地 域型保育の 質の向上 に努めな け

応 じ、効果 的に行う ように努 めなければ ならない 。

童 福祉 施設 、教 育機 関その 他の 関係機 関との緊 密な連携を 図りつつ、 良質な地 域型保育 を小学校 就学前子ど もの置か れている 状況その 他の事情に

４

５

６
行 しなければ ならない 。

特定地 域型保育 事業者は、 三月以上 の予告期 間を設け て、その確認 を辞退す ることが できる。 準ずる日 として政令 で定める 日から起 算

（ 確認の辞 退）
第四十八条

して 五年を経 過するま での間は、 第三十一条 第一項の 申請をす ることが できない

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 地域型保 育事業者 又は特定地 域型保育 事業者で あ

（ 報告等）
第五十条

った 者若 しく は特 定地 域型 保育 事業所の職 員であった 者（以下 この項に おいて「 特定地域型 保育事業 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、 特定地域型 保育事業者 若しくは 特定地域 型保育事 業所の職員 若しくは 特定地域 型保育事
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２

業者 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 地域型保育 事業者の 特定地域 型保育事 業所

市町 村長は、次 に掲げる 場合には 、遅滞な く、当該特 定地域型 保育事業 者の名称 、当該特定 地域型保育 事業所の 所在地そ の他の内 閣府

、事務所 その他特 定地域型 保育事業 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）
（ 公示）
第五十 三条

二

一

前条第 一項の規 定により 第二十九 条第一項の 確認を取 り消し、 又は確認の 全部若し くは一部の 効力を停 止したと き。

第四十八 条の規定 による第 二十九条第一 項の確認 の辞退が あったと き。

第二 十九条第 一項の確 認をしたと き。

令 で定める 事項を都道 府県知事 に届け出 るととも に、これを 公示しなけ ればなら ない。

三
（市 町村による あっせん及 び要請）

市 町村は、 特定地域 型保育事 業に関し必 要な情報の 提供を行 うととも に、支給 認定保護者 から求め があった 場合その 他必要と認 められ

特 定地域型 保育事業 者は、前 項の規定 により行われ るあっせ ん及び要 請に対し 、協力しな ければな らない。

地域 型保育事業 者に対し、 当該満三 歳未満保 育認定子 どもの利用 の要請を 行うもの とする。

型保 育事 業を 利用 でき るよう 、相談 に応じ、 必要な助 言又は特 定地域型保 育事業の 利用につ いてのあ っせんを 行うとともに 、必要に 応じて、 特定

保育 認定子 ども の養 育の 状況 、当該 支給認定 保護者に必 要な支援 の内容そ の他の事 情を勘案し 、当該満三 歳未満保 育認定子 どもが適 切に特定地 域

る 場合 には 、特 定地 域型保 育 事業を利 用しよう とする満 三歳未満保 育認定子ど もに係る 支給認定 保護者の 地域型保育 に係る希 望、当該 満三歳未 満

第五 十四条

２
（業務管理 体制の整 備等）

特定教 育・保育 施設の設 置者及び特 定地域型 保育事業 者（以下 「特定教育 ・保育提供 者」とい う。）は 、第三十 三条第六項 又は第四 十

特定教育・ 保育提供 者は、次 の各号に 掲げる区分に 応じ、当 該各号に 定める者 に対し、 内閣府令で 定めると ころによ り、業務 管理体制の整 備に

五条 第六項に規 定する義務 の履行が 確保され るよう、 内閣府令で 定める基 準に従い 、業務管 理体制を整 備しなけれ ばならな い。

第五十五条

２

が一の市 町村の区 域に所在 する特定教 育・保育 提供者

市 町村長

その確認に 係る教育・ 保育施設 又は地域 型保育事 業所が二以 上の都道 府県の区 域に所在 する特定教 育・保育提 供者

内 閣総理大 臣

その確 認に 係る 全て の教 育・保 育施設又 は地域型保 育事業所 （その確 認に係る 地域型保育の 種類が異 なるもの を含む。 次号にお いて同じ。 ）

関 する事項 を届け出 なければな らない。
一

二
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３

４

５

三

前二 号に掲げ る特定教育 ・保育提 供者以外 の特定教 育・保育提 供者

都道 府県知事

前項 の規定によ る届出を 行った特 定教育・ 保育提供者 は、その 届け出た 事項に変 更があった ときは、内 閣府令で 定めると ころによ り、遅滞な く

、そ の旨を当 該届出を行 った同項各 号に定め る者（以 下この節 において「 市町村長 等」とい う。）に 届け出なけ ればならな い。

第二項の 規定による 届出を行 った特定 教育・保 育提供者は 、同項各号 に掲げる 区分の変 更により 、同項の規 定により 当該届出 を行った 市町村長

等 以外 の市 町村 長等 に届 出を 行うとき は、内閣 府令で定 めるとこ ろにより、 その旨を当 該届出を 行った市 町村長等 にも届け出 なければ ならない 。
市町村 長等は、 前三項の規 定による 届出が適 正になさ れるよう、 相互に密接 な連携を 図るもの とする。
（報告等 ）

前 条第二項 の規定によ る届出を受 けた市町 村長等は 、当該届 出を行った 特定教育 ・保育提 供者（同 条第四項の 規定による 届出を受 けた

第 十三条第 二項の規 定は第一項 の規定によ る質問又 は検査に ついて、 同条第三項 の規定は 第一項の 規定によ る権限につ いて準用す る。

その結果 を当該権限 を行うよ う求めた 市町村長 に通知しな ければな らない。

内閣総理大 臣又は都 道府県知 事は、前 項の規定に よる市町村 長の求め に応じて 第一項の 権限を行っ たときは 、内閣府 令で定め るところに より、

必要があ ると認め るときは 、内閣総 理大臣又は 都道府県 知事に対 し、第一 項の権限を行 うよう求 めること ができる 。

市町村長 は、その 行った又 はその行お うとする 確認に係 る特定教 育・保育提供 者におけ る前条第 一項の規 定による 業務管理体 制の整備 に関して

認市 町村長」と いう。）と 密接な連 携の下に 行うもの とする。

内閣総 理大臣又は 都道府県 知事が前 項の権限 を行うとき は、当該 特定教育・ 保育提供 者に係る 確認を行っ た市町村 長（次条 第五項に おいて「確

育・ 保育の提 供に関係 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。

員に関係 者に対し 質問させ、 若しくは 当該特定 教育・保 育提供者の 当該確認に 係る教育 ・保育施 設若しく は地域型保 育事業所 、事務所 その他の 教

件 の提出若 しくは提示 を命じ、 当該特定 教育・保 育提供者若し くは当該 特定教育 ・保育提 供者の職 員に対し出 頭を求め 、又は当 該市町村 長等の職

関して 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 、当該特 定教育・保 育提供者に 対し、報 告若しく は帳簿書 類その他の 物

市 町村長等 にあって は、同項 の規定によ る届出を 行った特 定教育・ 保育提供者 を除く。） における 同条第一 項の規定 による業務 管理体制 の整備に

第五十 六条

２
３
４
５

第五十 五条第二項 の規定に よる届出 を受けた 市町村長 等は、当該届 出を行っ た特定教 育・保育 提供者（同 条第四項 の規定に よる届出 を

（ 勧告、命 令等）
第五十七条

受け た市 町村 長等 にあ っては 、 同項の規定 による届出 を行った 特定教育 ・保育提 供者を除く 。）が、 同条第一 項に規定 する内閣府 令で定める 基準

に 従って 施設 型給 付費 の支 給に 係る施設 又は地域 型保育給 付費の支給に 係る事業 を行う者 として適 正な業務 管理体制の 整備をし ていない と認める
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２

とき は、 当該 特定教 育・ 保育 提供者 に対し、 期限を定 めて、当該 内閣府令 で定める 基準に従 って適正な 業務管理体 制を整備 すべきこ とを勧告 する
ことがで きる。

市 町村長等 は、前項 の規定によ る勧告をし た場合に おいて、 その勧告 を受けた特 定教育・ 保育提供 者が同項 の期限内に これに従わ なかった とき
は 、その旨を 公表する ことがで きる。

市町村長 等は、第 一項の規 定による 勧告を受け た特定教 育・保育 提供者が、 正当な理由 がなくて その勧告 に係る措 置をとら なかったと きは、当

市町 村長等は、 前項の規 定による 命令をし たときは、 その旨を 公示しな ければな らない。

３

４

内 閣総理大 臣又は都 道府県知事 は、特定教 育・保育 提供者が 第三項の 規定による 命令に違 反したと きは、内 閣府令で定 めるところ により、 当該

該特定教 育・保育提 供者に対 し、期限 を定めて 、その勧 告に係る措置 をとるべ きことを 命ずるこ とができる 。

５

特定教育 ・保育提 供者は、特 定教育・ 保育施設 又は特定 地域型保育 事業者（以 下「特定 教育・保 育施設等 」という。 ）の確認 を受け、

違 反の内容を 確認市町 村長に通 知しなけ ればならな い。
第五 十八条

教育 ・保育 の 提供を 開始 しよ うとす るときそ の他内閣 府令で定め るときは 、政令で 定めると ころにより、 その提供 する教育 ・保育に 係る教育 ・保

育情 報（ 教育 ・保 育の 内容及 び教 育・保育を 提供する 施設又は 事業者の 運営状況に 関する情 報であっ て、小学 校就学前子 どもに教育 ・保育を 受け

さ せ、又 は受 けさ せよ うと する 小学校就 学前子ど もの保護者 が適切かつ 円滑に教 育・保育 を小学校 就学前子ど もに受け させる機 会を確保 するため

に 公表 され ること が必 要な もの として 内閣府令で 定めるも のをいう。 以下同じ 。）を、 教育・保育 を提供す る施設又 は事業所 の所在地の 都道府県

都道府 県知事は 、前項の規 定による 報告を受 けた後、 内閣府令で 定めるとこ ろにより 、当該報 告の内容 を公表しな ければな らない。

知 事に報告 しなけれ ばならない 。
２

都道府 県知事は 、第一項 の規定に よる報告 に関して必 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、 当該報告 をした特定 教

都道府 県知事は 、特定教 育・保育 提供者に対 して前項 の規定に よる処分 をしたとき は、遅滞な く、その 旨を、当 該特定教 育・保育施 設等の確 認

その調査 を受けるこ とを命ず ることが できる。

し くは 調査 の実 施を 妨げた と きは、期 間を定め て、当該 特定教育・ 保育提供者 に対し、 その報告 を行い、 若しくはそ の報告の 内容を是 正し、又 は

都道府県知 事は、特 定教育・ 保育提供 者が第一項 の規定によ る報告を せず、若 しくは虚 偽の報告を し、又は 前項の規 定による 調査を受け ず、若

育・ 保育提供 者に対し、教 育・保育 情報のう ち内閣府 令で定め るものにつ いて、調 査を行う ことがで きる。

３

４

５
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６

７

をした市 町村長に 通知しなけ ればなら ない。

都道 府県知事は 、特定教 育・保育 提供者が 、第四項の 規定によ る命令に 従わない 場合におい て、当該特 定教育・ 保育施設 等の確認 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 適当であ ると認め るときは 、理由を 付して、そ の旨をそ の確認を した市町
村 長に通知し なければ ならない 。

都道府県 知事は、 小学校就 学前子ど もに教育・ 保育を受 けさせ、 又は受けさ せようとす る小学校 就学前子 どもの保 護者が適 切かつ円滑 に教育・

保育 を小 学校 就学前 子ど もに 受けさ せる機会 の確保に 資するため 、教育・ 保育の質 及び教育 ・保育を担 当する職員 に関する 情報（教 育・保育 情報

に該 当す るも のを 除く 。）で あ って内閣府令 で定める ものの提 供を希望 する特定 教育・保育 提供者か ら提供を 受けた当 該情報につい て、公表 を行

市町村は、 内閣府令 で定める ところに より、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 画に従っ て、地域 子ども・

うよ う配慮す るものとす る。
第五 十九条

支給 認定 保護 者の うち、 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 定める基準 に該当する もの（以 下こ

より、当 該支給認定 保護者が 支払うべ き時間外 保育の費用 の全部又は 一部の助 成を行う ことによ り、必要な 保育を確 保する事 業

よ る保 育（ 保育 必要 量の範 囲 内のも のを 除く 。以下こ の号にお いて「時 間外保育」 という。） を受けた ものに対 し、内閣 府令で定め るところ に

け る日 及び 時間帯 とし て定 めら れた 日及 び時 間帯をいう 。）以外の 日及び時 間におい て当該特 定教育・保 育施設等 又は特例 保育を行 う事業者に

お いて同 じ。 ）の 提供 に関 する契 約に おい て、 当該保育認 定子ども が当該特 定教育・保 育施設等 又は特例 保育を行 う事業者に よる特定保 育を受

施設 等又 は特例 保 育を行 う事 業者 と締 結し た特定 保育（特定 教育・保 育（保育 に限る。 ）、特定地 域型保育 又は特例 保育をい う。以下こ の号に

附則第 六条 にお いて 「保 育認 定子 ども 」とい う。） が、やむ を得ない理 由により 利用日及 び利用時 間帯（当該 支給認定保 護者が特 定教育・ 保育

支 給認 定保 護者 であ って 、その支 給認定子 ども（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 るものを除 く。以下 この号及 び

事業

者 からの 相談 に応 じ、 必要 な情報 の 提供及 び助 言を行うと ともに、 関係機関 との連絡調 整その他 の内閣府 令で定め る便宜の提 供を総合的 に行う

用で きる よう 、子 ども及 びそ の保 護者 の身 近な場 所において 、地域の 子ども・ 子育て支 援に関する 各般の問 題につき 、子ども 又は子ども の保護

子ども 及 びその 保護 者が 、確実 に子ども ・子育て 支援給付を 受け、及 び地域子 ども・子 育て支援事業 その他の 子ども・ 子育て支 援を円滑 に利

子 育て支援 事業とし て、次に 掲げる事業 を行うも のとする 。
一

二

三
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の号に お いて「 特定 支給 認定 保護 者」 という 。）に 係る支給 認定子ど もが特定教 育・保育 、特別利 用保育、 特別利用教 育、特定地 域型保育 又は

特例 保育 （以 下こ の号に おい て「 特定 教育 ・保 育等」という 。）を受 けた場合 において 、当該特 定支給認定 保護者が 支払うべ き日用品、 文房具

そ の他の 教育 ・保 育に 必要 な物品 の 購入に 要す る費用又は 特定教育 ・保育等 に係る行事 への参加 に要する 費用その 他これらに 類する費用 として
市 町村が定め るものの全 部又は一 部を助成 する事業

特 定教 育・ 保育 施設 等へ の民間事 業者の参 入の促進 に関する 調査研究そ の他多様な 事業者の 能力を活 用した特 定教育・保 育施設等 の設置又 は

六

五

児童福祉 法第六条 の三第四 項に規定 する乳児家 庭全戸訪問 事業

児童福祉 法第六条の 三第三項に 規定する 子育て短 期支援事 業

児童 福祉法第 六条の三 第二項に 規定する放 課後児童 健全育成 事業

四

七

児 童福 祉法 第六 条の 三第 五項に規 定する養 育支援訪 問事業そ の他同法第 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

運営を促 進するため の事業

八

児童 福祉法第 六条の三 第六項に 規定する地 域子育て 支援拠点 事業

による同 法第二十五 条の七第 一項に規 定する要 保護児童等 に対する支 援に資す る事業
九

児童福 祉法第六 条の三第 十三項に 規定する病児 保育事業

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

十一

児童 福祉法第 六条の三第 十四項に 規定する 子育て援 助活動支援 事業

十

十二

母 子保健法（ 昭和四十 年法律第 百四十一 号）第十三 条第一項の 規定に基 づき妊婦 に対して 健康診査を 実施する 事業

政 府は、仕 事と子育 てとの両 立に資する 子ども・ 子育て支 援の提供 体制の充実を 図るため 、仕事・ 子育て両 立支援事 業として、 児

十三

（略）

及 び援助を 行う事業 を行うこと ができる 。

目 的と する ものそ の他 事業 主と 連携し て当該事業 主が雇用 する労働者 の監護す る乳児又 は幼児の保 育を行う 業務に係 るものの 設置者に対 し、助成

童 福祉法 第五 十九 条の 二第 一項 に規定す る施設（ 同項の規定 による届出 がされた ものに限 る。）の うち同法第 六条の三 第十二項 に規定す る業務を

第五十九条 の二

２

内閣 総理大臣 は、教育 ・保育及 び地域子ど も・子育て 支援事業 の提供体 制を整備 し、子ども ・子育て 支援給付 並びに地 域子ども・ 子育て

（基 本指針）
第六 十条
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２

３

４

支援 事業 及び 仕事・ 子育 て両 立支援 事業の円 滑な実施 の確保その 他子ども ・子育て 支援のた めの施策を 総合的に推 進するた めの基本 的な指針 （以

子 ども ・子育 て 支援の 意義 並びに 子ども・子 育て支援 給付に係る 教育・保 育を一体 的に提供す る体制そ の他の教 育・保育 を提供する 体制の確

基 本指針に おいては 、次に掲げ る事項につ いて定め るものと する。

下「基本 指針」と いう。） を定める ものとする 。

一

保 並びに地 域子ども ・子育て 支援事業及 び仕事・子 育て両立 支援事業 の実施に 関する基本 的事項

次条 第一 項に規 定す る市 町村子 ども・子 育て支援 事業計画に おいて教 育・保育 及び地域 子ども・子 育て支援事 業の量の 見込みを 定めるに 当た

三

労働者 の職業生 活と家庭 生活との両 立が図ら れるよう にするため に必要な雇 用環境の 整備に関 する施策 との連携 に関する事 項

児童福祉 法その他 の関係法 律による 専門的な知 識及び技術 を必要と する児童 の福祉増 進のための 施策との 連携に関 する事項

二

って 参酌 すべ き標 準その 他当 該市 町村 子ど も・子 育て支援事 業計画及 び第六十 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

四

前各号 に 掲げる もの のほ か、子 ども・子 育て支援 給付並びに 地域子ど も・子育 て支援事 業及び仕事・ 子育て両 立支援事 業の円滑 な実施の 確保

の作成 に関する 事項

五

その他子 ども・子 育て支援 のための 施策の総合 的な推進の ために必 要な事項

内 閣総理大 臣は、基 本指針を定め 、又は変 更しよう とすると きは、あ らかじめ、 文部科学 大臣、厚 生労働大 臣その他の関 係行政機 関の長に 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 。

内閣総理 大臣は、 基本指針 を定め、又 はこれを 変更した ときは、 遅滞なく、 これを公表 しなけれ ばならな い。
（市町村 子ども・子 育て支援 事業計画 ）

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

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

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。

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。

第六十一条

２
一

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

- 26 -

３

４

５

６

７

８

二

三

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

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

産後 の休業及 び育児休 業後にお ける特定教 育・保育 施設等の 円滑な利 用の確保に 関する事項

市町村 子ども・ 子育て支援 事業計画 において は、前項 各号に規定 するものの ほか、次 に掲げる 事項につ いて定める よう努め るものと する。
一

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

労働者 の職業生 活と家庭 生活との両 立が図ら れるよう にするため に必要な雇 用環境の 整備に関 する施策 との連携 に関する事 項

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 関する都 道府県が 行う施策と の連携に関 する事項

二

三

市町村 子ども・ 子育て支援 事業計画 は、教育 ・保育提 供区域にお ける子ども の数、子 どもの保 護者の特 定教育・保 育施設等 及び地域 子ども・ 子
育て支援 事業の利 用に関す る意向そ の他の事情 を勘案し て作成さ れなけれ ばならない 。

市 町村は、 教育・保 育提供区域に おける子 ども及び その保護 者の置か れている環 境その他 の事情を 正確に把 握した上で、 これらの 事情を勘 案し
て 、市町村子 ども・子 育て支援 事業計画 を作成するよ う努める ものとす る。

市町村子 ども・子 育て支援 事業計画は 、社会福 祉法第百 七条第一 項に規定す る市町村地 域福祉計 画、教育 基本法第 十七条第二 項の規定 により市

町村 が定め る 教育の 振興 のた めの施 策に関す る基本的な 計画（次 条第四項 において 「教育振興 基本計画」 という。 ）その他 の法律の 規定による 計
画であっ て子ども の福祉又 は教育に 関する事項 を定める ものと調 和が保た れたもので なければな らない。

市 町村は、 市町村子ど も・子育て 支援事業 計画を定 め、又は 変更しよう とすると きは、あ らかじめ 、第七十七 条第一項の 審議会そ の他の合 議制

の 機関 を設 置して いる 場合 にあ っては その意見を 、その他 の場合にあ っては子 どもの保 護者その他 子ども・ 子育て支 援に係る 当事者の意 見を聴か
な ければな らない。

市町村 は、市町 村子ども・ 子育て支 援事業計 画を定め 、又は変更 しようとす るときは 、あらか じめ、イ ンターネッ トの利用 その他の 内閣府令 で

定める方 法により 広く住民 の意見を 求めること その他の 住民の意 見を反映 させるために 必要な措 置を講ず るよう努 めるもの とする。
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９

市町村 は、市町 村子ども・ 子育て支 援事業計 画を定め 、又は変 更しようとす るときは 、あらか じめ、都 道府県に協 議しなけ ればなら ない。

市町村は 、市町村 子ども・ 子育て支 援事業計画 を定め、 又は変更 したときは 、遅滞な く、これを 都道府県 知事に提 出しなけ ればならな い。

（都 道府県子 ども・子育 て支援事業 支援計画 ）

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

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。

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

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

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

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

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
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

一

教育・保 育情報の公表 に関する 事項

市町 村の区域 を超えた 広域的な 見地から行 う調整に 関する事 項

都道府 県子ども ・子育て支 援事業支 援計画に おいては 、前項各号 に掲げる事 項のほか 、次に掲 げる事項 について定 めるよう 努めるも のとする 。

二

労働者の 職業生活 と家庭生 活との両立 が図られる ようにす るために 必要な雇 用環境の整 備に関す る施策と の連携に 関する事項

都道府県 子ども・ 子育て支 援事業支援 計画は、 社会福祉 法第百八 条第一項に 規定する都 道府県地 域福祉支 援計画、 教育基本法 第十七条 第二項の

三

五

四

三

一

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。

第六 十二条

２

３

４

規定 により 都 道府県 が定 める 教育振 興基本計 画その他の 法律の規 定による 計画であ って子ども の福祉又は 教育に関 する事項 を定める ものと調和 が
保たれた ものでな ければな らない。
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10

５

６

都道府 県は、都 道府県子ど も・子育 て支援事 業支援計 画を定め 、又は変更し ようとす るときは 、あらか じめ、第七 十七条第 四項の審 議会その 他

の合 議制 の機 関を 設置 してい る 場合にあっ てはその意 見を、そ の他の場 合にあっ ては子ども の保護者 その他子 ども・子 育て支援に 係る当事者 の意
見を 聴かなけ ればならな い。

都道府県 は、都道府 県子ども ・子育て 支援事業 支援計画を 定め、又は 変更した ときは、 遅滞なく 、これを内 閣総理大 臣に提出 しなけれ ばならな
い。
（市町村 の支弁）
次に掲 げる費用 は、市町 村の支弁 とする。

市町村が 設置する特 定教育・保 育施設に 係る施設 型給付費 及び特例施 設型給付 費の支給 に要する 費用

第六十五 条
一

都 道府 県及び 市 町村以 外の 者が設 置する特定 教育・保 育施設に係 る施設型 給付費及 び特例施設 型給付費 並びに地 域型保育 給付費及び 特例地域

地域 子ども・子 育て支援 事業に要 する費用

型 保育給付 費の支給 に要する 費用

二

三

都 道府県が 設置する特定 教育・保 育施設に 係る施設 型給付費 及び特例施 設型給付 費の支給 に要する 費用は、都道 府県の支 弁とする 。

（都道府 県の支弁 ）
第六十 六条

（ 拠出金の施 設型給付 費等支給 費用への 充当）

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 、国、都 道府県そ の他の者 が負担すべ きものと して政令

全国的な 事業主の 団体は、 前項の割合 に関し、 内閣総理 大臣に対 して意見を 申し出るこ とができ る。

条第 一項及び 第六十八 条第一項 において「 拠出金充当 額」とい う。）を 第六十九 条第一項に 規定する 拠出金を もって充 てる。

条 第一項 及び 第七 十条 第二 項に おいて同 じ。）に 係るものに ついては、 その額の 六分の一 を超えな い範囲内で 政令で定 める割合 に相当す る額（次

に掲 げる 小学 校就 学前 子ども に該 当する支給 認定子ど ものうち 、満三歳 に達する日 以後の最 初の三月 三十一日 までの間に ある者を含 む。第六 十九

で定 めると こ ろによ り算 定し た額（ 以下「施 設型給付費 等負担対 象額」と いう。） であって、 満三歳未満 保育認定 子ども（ 第十九条 第一項第二 号

第六 十六条の 二

２

都道府 県は、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、施設 型給付費 等

（都道府 県の負担等 ）
第六十七条
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２

負担対象 額から拠 出金充当額 を控除し た額の四 分の一を 負担する。

都道 府県は、政 令で定め るところ により、 市町村に対 し、第六 十五条の 規定によ り市町村が 支弁する同 条第三号 に掲げる 費用に充 てるため、 当
該都 道府県の 予算の範囲 内で、交付 金を交付 すること ができる 。
（ 市町村に対 する交付 金の交付 等）

国は、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、施 設型給付費 等負担対

国は 、政令で定 めるとこ ろにより 、市町村 に対し、第 六十五条 の規定に より市町 村が支弁す る同条第三 号に掲げ る費用に 充てるた め、予算の 範

象額 から 拠出 金充当 額を 控除 した額 の二分の 一を負担 するものと し、市町 村に対し 、国が負 担する額及 び拠出金充 当額を合 算した額 を交付す る。

第六 十八条

２
囲内 で、交付 金を交付す ることがで きる。
（ 拠出金の徴 収及び納 付義務）

政府は、 児童手当 の支給に要 する費用 （児童手 当法第十 八条第一項 に規定する ものに限 る。次条 第二項に おいて「拠 出金対象 児童手当

二

一

私立 学校教職 員共済法 （昭和二 十八年法律 第二百四 十五号） 第二十八 条第一項に 規定する学 校法人等

厚生 年金保険法 （昭和二 十九年法 律第百十 五号）第八 十二条第一 項に規定 する事業 主（次号 から第四号 までに掲 げるもの を除く。 ）

国 家公 務員 共済 組合法 （ 昭和三十 三年法律 第百二十 八号）第百 二十六条第 一項に規 定する連 合会その 他同法に規 定する団 体で政令 で定める も

（略）

の

るも の

地方 公務 員等 共済 組合 法（ 昭和三十 七年法律 第百五十二 号）第百四 十四条の 三第一項 に規定す る団体その 他同法に 規定する 団体で政 令で定め

四

三

る 者（次項 において 「一般事業 主」とい う。）か ら、拠出 金を徴収す る。

」 とい う。 ）及び 仕事 ・子 育て 両立支 援事業に要 する費用 （同項にお いて「仕 事・子育 て両立支援 事業費用 」という 。）に充 てるため、 次に掲げ

五 十九条 第二 号、 第五 号及 び第 十一号に 掲げるも のに限る。 ）に要する 費用（次 条第二項 において 「拠出金対 象地域子 ども・子 育て支援 事業費用

子ど もに 係る もの に相 当する 費用 に限る。次 条第二項 において 「拠出金 対象施設型 給付費等 費用」と いう。） 、地域子ど も・子育て 支援事業 （第

費用 」とい う 。）、 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（施 設型給付費等 負担対象 額のうち 、満三歳 未満保育 認定

第六 十九条

２

（拠 出金の額 ）
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（略）

前項 の拠出金率 は、拠出 金対象児 童手当費 用、拠出金 対象施設 型給付費 等費用及 び拠出金対 象地域子ど も・子育 て支援事 業費用の 予想総額並 び

第七十条
２

に 仕事・ 子育 て両 立支 援事 業費 用の予定 額、賦課 標準の予 想総額並びに 第六十八 条第一項 の規定に より国が 負担する額 （満三歳 未満保育 認定子ど

も に係 るも のに限 る 。）、 同条 第二項 の規定によ り国が交 付する額及 び児童手 当法第十 八条第一項 の規定に より国庫 が負担す る額等の予 想総額に

子 どものた めの教育 ・保育給付を 受ける権 利及び拠 出金等そ の他この 法律の規定 による徴 収金を徴 収する権 利は、二年を 経過した とき

内閣府に 、子ども ・子育て 会議（以下 この章に おいて「 会議」とい う。）を 置く。

（ 略）

照 らし、お おむね五 年を通じ 財政の均衡 を保つこ とができ るものでな ければな らないもの とし、千 分の四・ 五以内に おいて、政 令で定め る。
３・４
（設 置）
第 七十二条
（時効 ）
第七十 八条

子どもの ための教 育・保育 給付の支 給に関する 処分につ いての審 査請求は、 時効の中 断に関して は、裁判 上の請求 とみなす 。

は 、時効に よって消滅 する。
２

拠出金 等その他 この法律 の規定によ る徴収金 の納入の 告知又は 催促は、民 法第百五十 三条の規 定にかか わらず、 時効中断の 効力を有 する。

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

３
第八十 三条

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

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

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

第十五 条第二項 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

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 。
第八十六 条

市町村は、 条例で、 正当な理 由なしに 、第十三条 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

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 、十万円以 下の過料に 処する。
第八 十七条

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 た者に対 し
十万円以 下の過料 を科する規 定を設け ることが できる。
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２

３

市町村 は、条例 で、正当な 理由なし に、第十 四条第一 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、若し くは同項 の規

定 による検 査を拒み 、妨げ、 若しくは忌 避した者 に対し十 万円以下 の過料を科 する規定を 設けるこ とができ る。

市 町村は、条 例で、第二 十三条第 二項若し くは第四 項又は第二 十四条第 二項の規 定による 支給認定証 の提出又は 返還を求 められて これに応 じな

則

い者 に対し十 万円以下 の過料を科 する規定を 設けるこ とができ る。
附
（保育所 に係る委 託費の支 払等）

市町村は 、児童福祉 法第二十 四条第一 項の規定 により保育 所におけ る保育を 行うため 、当分の間 、保育認定 子どもが 、特定教 育・保育 施設

前 項に規定する 額の収納 の事務に ついては 、収入の確 保及び保 育費用に 係る保育 認定子ど もの支給認定 保護者又 は扶養義 務者の便 益の増進に 寄

める額を 徴収する ものとする 。

保 育 費用を これ らの 者か ら徴 収した場 合におけ る家計に 与える影 響を考慮 して特定保育 所におけ る保育に 係る保育 認定子ども の年齢等 に応じて 定

第一項の 場合におい て、保育 費用の支 払をした 市町村の長 は、当該保 育費用に 係る保育 認定子ど もの支給認 定保護者 又は扶養 義務者か ら、当該

令で 定める。

第 一項の場合 におけるこ の法律及 び国有財 産特別措 置法（昭和 二十七年 法律第二 百十九号 ）の規定の 適用につい ての必要 な技術的 読替えは 、政

十三条の 三第二項 の規定は適 用しない 。

子 並 びに寡 婦福 祉法 （昭 和三 十九年 法律第百二 十九号） 第二十八 条第二項 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） 第

特定保育 所における 保育認定 子どもに 係る特定 教育・保 育については 、当分の 間、第三 十三条第 一項及び第 二項並び に第四十 二条、母 子及び父

二十 七条の規 定は適用 しない。

用の 額） に相 当す る額 （以 下こ の条にお いて「保育費 用」とい う。）を 当該特定 保育所に委 託費とし て支払う ものとす る。この 場合において 、第

大臣 が定 める 基準に よ り算定 した費 用の額（ その額が 現に当該 支給認定保 育に要し た費用の 額を超え るときは、 当該現に支 給認定保 育に要し た費

」と いう。 ）に 要し た費 用に ついて 、一月につ き、第二 十七条第 三項第一 号に規定す る特定教育 ・保育に 通常要す る費用の 額を勘案し て内閣総 理

こ の条 にお いて 同じ 。）を 受け た場合 について は、当該特 定教育・保 育（保育 必要量の 範囲内の ものに限る 。以下こ の条にお いて「支 給認定保育

（ 都道府 県 及び市 町村 以外 の者 が設置す る保育所 に限る。 以下この条 において「 特定保育 所」とい う。）か ら特定教育 ・保育（ 保育に限 る。以下

第六条

２

３

４

５
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６

７

８

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 。

第四 項の規定に よる費用 の徴収は 、これを 保育費用に 係る保育 認定子ど もの支給 認定保護者 又は扶養義 務者の居 住地又は 財産所在 地の都道府 県
又は 市町村に 嘱託するこ とができる 。

第四項の 規定により 徴収され る費用を 、指定の 期限内に納 付しない者 があると きは、地 方税の滞 納処分の例 により処 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。

第四項 の規定に より市町村 が同項に 規定する 額を徴収 する場合に おける児童 福祉法及 び児童手 当法の規 定の適用に ついての 必要な技 術的読替 え
は、政令 で定める 。

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

（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

三 項、 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

ロ

イ

次のイ及 びロに掲げ る額の合 計額

特例 施設型給 付費の支 給

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

との差額 その他の事 情を参酌し て市町村 が定める 額

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

が零 を下回る場 合には、 零とする 。）

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

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

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

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

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

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

施設 型給付費 の支給

る子ども 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
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三

特定 教育・保 育

次の

及び

に 掲げる額 の合計額

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 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
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

次の

及び

額と の差額そ の他の事情 を参酌して 市町村が 定める額
特別利用 保育

に掲げる 額の合計 額

の内閣総 理大臣が 定める基準 により算 定した

（1）

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 別利 用保育に通常 要する費 用の額と

及び

の内閣 総理大臣 が定める基 準により 算定した 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

と の差額そ の他の事 情を参酌し て市町村 が定める 額
特例 地域型保育 給付費の 支給
次の

（1）
に掲げ る額の合計 額

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

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 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

の 内閣総理 大臣が定め る基準に より算

（1）

イ

（2）

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 育施設

（1）

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 設の

（1）

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 地域型

特別 利用地域 型保育

（2）

ロ

イ

（2）

（1）
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（1）

（2）

（1）

（2）

（1）

（2）

ロ

次の

及び

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
特例 保育

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

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

及びロ

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

の内 閣総理大 臣が定める 基準によ り算定

（1）

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

並びに 第三号イ

（1）

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

及 びロ

（1）

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）

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
とす る。

る 費用のう ち、第一 項第一号ロ 、第二号 イ

及び ロ

並び に第三号イ

及びロ

及びロ

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。 ）」

（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。

（2）

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

（2）

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

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。

（1）

学 校教育法 （昭和二 十二年法律 第二十六号 ）（抄）

（2）

２

（2）

学 校を設置 しようとす る者は、 学校の種 類に応じ 、文部科学 大臣の定め る設備、 編制その 他に関す る設置基準 に従い、 これを設 置しなけ れ

この 法律で、 学校とは 、幼稚園 、小学校、 中学校、 義務教育 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 。

（2）

３

４

（1）

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

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。

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（

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

第 四条

ばな らない。

第三条

第一 条

○

（2）
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（1）

（2）

公立 又は私立 の大学及び 高等専門 学校

文 部科学大 臣

一

都道府 県知事

都 道府県の 教育委員 会

市町村（ 市町村が 単独で又は他 の市町村 と共同し て設立す る公立大 学法人を含 む。次条 、第十三 条第二項 、第十四条、 第百三十 条第一項 及び

（略 ）

私 立の幼稚園 、小学校 、中学校 、義務教 育学校、高 等学校、 中等教育 学校及び 特別支援学 校

第 百三十一 条におい て同じ。 ）の設置す る高等学校 、中等教 育学校及 び特別支 援学校

二
三
②～ ⑤

特別支 援学校に は、小学 部及び中学 部を置か なければ ならない 。ただし、 特別の必要 のある場 合におい ては、そ のいずれか のみを置 く

（略）

児童 福祉法（昭 和二十二 年法律第 百六十四 号）（抄）

かわ らず、小 学部及び中学 部を置か ないで幼 稚部又は 高等部のみ を置くこ とができ る。

特別支 援学校には 、小学部 及び中学 部のほか 、幼稚部又 は高等部 を置くこと ができ、 また、特 別の必要の ある場合 において は、前項 の規定にか

こと ができる 。

第七十六条
②

○
第六 条の三
（ 略）

こ の法律で 、一時預 かり事業 とは、家庭に おいて保 育（養護 及び教育 （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 る教育を 除く。

②～⑥
⑦

） を行うこ とをいう 。以下同 じ。）を 受けること が一時的 に困難と なつた乳児 又は幼児に ついて、 厚生労働 省令で定 めるとこ ろにより、 主として

昼間に おいて、保 育所、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 。

以 下「認定 こども園法 」という 。）第二 条第六項 に規定する 認定こども 園をいい 、保育所 であるも のを除く。 第二十四 条第二項 を除き、 以下同じ。
（略）

）その他 の場所に おいて、 一時的に預 かり、必 要な保護 を行う事 業をいう。
⑧

この法 律で、家庭 的保育事 業とは、 次に掲げ る事業を いう。

子ど も・ 子育 て支 援法 （平 成二十四 年法律第 六十五号） 第十九条第 一項第二 号の内閣 府令で定 める事由に より家庭 において 必要な保 育を受け

⑨
一

る こと が困 難であ る乳 児又 は幼 児（ 以下 「保 育を必要と する乳児・ 幼児」と いう。） であつて 満三歳未満 のものに ついて、 家庭的保 育者（市町

村 長（ 特別 区の 区長 を含む 。 以下同 じ。 ）が 行う研修 を修了し た保育士 その他の厚 生労働省令 で定める 者であつ て、当該 保育を必要 とする乳 児

・幼児 の保 育を 行う 者と して 市町 村長 が適当 と認め るものを いう。以下 同じ。） の居宅そ の他の場 所（当該保 育を必要と する乳児 ・幼児の 居宅

を除く。 ）におい て、家庭 的保育者 による保育 を行う事業 （利用定 員が五人 以下である ものに限 る。次号 において 同じ。）
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⑩

⑪

⑫

二

一

二

一

二

一

満三 歳以 上の幼 児に 係る 保育の 体制の整 備の状況 その他の地 域の事情 を勘案し て、保育 が必要と認 められる児 童であつ て満三歳 以上のも のに

つい て、 家庭 的保 育者の 居宅 その 他の 場所 （当 該保育が必要 と認めら れる児童 の居宅を 除く。） において、 家庭的保 育者によ る保育を行 う事業
こ の法律で 、小規模 保育事業と は、次に掲 げる事業 をいう。

保 育を 必要と す る乳児 ・幼 児であ つて満三歳 未満のも のについて 、当該保 育を必要 とする乳児 ・幼児を 保育する ことを目 的とする施 設（利用
定 員が六人 以上十九 人以下で あるものに 限る。）に おいて、 保育を行 う事業

満三 歳以 上の幼 児に 係る 保育の 体制の整 備の状況 その他の地 域の事情 を勘案し て、保育 が必要と認 められる児 童であつ て満三歳 以上のも のに
ついて、 前号に規 定する施 設におい て、保育を 行う事業
こ の法律で 、居宅訪 問型保育事 業とは、次 に掲げる 事業をい う。

保 育を 必要と す る乳児 ・幼 児であ つて満三歳 未満のも のについて 、当該保 育を必要 とする乳児 ・幼児の 居宅にお いて家庭 的保育者に よる保育
を 行う事業

満三歳 以 上の幼 児に 係る 保育の 体制の整 備の状況 その他の地 域の事情 を勘案し て、保育 が必要と認め られる児 童であつ て満三歳 以上のも のに
ついて、 当該保育 が必要と 認められ る児童の居 宅において 家庭的保 育者によ る保育を 行う事業

地 方公 務員 等共 済組合 法 （昭和 三十 七年 法律第百 五十二号 ）の規定 に基づく共 済組合その 他の厚生 労働省令 で定める 組合（以下 ハにおい て

くは 幼児の保育 を実施す る施設

設置 する 施設 又は 事業 主団 体から 委託 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 護する乳児 若しくは 幼児及びそ の他の乳 児若し

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 る乳児若 しくは幼 児及びその 他の乳児 若しくは 幼児を保 育するため に自ら

ら委託を 受けて当該 事業主が雇 用する労 働者の監 護する乳 児若しくは 幼児及び その他の 乳児若し くは幼児の 保育を実施 する施設

事 業主 がそ の雇 用す る労 働者の 監護 する 乳児若し くは幼児 及びその 他の乳児若 しくは幼児 を保育す るために 自ら設置 する施設又 は事業主 か

保育を必 要とする 乳児・幼 児であつ て満三歳未満 のものに ついて、 次に掲げ る施設に おいて、保 育を行う 事業

こ の法律で 、事業所 内保育事業と は、次に 掲げる事 業をいう 。

イ

ロ

ハ

「共済 組合 等」 とい う。 ）が 当該 共済組 合等 の構 成員 として 厚生労働 省令で定 める者（以 下ハにおい て「共済 組合等の 構成員」 という。） の

監護 する 乳児若 し くは幼 児及 びそ の他 の乳 児若し く は幼児 を保育す るために自 ら設置す る施設又 は共済組 合等から委 託を受けて 当該共済 組合
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⑬

⑭

二

等の構成 員の監護 する乳児若し くは幼児 及びその 他の乳児 若しくは 幼児の保育 を実施す る施設

満三 歳以 上の 幼児 に係る 保 育の体制の 整備の状況 その他の 地域の事 情を勘案 して、保育 が必要と 認められ る児童で あつて満三 歳以上のも のに
ついて 、前号に 規定する 施設におい て、保育 を行う事 業

この法律 で、病児保 育事業と は、保育 を必要と する乳児・ 幼児又は保 護者の労 働若しく は疾病そ の他の事由 により家 庭におい て保育を 受けるこ

とが困難 となつた 小学校に就 学してい る児童で あつて、 疾病にかか つているも のについ て、保育 所、認定 こども園、 病院、診 療所その 他厚生労 働
省令 で定める 施設にお いて、保育 を行う事業 をいう。

この法律 で、子育 て援助活 動支援事 業とは、厚 生労働省 令で定め るところに より、次 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

者と当 該援助を行 うことを 希望する 者（個人 に限る。以 下この項 において 「援助希 望者」とい う。）との 連絡及び 調整並び に援助希 望者への講 習
一

児童が円 滑に外出 すること ができるよ う、その移 動を支援 すること 。

児童 を一時的 に預かり 、必要な保 護（宿泊 を伴つて 行うもの を含む。） を行うこと 。

の 実施その 他の必要な 支援を行 う事業を いう。
二

こ の法律で、 児童福祉 施設とは 、助産施 設、乳児 院、母子生 活支援施設 、保育所 、幼保連 携型認定こ ども園、 児童厚生 施設、児 童養護施 設

（略）

市町村、 社会福祉 法人その 他の者は、 厚生労働 省令の定 めるとこ ろにより、 あらかじめ 、厚生労 働省令で 定める事 項を都道府 県

、障 害児入所 施設、児童発 達支援セ ンター、 児童心理 治療施設 、児童自立 支援施設 及び児童 家庭支援 センターとす る。

第七条
②
第三十四 条の十二

知 事に届け出 て、一時 預かり事 業を行う ことができ る。
（ 略）

一時 預かり事 業を行う者は 、その事 業を実施 するため に必要な ものとして 厚生労働 省令で定 める基準 を遵守しなけ ればなら ない。

②・③
第三十 四条の十 三
（略 ）

（略）

国 及び都道 府県以外 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 を都道府 県知事に届

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。

第三 十四条の 十五
②
③～⑦
第三十四条 の十八
（略 ）

国及 び都道府 県以外の者 は、社会 福祉法の 定めると ころにより 、子育て援 助活動支 援事業を 行うこと ができる。

け出 て、病児保 育事業を行 うことが できる。
②・ ③

第三十四条 の十八の 三
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②
（略）

子育て 援助活動 支援事業に 従事する 者は、そ の職務を 遂行する に当たつては 、個人の 身上に関 する秘密 を守らなけ ればなら ない。

第三十五 条
（略）

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

（略）

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、 都道府県 知事の認可 を得て、 児童福祉 施設を設 置すること ができる 。

②・③
④
⑤～⑫

（略）

る ものに限 り、幼保 連携型認 定こども 園を除く。 ）とする 。

第三 十九条

②

児童 福祉施設の 長は、入 所中の児 童等で親 権を行う者 又は未成 年後見人 のないも のに対し、 親権を行う 者又は未 成年後見 人がある に至

児 童相談所 長は、小 規模住居 型児童養育 事業を行う 者又は里 親に委託 中の児童 等で親権を 行う者又 は未成年 後見人の ないものに 対し、親権 を行

の許可を 得なけれ ばならな い。

る までの間 、親権を行 う。ただ し、民法 第七百九 十七条の規 定による縁 組の承諾 をするに は、厚生 労働省令の 定めると ころによ り、都道 府県知事

第四十 七条

②

う者又は未 成年後見 人がある に至るま での間、親 権を行う 。ただし 、民法第七 百九十七 条の規定に よる縁組 の承諾を するには 、厚生労働 省令の定
める ところによ り、都道府 県知事の 許可を得 なければ ならない。

児童福祉 施設の長 、その住 居において 養育を行 う第六条 の三第八 項に規定す る厚生労働 省令で定 める者又 は里親は 、入所中又 は受託中 の児童等
前項の児 童等の親権 を行う者 又は未成 年後見人 は、同項の規 定による 措置を不 当に妨げ てはなら ない。

③
④

第三項 の規定に よる措置は 、児童等 の生命又 は身体の 安全を確保 するため緊 急の必要 があると 認めると きは、その 親権を行 う者又は 未成年後 見

で親権を 行う者又 は未成年 後見人の あるものに ついても 、監護、 教育及び 懲戒に関し 、その児童 等の福祉 のため必 要な措置 をとること ができる 。
⑤

人の 意に反し ても、こ れをとること ができる 。この場 合におい て、児童福 祉施設の 長、小規 模住居型 児童養育 事業を行う者 又は里親 は、速や かに

、 そのとつ た措置に ついて、 当該児童等 に係る通 所給付決 定若しく は入所給付 決定、第二 十一条の 六、第二 十四条第 五項若しく は第六項 若しくは

第二十 七条第一項 第三号の 措置、助 産の実施 若しくは母 子保護の 実施又は 当該児童 に係る子ど も・子育て 支援法第 二十条第 四項に規 定する支給 認
定 を行つた 都道府県又 は市町村 の長に報 告しなけ ればならな い。

第三十 五条第四 項の規定 により設置 した児童 福祉施設 が、この 法律若しくは この法律 に基づい て発する 命令又は これらに基 づいてな す

第三十 四条の十五 第二項の 規定によ り開始し た家庭的保 育事業等 が、この法 律若しく はこの法 律に基づい て発する 命令又は これらに 基づいてな

処分 に違反し たときは 、都道府 県知事は、 同項の認可 を取り消 すことが できる。

第五十八条
②

す処 分に違反し たときは、 市町村長 は、同項 の認可を 取り消すこ とができ る。
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第五十九条 の二

第 六条の三第 九項から 第十二項 までに規 定する業 務又は第三十 九条第一 項に規定 する業務 を目的とす る施設（ 少数の乳 児又は幼 児

を対 象とする ものその 他の厚生労働 省令で定 めるもの を除く。 ）であつ て第三十四 条の十五 第二項若 しくは第 三十五条第四 項の認可 又は認定 こど

も 園法第十 七条第一 項の認可 を受けてい ないもの （第五十 八条の規 定により児 童福祉施設 若しくは 家庭的保 育事業等 の認可を取 り消され たもの又

は認定 こども園法 第二十二 条第一項 の規定に より幼保連 携型認定 こども園 の認可を 取り消され たものを含 む。）に ついては 、その施 設の設置者 は

、 その事業 の開始の日 （第五十 八条の規 定により 児童福祉施 設若しくは 家庭的保 育事業等 の認可を 取り消され た施設又 は認定こ ども園法 第二十二

条第一項 の規定に より幼保 連携型認定 こども園 の認可を 取り消さ れた施設に あつては、 当該認可 の取消し の日）か ら一月以内 に、次に 掲げる事 項

五

四

三

二

一

その 他厚生労 働省令で定 める事項

施設の管 理者の氏 名及び住 所

事業 を開始し た年月日

建物そ の他の設 備の規模及 び構造

設置者の 氏名及び住所 又は名称 及び所在 地

施設 の名称及び 所在地

を都 道府県知 事に届け 出なけれ ばならない 。

六

前 項に規定 する施設 の設置者 は、同項の規 定により 届け出た 事項のう ち厚生労働 省令で定 めるもの に変更を 生じたと きは、変更の 日から一 月以

都 道府県知事 は、前二項 の規定に よる届出 があつた ときは、当 該届出に 係る事項 を当該施 設の所在地 の市町村長 に通知す るものと する。

②
③

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）

内 に、その 旨を都道 府県知事 に届け出 なければな らない。 その事業 を廃止し、 又は休止し たときも 、同様と する。

〇

（略 ）

（定 義）
第二 条
（ 略）

この法 律におい て「保育 所等」と は、保育所 又は保育 機能施設 をいう。

２～４
５

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 条第十一 項の規定に よる公示が された施 設及び幼 保連

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

携型 認定こど も園をい う。

６

７
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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

（略）

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～

幼 稚園又は 保育所等 の設置者（ 都道府県 及び地方 自治法（ 昭和二十二年 法律第六 十七号） 第二百五 十二条の 十九第一項 の指定都 市又は同 法

（ 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

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。 ）を除く。 ）は、そ の設置す る幼稚園 又は保育所 等が都道府 県（当該 幼稚

園 又は保育 所等が指 定都市等 所在施設 （指定都市 等の区域 内に所在 する施設で あって、都 道府県が 単独で又 は他の地 方公共団 体と共同し て設立す

る公立 大学法人（ 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 いう。以 下同じ。 ）が設置す る

施 設以外の ものをいう 。以下同 じ。）で ある場合 にあっては 、当該指定 都市等） の条例で 定める要 件に適合し ている旨 の都道府 県知事（ 当該幼稚

園又は保 育所等が 指定都市 等所在施設 である場 合にあっ ては、当 該指定都市 等の長）（ 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 法第百八十 条の二の規 定に基づ く都道府 県知事又 は指定都市 等の長の 委任を受 けて当該 都道府県又 は指定都市 等の

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、 都道府県又 は指定都 市等の教 育委員会。 以下この 章及び第 四章にお いて同じ。
２

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 保育機能施 設

（略）

）の 認定を受 けることがで きる。
３

（ 以下「連携 施設」と いう。） の設置者 （都道府県 及び指定都 市等を除 く。）は 、その設 置する連携 施設が都 道府県（ 当該連携 施設が指定 都市等

所在施設 である場 合にあって は、当該 指定都市 等）の条 例で定める 要件に適合 している 旨の都道 府県知事 （当該連携 施設が指 定都市等 所在施設 で
４

都 道府県知事 （指定都市 等所在施 設である 幼稚園若 しくは保育 所等又は 連携施設 について は、当該指 定都市等の 長。第八 項及び第 九項、次 条第

（略）

ある 場合にあ っては、 当該指定都 市等の長） の認定を 受けるこ とができ る。
５

一 項、第七 条第一項及 び第二項 並びに第 八条第一 項において 同じ。）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。 ）、市町 村（指定 都市等を 除く。）及 び公立大学 法人以外 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 。
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12

一～四
６～

（略）
（略）

幼保 連携型認 定こども 園は、国 、地方公共団 体（公立 大学法人 を含む。 第十七条 第一項にお いて同じ 。）、学 校法人及 び社会福祉法 人の

都 道府県（ 指定都市 等所在施設 である幼 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。

都道府 県が前項 の条例を 定めるに当 たっては 、次に掲 げる事項 については主 務省令で 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

幼保 連携型認 定こども 園の運営に 関する事 項であっ て、子ど もの適切な 処遇の確保 及び秘密 の保持並 びに子ど もの健全な 発達に密 接に関連 す

連 するもの として主務 省令で定め るもの

幼 保連携型認 定こども 園に係る 保育室の 床面積その 他幼保連 携型認定 こども園 の設備に関 する事項で あって、 子どもの 健全な発 達に密接に 関

幼保連 携型認定 こども園 における 学級の編制 並びに幼 保連携型 認定こども 園に配置す る園長、 保育教諭 その他の 職員及び その員数

は主 務省令で 定める基 準を参酌す るものとす る。
一
二
三

るも のとして主 務省令で 定めるも の

主務大 臣は、前項 に規定す る主務省 令で定め る基準を 定め、又は 変更しよう とすると き、並び に同項第二 号及び第 三号の主 務省令を 定め、又 は

変更 しようと するときは、 子ども・ 子育て支 援法第七 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 。
幼保連携 型認定こ ども園の 設置者は、 第一項の 基準を遵 守しなけ ればならな い。

幼保 連携型認定 こども園 の設置者 は、幼保 連携型認定 こども園 の設備及 び運営に ついての水 準の向上を 図ること に努める ものとす る。
（ 設置等の認 可）

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

第十七条

５

４

３

２

第十 三条

（設 備及び運 営の基準）

みが設置 することが できる。

第十 二条

（設置者 ）

（ 略）

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。

都 道府県知 事又は指 定都市等 の長は、当 該都道府県 又は指定 都市等が 設置する 施設のうち 、第一項 又は第三 項の当該 都道府県又 は指定都市 等の

10

、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 。
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11
12

２～７

（ 略）

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

（認 可の取消 し）
第 二十二条
２
地方税法（ 昭和二十 五年法律 第二百二 十六号）（抄 ）

（略）

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。

〇
（用語）
（略）

（ 略）

れぞれ「 特別区」 、「特別区 税」、「 特別区民 税」、「 特別区たば こ税」、「 特別区長 」又は「 特別区職 員」と読み 替えるも のとする 。

知 事」又は「 都職員」 と、「市 町村」、 「市町村税 」、「市町 村民税」 、「市町 村たばこ 税」、「市 町村長」 又は「市 町村職員 」とあるの は、そ

民税」、 「道府県 たばこ税 」、「道 府県知事」 又は「道 府県職員 」とある のは、それ ぞれ「都」 、「都税 」、「都 民税」、 「都たばこ 税」、「 都

この法律 中道府県 に関する 規定は都に 、市町村 に関する 規定は特 別区に準用 する。この 場合にお いては、 「道府県 」、「道府 県税」、 「道府県

第一条
２

３
（ 地方消費 税の市町 村に対す る交付）

道府県 は、前条 第一項に 規定する 合算額の二 十二分の 十に相当 する額か ら第七十二 条の百十三 第一項の 規定によ り国に支 払つ

第一項の 場合におい ては、市 町村に対 して交付 すべき額の 二分の一の 額を同項 の人口で 、他の二 分の一の額 を同項の 従業者数 で按分す るものと

により、 当該道府 県内の市 町村に対 し、前項の 人口に按 分して交 付するも のとする。

る 額を加算 し、同項 の規定によ り他の道 府県に支 払つた金 額に相当 する額を減額 して得た 合計額の 二分の一 に相当する 額を、政 令で定め るところ

道 府県は、 前条第一項 に規定する 合算額の 二十二分 の十二に 相当する額 に、同条 第二項の 規定によ り他の道府 県から支払 を受けた 金額に相 当す

規定する 基幹統計で ある事業 所統計の 最近に公 表された結 果による 各市町村の 従業者数 に按分し て交付する ものとす る。

を含 む。以下 この条及 び次条に おいて同じ 。）に対し 、官報で 公示され た最近の 国勢調査の 結果によ る各市町 村の人口 及び統計法 第二条第四 項に

府県に支 払つた金 額に相当 する額を減 額して得 た合計額 の二分の 一に相当す る額を、政 令で定め るところ により、 当該道府県 内の市町 村（特別 区

た 金額に相 当する額を 減額した 額に、前 条第一項 の規定によ り他の道府 県から支 払を受け た金額に 相当する額 を加算し 、同項の 規定によ り他の道

第七十 二条の百十 五

２

３
する。

第二 百九十四 条第一項 第一号の者 が退職手 当等（所 得税法第百 九十九条 の規定によ りその所 得税を徴 収して納 付すべきも のに限る 。

（退 職所得の 課税の特 例）
第三百二十八 条
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〇

以下本款 において 同じ。）の 支払を受 ける場合 には、当 該退職手当 等に係る所 得割は、 第三百十 三条、第 三百十四条 の三及び 第三百十 八条の規 定

にか かわらず 、当該退 職手当等に係 る所得を 他の所得 と区分し 、本款に 規定すると ころによ り、当該 退職手当 等の支払を受 けるべき 日の属す る年
の 一月一日 現在にお けるその 者の住所所 在の市町 村におい て課する 。
国立大学 法人法（ 平成十五年 法律第百 十二号） （抄）

この法 律におい て「国立 大学法人 」とは、国立 大学を設 置するこ とを目的 として、 この法律の 定めると ころによ り設立さ れる法人をい う。

（定義）
第二 条
（ 略）

地方独立 行政法人 法（平成 十五年法律 第百十八 号）（抄 ）

２～８
〇
（業務の 範囲）
（略）

地方独立行 政法人は 、次に掲 げる業務 のうち定款 で定めるも のを行う 。

一

大 学又は大 学及び高 等専門学 校の設置及び 管理を行 うこと並 びに当該 大学又は大 学及び高 等専門学 校におけ る技術に 関する研究の 成果の活 用を

第二 十一条
二
（略）

促 進する事 業であっ て政令で 定めるも のを実施す る者に対 し、出資 を行うこと 。
三～七

一般地 方独立行 政法人で 第二十一条 第二号に 掲げる業 務を行う もの（以下 「公立大学 法人」と いう。） は、第四 条第一項の 規定にか か

（ 名称の特 例）
第六十八条
２
私立学校 振興助成 法

（略）
（昭 和五十年法 律第六十 一号）（ 抄）

わら ず、その 名称中に 、地方独 立行政法人 という文字 に代えて 、公立大 学法人と いう文字を 用いなけ ればなら ない。

〇

都道 府県が、そ の区域内 にある幼 稚園、小 学校、中学 校、義務教 育学校、 高等学校 、中等教 育学校、特 別支援学 校又は幼 保連携型 認定こど

（学校法 人に対す る都道府 県の補助 に対する国 の補助）
第九 条

も園を設 置する学 校法人に対 し、当該 学校にお ける教育 に係る経常 的経費につ いて補助 する場合 には、国 は、都道府 県に対し 、政令で 定めると こ
ろに より、そ の一部を 補助するこ とができる 。
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○

特別会 計に関す る法律（平 成十九年 法律第二 十三号） （抄）

各特 別会計に おいて経 理されて いる事務及 び事業に 係る経費 のうち、一 般会計か らの繰入れ の対象と なるべき 経費（以 下「一般会 計からの

（一 般会計か らの繰入 れ）
第 六条

繰入対 象経費」と いう。） が次章に 定められ ている場合 において 、一般会 計からの 繰入対象経 費の財源に 充てるた めに必要 があると きに限り、 予

交 付税及び 譲与税配 付金特別 会計（以下こ の節にお いて「交 付税特別 会計」と いう。）は 、地方交 付税及び 地方譲与 税の配付に関 する

算 で定める ところによ り、一般 会計から 当該特別 会計に繰入 れをするこ とができ る。
（目的）
第二 十一条
経理を明 確にするこ とを目的 とする。
（歳 入及び歳 出）

ロ

イ
東 日本大震 災復興特 別会計か らの繰入金

一般 会計から の繰入金

地方法人 税の収入

交付税特 別会計に おける歳入 及び歳出 は、次の とおりと する。

ハ

地方揮 発油税、 石油ガス 譲与税に 充てられる石 油ガス税 、自動車 重量譲与 税に充てら れる自動 車重量税 、航空機 燃料譲与 税に充てられ る航

ホ
附属 雑収入

一時借 入金の借換 えによる収 入金
歳出

ヘ

空機燃 料税及び特 別とん税 の収入

ニ

歳入

第二 十三条
一

二

地方 交付税交付 金（地方 交付税法 （昭和二 十五年法律 第二百十一 号）によ る地方交 付税の交 付金をいう 。）及び 地方譲与 税譲与金 （地方揮

ロ

借 り換えた 一時借入 金の償還 金及び利子

一時 借入金の 利子

イ

発油譲 与税法（ 昭和三十年 法律第百 十三号） による地 方揮発油 譲与税の譲与 金、石油 ガス譲与 税法（昭 和四十年法 律第百五 十七号） による石

油ガ ス譲与税 の譲与金 、自動車 重量譲与税 法（昭和 四十六年 法律第九 十号）によ る自動車重 量譲与税 の譲与金 、航空機 燃料譲与税 法（昭和 四

十七年法 律第十三 号）によ る航空機 燃料譲与税 の譲与金及 び特別と ん譲与税 法（昭和 三十二年法 律第七十 七号）に よる特別 とん譲与税 の譲与

ハ

附属諸 費

金を いう。） 並びにこれ らに関す る諸費

ニ
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（目的）
第百八 条

年金 特別会計 は、国民年 金法（昭和 三十四年 法律第百 四十一号 ）による国 民年金事 業（厚生 年金保険 の保険給付 及び国民年 金の給付 の支

払 の遅延に 係る加算 金の支給 に関する法 律（平成 二十一年 法律第三 十七号。以 下「年金給 付遅延加 算金支給 法」とい う。）によ る給付遅 延特別加

算金の 支給を含む 。以下こ の節にお いて「国 民年金事業 」という 。）、厚 生年金保 険法（昭和 二十九年法 律第百十 五号）に よる厚生 年金保険事 業

（ 国民年金 法の規定に よる拠出 金の負担 及び年金 給付遅延加 算金支給法 による保 険給付遅 延特別加 算金の支給 を含む。 以下この 節におい て「厚生

年金保険 事業」と いう。） 、健康保険 法（大正 十一年法 律第七十 号）による 健康保険及 び船員保 険法（昭 和十四年 法律第七十 三号）に よる船員 保

険に 関し政府 が行う業 務並びに 児童手当法 （昭和四十 六年法律 第七十三 号）によ る児童手当 並びに子 ども・子 育て支援 法（平成二 十四年法律 第六

十五号） による子ど ものため の教育・ 保育給付 、地域子ど も・子育 て支援事業 及び仕事 ・子育て 両立支援事 業に関す る政府の 経理を明 確にするこ
とを 目的とす る。
（略）

（ 歳入及び 歳出）
第百十一 条
（略 ）
歳入

ニ

ハ

ロ

一時借入金 の借換え による収 入金

積立 金から生 ずる収入

積立金 からの受入 金

一 般会計から の繰入金

子ども ・子育て 支援法第 六十九条 第一項各号に 掲げる者 からの拠 出金

ホ
附属 雑収入
児童手 当交付金

歳出

ヘ

イ

子ども ・子育て 支援勘定 における歳 入及び歳 出は、次 のとおり とする。

２～ ４
５
一

二
イ

子ど ものため の教育・ 保育給付 交付金（子 ども・子 育て支援 法第六十八 条第一項 の規定によ る交付金 をいう。 以下同じ 。）及びこ れに関す

一時借 入金の利 子

事業費

子ど も・子育 て支援交付 金（子ど も・子育 て支援法 第六十八条 第二項の規 定による 交付金を いう。以 下同じ。） 及び仕事 ・子育て 両立支援

る諸 費

ロ
ハ
ニ
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６

チ

ト

ヘ

ホ

附 属諸費

業務勘 定への繰 入金

業 務取扱費

借り 換えた一 時借入金の 償還金及 び利子

（略）
（一般会 計からの 繰入対象 経費）
（ 略）

（略）

第百 十三条
２

子 ども・子 育て支援勘 定における 一般会計 からの繰 入対象経 費は、児童 手当法第 十八条第 一項から 第三項まで に規定する 児童手当 の支給に 要す

（ 略）

扱費で国 庫が負担 するものと する。

域 子ども・子 育て支援 事業に要 する費用 で同法第六 十八条第二 項の規定 により国 庫が負担 するもの及 び第百十 一条第五 項第二号 ヘに掲げる 業務取

の規定に より国庫 が負担す るもの、 子どものた めの教育 ・保育給 付交付金 に関する諸 費で国庫が 負担する もの、同 法第六十 五条第三号 に掲げる 地

る 費用で国 庫が負担 するもの、 子ども・ 子育て支 援法第六 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 用で同法 第六十八 条第一項

３

４

基礎 年金勘定に おいて、 毎会計年 度国民年 金勘定、厚 生年金勘 定又は各 実施機関 たる共済組 合等（以下 この項に おいて「 国民年金 勘定

（ 受入金等 の過不足 の調整）

二

一

前項 の規定は、 次に掲げ る場合に ついて準 用する。

当該不 足額に相 当する金額 は、翌々 年度まで に国民年 金勘定等 から基礎年金 勘定に繰 り入れる 。

おいて 国民年金 勘定等から 受け入れ る金額か ら減額し 、なお残 余があるとき は、翌々 年度まで に基礎年 金勘定から 国民年金 勘定等に 返還する 。

当該 超過額に相 当する金 額は、翌 年度にお いて第百十 四条第一 項、国民年 金法第九 十四条の 二第一項又 は第二項 の規定に より基礎 年金勘定に

に対 して超過 し、又は 不足する 場合には、 次に定める ところに よる。

遅延加算 金支給法 第七条第 一項におい て適用す る場合を 含む。以 下この項に おいて同じ 。）の規 定により 国民年金 勘定等から 受け入れ るべき金 額

等 」という 。）から受 け入れた 金額が、 それぞれ 、当該年度 における第 百十四条 第一項、 国民年金 法第九十四 条の二第 一項又は 第二項（ 年金給付

第百二 十条

２

（略 ）

毎会 計年度一 般会計から 子ども・ 子育て支 援勘定に 繰り入れた 金額（子ど ものため の教育・ 保育給付 交付金の額 及び子ど も・子育 て支援交 付

一 ・二
三

金の額 を除く。 ）が、当 該年度に おける児童 手当法第 十八条第 一項から 第三項まで の規定によ る国庫負 担金の額 、子ども のための教 育・保育 給

付交付金に 関する諸 費に係る 国庫負担 金の額及び第 百十一条 第五項第 二号ヘに 掲げる業 務取扱費に 係る国庫 負担金の 額の合計 額に対して超 過し
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則

（略 ）

、又は不 足する場 合
四～ 七
附
（交付 税特別会計 の歳入及 び歳出の 特例）

第 二十三条 の規定によ るほか、 附則第四 条第一項 の規定によ る借入金又 は同条第 三項、附 則第五条 若しくは前 条第一項 若しくは 第二項の

地方財 政法（昭和 二十三年 法律第百 九号）（ 抄）

特別会計 の歳入と する。

第二十三 条の規定 によるほか 、前条第 三項の規 定により 財政投融資 特別会計の 投資勘定 から交付 税特別会 計に繰り入 れられた 繰入金は 、交付税

成三十 三年二月ま での譲与 時期に係 る地方法 人特別譲与 税の譲与 金は交付 税特別会 計の歳出と する。

八 年地方税 法等改正 法附則第 三十二条 第一項の規 定により なおその 効力を有す るものとさ れた廃止 前暫定措 置法第三 十四条第 一項の規定 による平

条第 三項の規 定による 平成三十三 年一月三十 一日まで に都道府 県から払 い込まれた 地方法人 特別税の 収入は交 付税特別会 計の歳入と し、平成 二十

法第九条 の規定に よる廃止前 の地方法 人特別税 等に関す る暫定措置 法（平成二 十年法律 第二十五 号）をい う。以下こ の項にお いて同じ 。）第十 二

法 等改正法」 という。 ）附則第 三十一条 第二項の規 定によりな おその効 力を有す るものと された廃止 前暫定措 置法（平 成二十八 年地方税法 等改正

第二 十三条の規 定による ほか、地 方税法等 の一部を改 正する等 の法律（ 平成二十 八年法律第 十三号。以 下この項 において 「平成二 十八年地方 税

計 の歳出と する。

支出 金、過誤 納に係る反則 金等の返 還金又は 附則第四 条第一項の 規定によ る借入金 の償還金 及び利子 はその支出を した年度 における 交付税特 別会

二十九条 第四項の規 定による 返還金、 同法第百 二十七条第 一項後段 に規定する 通告書の 送付に要 する費用に 相当する 額として 都道府県 に支出する

金等 の地方財 政の特別 措置に関 する法律に よる地方特 例交付金 、道路交 通法附則 第十六条第 一項の規 定による 交通安全 対策特別交 付金、同法 第百

規定によ る一般会 計からの 繰入金はそ れぞれそ の借入れ をした年 度又はその 繰入れをし た年度に おける交 付税特別 会計の歳入 とし、地 方特例交 付

第十 一条

２

３

〇

地方 公共団体 が法令に 基づいて実 施しなけ ればなら ない事務 であつて、 国と地方公 共団体相 互の利害 に関係が ある事務の うち、そ の円滑な

（国 がその全 部又は一部を 負担する 法令に基 づいて実 施しなけ ればならな い事務に 要する経 費）
第十 条

三

二

一

生活保 護に要す る経費

義務教育 諸学校の 建物の建築 に要する経 費

削除

義務教育 職員の給 与（退職 手当、退 職年金及び 退職一時金 並びに旅 費を除く 。）に要 する経費

運営を期 するため には、な お、国が 進んで経費 を負担す る必要が ある次に 掲げるもの については 、国が、 その経費 の全部又 は一部を負 担する。

四
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九

八

七

六

五

身体障 害者の更生 援護に要 する経費

麻 薬、大麻及 びあへん の慢性中 毒者の医 療に要する 経費

精神保 健及び精 神障害者 の福祉に要 する経費

臨時の予 防接種並 びに予防接種 を受けた ことによ る疾病、 障害及び 死亡につい て行う給 付に要す る経費

感染 症の予防 に要する経 費

知的障 害者の援 護に要す る経費

婦人 相談所に 要する経 費

十一

後 期高齢者医 療の療養 の給付並 びに入院 時食事療養 費、入院 時生活療養 費、保険 外併用療 養費、療養 費、訪問 看護療養 費、特別 療養費、移

十
十二
十三

児 童一時保 護所、未 熟児、小 児慢性特定 疾病児童 等、身体 障害児及 び結核にか かつている 児童の保 護、児童 福祉施設 （地方公共 団体の設 置

介護 保険の介 護給付及び 予防給付 並びに財 政安定化 基金への繰 入れに要す る経費

送費、 高額療養 費及び高額 介護合算 療養費の 支給並び に財政安定 化基金への 繰入れに 要する経 費
十四
十五

国民健 康保険の 療養の給付 並びに入院 時食事療 養費、入 院時生活 療養費、保 険外併用 療養費、 療養費、 訪問看護療 養費、特別 療養費、 移送

児 童手当に 要する経費

す る保育所及 び幼保連携 型認定こ ども園を 除く。） 並びに里親 に要する 経費
十六

費 、高額療 養費及び 高額介護 合算療養 費の支給、前 期高齢者 納付金及 び後期高 齢者支援金 並びに介 護納付金 の納付、 特定健康 診査及び特定 保健
指導並 びに財政安 定化基金 への繰入 れに要す る経費
原子 爆弾の被爆 者に対す る介護手 当の支給 及び介護手 当に係る事 務の処理 に要する 経費

家畜 伝染病予防に 要する経 費

十七

二十 一

民 有林の森 林計画、保 安林の整 備その他 森林の保 続培養に 要する経費

重 度障害児 に対する 障害児福祉 手当及び 特別障害 者に対す る特別障害 者手当の支 給に要す る経費

二 十二

森林病害 虫等の防 除に要す る経費

十八

二十三

国土 交通大臣 が定める 特定計画 又は国土調 査事業十箇 年計画に 基づく地 籍調査に 要する経費

児童扶 養手当に 要する経 費

二 十四

特別支援 学校への就 学奨励に 要する経 費

十九

二十五

公営 住宅の家 賃の低廉化 に要する経 費

職 業能力開発 校及び障 害者職業 能力開発 校の施設及 び設備に 要する経費

二十 六

消 防庁長官 の指示に より出動 した緊急消 防援助隊 の活動に 要する経費

二十

二十七
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二十八

武力攻撃 事態等にお ける国民 の保護の ための措 置及び緊急 対処事態に おける緊 急対処保 護措置に 要する経費 並びにこ れらに係 る損失の 補

償若し くは実費 の弁償、 損害の補償 又は損失 の補てん に要する 経費並び に国の機関と 共同して 行う国民 の保護の ための措置 及び緊急 対処保護 措

新型 インフルエ ンザ等緊 急事態に おける臨 時の医療施 設における 医療の提 供並びに 埋葬及び 火葬に要す る経費並 びに新型 インフル エンザ等

高等学校 等就学支 援金の支 給に要す る経費

置 について の訓練に 要する経 費
二十九
三十

三十 三

三十二

三十 一

生 活困窮者 自立相談支 援事業に 要する経 費及び生 活困窮者住 居確保給付 金の支給 に要する 経費

子ど ものための教 育・保育 給付に要 する経費 （地方公共 団体の設 置する教 育・保育 施設に係 るものを除く 。）

指定難病に 係る特定 医療費の 支給に要 する経費

地域 における 医療及び 介護の総合 的な確保の 促進に関 する基金 への繰入 れに要する 経費

対策に係 る損失の 補償若し くは実費の 弁償又は 損害の補 償に要す る経費

三 十四

第十条か ら第十条 の三まで に規定す る経費のう ち、地方公 共団体が 負担すべ き部分（ 第十条第十 二号に掲 げる経費 のうち地 方公共団

（地方公 共団体が 負担すべ き経費の 財政需要額 への算入 ）
第十 一条の二

体が負担 すべき部 分にあつて は後期高 齢者医療 の財政安 定化基金拠 出金をもつ て充てる べき部分 を、同条 第十三号に 掲げる経 費のうち 地方公共 団

体が 負担すべ き部分に あつては介 護保険の財 政安定化 基金拠出 金をもつ て充てるべ き部分を 除く。） は、地方 交付税法の 定めるとこ ろにより 地方

公 共団体に 交付すべ き地方交 付税の額 の算定に用 いる財政 需要額に 算入するも のとする。 ただし、 第十条第 十六号に 掲げる経 費（国民健 康保険に

関する 特別会計へ の繰入れ に要する 経費のう ち、国民健 康保険の 財政の安 定化及び 調整を行う もの、高額 医療費負 担対象額 に係るも の、所得の 少

な い者につ いて行う保 険料又は 国民健康 保険税の 減額に係る もの、所得 の少ない 者の数に 応じて国 民健康保険 の財政の 状況その 他の事情 を勘案し

て行うも の並びに 特定健康 診査及び特 定保健指 導に要す るもの並 びに財政安 定化基金へ の繰入れ に要する 経費のう ち都道府県 の負担に 係るもの を

除く 。）、第 十条の二 第四号に 掲げる経費 及び第十条 の三第六 号に掲げ る経費に ついては、 この限り でない。
地 方自治法 （昭和二十 二年法律第 六十七号 ）（抄）
（略 ）

〇
第二 条
（略）

法律 又はこれ に基づく政 令により 都道府県 、市町村 又は特別区 が処理する こととさ れる事務 のうち、 国が本来果 たすべき 役割に係 るもので あ

この法律 において「 法定受託 事務」と は、次に 掲げる事務 をいう。

②～⑧
⑨
一

つて、 国におい てその適 正な処理 を特に確保 する必要 があるも のとして 法律又はこ れに基づく 政令に特 に定める もの（以 下「第一号 法定受託 事
務」という 。）
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二

法律 又はこれ に基づく政 令により 市町村又 は特別区 が処理する こととされ る事務の うち、都 道府県が 本来果たす べき役割 に係るも のであつ て

、都道 府県にお いてその 適正な処理 を特に確 保する必 要がある ものとし て法律又はこ れに基づ く政令に 特に定め るもの（以 下「第二 号法定受 託

法

律
（略）

事

務

こ の表の下 欄の用語 の意義及び 字句の意 味は、上 欄に掲げ る法律にお ける用語の 意義及び 字句の意 味による ものとする 。

第 一号法定 受託事務（ 第二条関 係）

（略）

事 務」とい う。）
⑩～⑰
別表 第一
備考
（略）

地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 法 律 附則 第三十一 条第二項の 規定によ りなおそ の効力を 有するも のとされた第 九条の規 定による 廃止前の

住 民基本台 帳法（昭 和四十二 年法律第八十 一号）（ 抄）

（ 平成二十 八年法律 第十三号）

地方法 人特 別税 等に関 する 暫定措 置法 平
( 成二十 年法律第二 十五号 第
) 三章 第
( 二十二条 の表国税収納
金整 理資金 に関 する法 律 昭
( 和 二十 九年法律 第三十六号 の
) 項を除 く。 の
) 規定により 都道府県が処理

〇

災害救助 法の一部 を改正す る法律（ 平成三十年 法律第五 十二号） 附則第三条 による改 正後のもの

する こととさ れている事 務

※

機構は 、次の各号 のいずれ かに該当 する場合 には、政令 で定めると ころによ り、本人 確認情報 を第三十条 の七第一 項の規定 により通

（通知 都道府県の 区域内の 市町村の 執行機関 への本人確 認情報の 提供）

三

二

一

前項（第 三号に係 る部分に 限る。） の規定によ る通知都 道府県の 区域内の市 町村の市 町村長への 機構保存 本人確認 情報の提 供は、総務 省令で定

通知都道 府県の区 域内の市町 村の市町村 長から住 民基本台 帳に関す る事務の処 理に関し 求めがあ つたとき 。

があつた とき。

通知都道 府県の区 域内の市 町村の市 町村長その 他の執行機 関から番 号利用法 第九条第 二項の規定 に基づき 条例で定 める事務 の処理に関 し求め

求めがあ つたとき 。

通知都 道府県の 区域内の市 町村の市 町村長そ の他の執 行機関で あつて別表第 二の上欄 に掲げる ものから 同表の下欄 に掲げる 事務の処 理に関し

限り 、提供す るものとする 。

、個人番 号について は、当該 市町村長 その他の 市町村の執 行機関が 番号利用法 第九条第 一項の規 定により個 人番号を 利用する ことがで きる場合に

確認 情報（第 一号及び 第二号に 掲げる場合 にあつては 、住民票 コードを 除く。） を提供する ものとす る。ただ し、第一 号に掲げる 場合にあつ ては

知した都 道府県知 事が統括 する都道府 県（以下 「通知都 道府県」 という。） の区域内の 市町村の 市町村長 その他の 執行機関に 対し、機 構保存本 人

第三 十条の十

２
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めるとこ ろにより 、機構の使 用に係る 電子計算 機から電 気通信回線 を通じて当 該市町村 長の使用 に係る電 子計算機に 送信する ことによ つて行う も
のと する。た だし、特 別の求めがあ つたとき は、この 限りでな い。

機構は、次 の各号の いずれか に該当す る場合には 、政令で 定めると ころによ り、通知都 道府県以外 の都道府 県の区域 内の市町 村の

（ 通知都道 府県以外 の都道府 県の区域内 の市町村 の執行機 関への本 人確認情報 の提供）

三

二

一

前 項（第三 号に係る 部分に限 る。）の規定 による通 知都道府 県以外の 都道府県の 区域内の 市町村の 市町村長 への機構 保存本人確認 情報の提 供は

の処理に 関し求め があつたと き。

通知都道 府県以外 の都道府 県の区域 内の市町村 の市町村長 から通知 都道府県 以外の都 道府県の都 道府県知 事を経て 住民基本 台帳に関す る事務

処理に関 し求めが あつたと き。

通知都 道府県以 外の都道府 県の区域 内の市町 村の市町 村長その他 の執行機関 から番号 利用法第 九条第二 項の規定に 基づき条 例で定め る事務の

道府県 の都道府 県知事を経 て同表の 下欄に掲 げる事務 の処理に関 し求めがあ つたとき 。

通知 都道府県以 外の都道 府県の区 域内の市 町村の市町 村長その 他の執行機 関であつ て別表第 四の上欄に 掲げるも のから通 知都道府 県以外の都

定に より個人 番号を利 用するこ とができる 場合に限り 、提供す るものと する。

とする。 ただし、 第一号に 掲げる場合 にあつて は、個人 番号につ いては、当 該市町村長 その他の 市町村の 執行機関 が番号利用 法第九条 第一項の 規

市 町村長そ の他の執行 機関に対 し、機構 保存本人 確認情報（ 第一号及び 第二号に 掲げる場 合にあつ ては、住民 票コード を除く。 ）を提供 するもの

第三十 条の十二

２

、 総務省令 で定める ところに より、機 構の使用に 係る電子 計算機か ら電気通信 回線を通じ て当該市 町村長の 使用に係 る電子計 算機に送信 すること
によつ て行うもの とする。 ただし、 特別の求 めがあつた ときは、 この限り でない。
別表 第二（第 三十条の 十関係）

（略）

省令で定 めるもの

保育 給付の支 給又は同 法第五十 九条の地域 子ども・ 子育て支 援事業の 実施に関す る事務であ つて総務

子ど も・子育 て支援法 （平成二十 四年法律 第六十五 号）によ る同法第十一 条の子ど ものため の教育・

（略）

提 供 を 受 け る 通 知 都 道 府 県 の 区 域 内 の 事務
市町 村の市町 村長その 他の執行 機関
（略）

（略）

市町 村長

一～一の 四
一の 五

一 の六～十一
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府県の区域内の市町村の市町村長その
他の執行 機関
（略）

市 町村長

一～ 一の四
一の五
（略）

子ども・ 子育て支 援法によ る同法第十 一条の子 どものため の教育・ 保育給付 の支給又 は同法第五 十九

条の地 域子ども ・子育て支 援事業の実 施に関す る事務で あつて総務 省令で定 めるもの
（略）

児童手当法 （昭和四 十六年法 律第七十 三号）（抄 ）

一 の六～十

（略 ）

提 供 を 受 け る 通 知 都 道 府 県 以 外 の 都 道 事務

別表第四（ 第三十条 の十二関係 ）

○
（児童手 当に要する 費用の負 担）

被用 者（子ど も・子育て 支援法第六 十九条第 一項各号 に掲げる 者が保険料 を負担し 、又は納 付する義 務を負う被 保険者であ つて公務 員で

被用者 等でない 者（被用 者又は公 務員（施設 等受給資 格者であ る公務員 を除く。） でない者を いう。以 下同じ。 ）に対す る児童手当 の支給に 要

す る。

手当 の額に係る 部分に限る 。）は、 その三分 の二に相 当する額を 国庫が負 担し、そ の六分の 一に相当す る額を都道 府県及び 市町村が それぞれ 負担

）であつて 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 ある者（次 条におい て「三歳以 上中学校 修了前の 児童」と いう。）に 係る児童

被 用者に対 する児童 手当の支 給に要する 費用（三歳 以上の児 童（月の 初日に生 まれた児童 について は、出生 の日から 三年を経過 した児童と する。

負担する 。

定 する拠出金 をもつて 充て、そ の四十五 分の十六 に相当する額 を国庫が 負担し、 その四十 五分の四に 相当する 額を都道 府県及び 市町村が それぞれ

年を経過 しない児 童とする 。以下こ の章にお いて同じ。 ）に係る 児童手当 の額に係 る部分に限る 。）は、 その十五 分の七に 相当する 額を同項に 規

な い者をい う。以下 同じ。） に対する児 童手当の 支給に要 する費用 （三歳に満 たない児童 （月の初 日に生ま れた児童 については 、出生の 日から三

第十八 条

２

３

する 費用（当 該被用者 等でない 者が施設等 受給資格者 である公 務員であ る場合に あつては、 中学校修 了前の施 設入所等 児童に係る 児童手当の 額に
（略）

係る部分 に限る。） は、その 三分の二 に相当す る額を国庫 が負担し 、その六分 の一に相 当する額 を都道府県 及び市町 村がそれ ぞれ負担 する。
４～６
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○

行政手 続におけ る特定の個 人を識別 するため の番号の 利用等に 関する法律（ 平成二十 五年法律 第二十七 号）（抄）

別表 第一の上欄 に掲げる 行政機関 、地方公 共団体、独 立行政法人 等その他 の行政事 務を処理 する者（法 令の規定 により同 表の下欄 に掲げる

（利 用範囲）
第九 条

事 務 の全部 又は 一部 を行 うこ ととされ ている者 がある場 合にあっ ては、その 者を含む。 第三項に おいて同 じ。）は 、同表の下 欄に掲げ る事務の 処

理に 関し て保 有する 特定 個人 情報フ ァイルに おいて個 人情報を効 率的に検 索し、及 び管理す るために必 要な限度で 個人番号 を利用す ることが でき

（略）

る。当該 事務の全 部又は一 部の委託 を受けた 者も、同様 とする。
２～５

何 人も、次 の各号の いずれか に該当する 場合を除 き、特定 個人情報の 提供をし てはならな い。

（ 特定個人情 報の提供 の制限）
第 十九条
（略）

別表 第二 の第 一欄 に掲げ る 者（法令の 規定により 同表の第 二欄に掲 げる事務 の全部又は 一部を行 うことと されてい る者がある 場合にあっ ては

一～六
七

、 その者 を含 む。 以下 「情 報照会 者 」とい う。 ）が、政令 で定める ところに より、同表 の第三欄 に掲げる 者（法令 の規定によ り同表の第 四欄に

掲 げる 特定 個人情 報 の利用 又は 提供 に関 する 事務の全 部又は一部 を行うこと とされて いる者が ある場合 にあっては 、その者 を含む。 以下「情 報

提 供者 」と いう 。） に対 し、 同表の 第二 欄に 掲げる事 務を処理 するため に必要な 同表の第四 欄に掲げる 特定個人 情報（情 報提供者 の保有する 特

定個人 情 報ファ イル に記 録さ れた もの に限る 。）の 提供を求 めた場合に おいて、 当該情報 提供者が 情報提供 ネットワーク システム を使用し て当

（ 略）

該特定個 人情報を 提供する とき。
八～ 十六

（ 情報提供ネ ットワー クシステ ム）

総務大臣 は、委員 会と協議し て、情報 提供ネッ トワーク システムを 設置し、及 び管理す るものと する。

総務大 臣は、情 報照会者か ら第十九 条第七号 の規定に より特定個 人情報の提 供の求め があった ときは、 次に掲げる 場合を除 き、政令 で定める と

第二 十一条
２

情報 照会 者、 情報 提供 者、 情報照会 者の処理 する事務又 は当該事務 を処理す るために 必要な特 定個人情報 の項目が 別表第二 に掲げる ものに該

ころ によ り、 情報 提供 ネット ワー クシステム を使用し て、情報 提供者に 対して特定 個人情報 の提供の 求めがあ った旨を通 知しなけれ ばならな い。
一

当し ないとき。
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二

当該 特定 個人情 報が 記録 される こととな る情報照 会者の保有 する特定 個人情報 ファイル 又は当該特 定個人情報 が記録さ れている 情報提供 者の

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 に よ る 市町村長

（略）

事務

（ 略）

情報提供 者

税 関 係 情 報 、 住 民 票 関 係 情 報 又 は障 害 者 自 立 支 援 給 付

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方

（略）

特 定個人情 報

（略）

の 支給又は 地域子ども ・子育て支 援事業の 実施に関 する事務 であって主 務省令で 定めるも の

子 ども・ 子育 て支援 法（ 平成 二十四 年法律 第六 十五 号） による 子ども のため の教育・保 育給付

（略）

保有する 特定個人 情報ファ イルにつ いて、第二 十八条（第 三項及び 第五項を 除く。） の規定に違 反する事 実があっ たと認め るとき。
別表第 一（第九 条関係）

（略）

（略）

市町村長

一 ～九十三
九十四
九十五～ 九十九

子どものための教育・保育給

関 係情報であ って主務 省令で定 めるもの

事 務 で あ っ て 主 務 省 令 で 定 め 都道府県 知事

児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置（同法

報 又は障害 者関係情報 であって 主務省令 で定める もの

生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残

留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定め
るもの

あって 主務省令 で定めるも の

（略）

府 県知事

（略 ）

もの

厚 生 労 働 大 臣 又 は 都 道 特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定める

年 金機構

厚 生 労 働 大 臣 又 は 日 本 国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報で

都道府県 知事等

第二十七条第一項第三号の措置をいう。）に関する情

（ 略）

るもの

育て支援事業の実施に関する

付の支給 又は 地域子ども・子

別表第二（ 第十九条、 第二十一 条関係）
情報 照会者

（略）

（略）

市町村長

一 ～百十五
百十六

百十七～ 百二十
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○

国家戦 略特別区 域法（平成 二十五年 法律第百 七号）（ 抄）

国家戦 略特別区 域会議が 、第八条第 二項第二 号に規定 する特定事 業として 、国家戦略 特別区域 小規模保 育事業（ 国家戦略特 別区域に

（児 童福祉法 等の特例 ）
第 十二条の四

おける 保育の需要 に応ずる ため、当 該国家戦 略特別区域 において 、児童福 祉法（昭 和二十二年 法律第百六 十四号） 第六条の 三第九項 第一号に規 定

す る保育を 必要とする 乳児・幼 児につい て、その 保育（同条 第七項に規 定する保 育をいう 。以下こ の項におい て同じ。 ）を目的 とする施 設（利用

定員が六 人以上十 九人以下 であるもの に限る。 ）におい て保育を 行う事業を いう。以下 この条及 び別表の 一の三の 項において 同じ。） を定めた 区

域計 画につい て、内閣 総理大臣 の認定を申 請し、その 認定を受 けたとき は、当該 認定の日以 後は、当 該国家戦 略特別区 域小規模保 育事業は、 同法

、子ども ・子育て支 援法（平 成二十四 年法律第 六十五号） その他の 法令の規定 の適用に ついては 、児童福祉 法第六条 の三第十 項に規定 する小規模

前項の区 域計画に は、第八 条第二項第 四号に掲 げる事項 として、 国家戦略特 別区域小規 模保育事 業を実施 する区域 を定めるも のとする 。

保育 事業に含 まれるものと する。
２

第一 項の場合に おける児 童福祉法 の規定の 適用につい ては、同 法第三十 四条の十 五第五項た だし書中「 利用定員 の総数（ 同法第十 九条第一項 第

第一項の 場合にお ける子ども ・子育て 支援法の 規定の適 用について は、次の表 の上欄に 掲げる同 法の規定 中同表の中 欄に掲げ る字句は 、そ

る。

第 一項第三 号（国家 戦略特別 区域特定 小規模保育 事業所に あつては 、同項第二 号及び第三 号）」と するほか 、必要な 技術的読 替えは、政 令で定め

援法 第十九条 第一項第 二号及び第 三号）」と 、「必要 利用定員 総数（同 法第十九条 第一項第 三号」と あるのは 「必要利用 定員総数（ 同法第十 九条

育事業に 係る特定 地域型保育 事業所（ 以下この 項におい て「国家戦 略特別区域 特定小規 模保育事 業所」と いう。）に あつては 、子ども ・子育て 支

三 号」とある のは「利 用定員の 総数（同 法第十九条 第一項第三 号（国家 戦略特別 区域法第 十二条の四 第一項に 規定する 国家戦略 特別区域小 規模保

３

４

とき

とき、又は支給認定子ども（同項第二号に掲げる小学校就学前子ど

れぞれ同 表の下欄 の字句と するほか、 必要な技 術的読替 えは、政 令で定める 。
第二十九条第一項

もに該当する支給認定子どもに限る。以下「満三歳以上保育認定子

ども」という。）が、支給認定の有効期間内において、国家戦略特

別区域法（平成二十五年法律第百七号）第十二条の四第一項に規定

する国家戦略特別区域小規模保育事業（以下単に「国家戦略特別区

域小規模保育事業」という。）として行われる保育を行う事業者で

ある特定地域型保育事業者（以下「国家戦略特別区域特定小規模保
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第二十九条第二項

第二十九条 第三 項第 一号

第二十九条第五項

育事業者」という。）から特定地域型保育を受けたとき

当該満三歳未満保育認定子ど 当該満三歳未満保育認定子ども又は当該満三歳以上保育認定子ども

当該満三歳未満保育認定子どもに対する特定地域型保育

も
当該特定 地域 型保 育

要した費用又は当該満三歳以上保育認定子どもに対する国家戦略特

とし、 国家戦略特別区域特定小規模保育事業者から特定満三歳以上

という。）に要した費用

範囲内のものに限る。以下「特定満三歳以上保育認定地域型保育」

別区域特定小規模保育事業者による特定地域型保育（保育必要量の

要 した 費用

と する 。

保育認定地域型保育を受けようとする満三歳以上保育認定子どもに

係る支給認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、国家戦略

特別区域特定小規模保育事業者に支給認定証を提示して当該特定満

三歳以上保育認定地域型保育を当該満三歳以上保育認定子どもに受
けさせるものとす る。

歳以上保育認定地域型保育に要した費用

当該満三歳未満保育認定地域 当 該 満 三歳 未 満保 育 認 定 地域 型 保育 に 要し た 費用 又 は当 該 特定 満 三
型保育に要した費用

地域型保育に要した費用

とき、又は満三歳以上保育認定子どもが国家戦略特別区域特定小規

特定満三歳以 上保 育認 定地 域型保育に要した費用

当該現に満三歳未満保育認定 当 該 現 に 満 三 歳未 満保 育 認 定地 域型 保 育 に要 し た費 用 又は 当 該現 に

とき

模 保育 事業 者から特定満三歳以上保育認定地域型保育を受けたとき

当該 満三 歳未 満保育 認定子ど 当該満三歳未満保育認定子ども又は当該満三歳以上保育認定子 ども
も
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第三十条第 一項 第一号

第三十条第 一項 第三 号

第四十三条第一項

第四十五条第二項

当該特定地域型保育事業者

当該特定地域型保育事業者又は当該国家戦略特別区域特定小規模保
育事業者

型保育に 要し た費 用

とき、又は満三歳以上保育認定子どもが、当該満三歳以上保育認定

歳以上保育認定地域型保育に要した費用

当該満三歳未満保育認定地域 当 該 満 三 歳 未 満 保 育 認 定地 域型 保 育 に要 し た費 用又 は 当 該特 定 満三

とき

子どもに係る支給認定保護者が同項の規定による申請をした日から

当該支給認定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむ

を得ない理由により特定満三歳以上保育認定地域型保育を受けたと
き
第十九条第一項第二号に掲げ 満三歳以上保育認定子ども
る小学校就学前子どもに該当
する支給認定子ども
同 号に 掲げ る小学 校就学前 子 満三歳以上保 育認 定子 ども
どもに該当する支給認定子ど

もの

利用定員（国家戦略特別区域小規模保育事業を行う地域型保育事業

もの（特定満三歳以上保育認定地域型保育を除く。）

も

利用定員（

所にあっては同項第二号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定

員及び同項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とし

、その

総数（国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、第十九

その

、

総数が
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第四十五条第四項

第五 十四条第一項

第六十一条第二項第一号

総数を

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ごと

の当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業者に係る特定地域型保

育事業所（以下「国家戦略特別区域特定小規模保育事業所」とい

う。）における前項の申込みに係る支給認定子ども及び当該国家戦

略特別区域特定小規模保育事業所を現に利用している支給認定子ど
もの総数）が

総数（国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、当該区

分に応ずる当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業所の第二十九

条第一項の確 認に おい て定 めら れた 利用定員の総数）を

満 三歳未満保育認定子ども（国家戦略特別区域特定小規模保育事業

子ども）を

者にあっては、満三歳未満保育認定子ども及び満三歳以上保育認定

満 三歳 未満保育認定子どもを 満 三 歳 未 満 保 育 認 定 子 ど も （ 国 家 戦 略 特 別 区 域 特 定 小 規 模 保 育 事 業

満三歳未満保育認 定子 ども

者にあっては、満三歳未満保育認定子ども及び満三歳以上保育認定
子 ども ）

限る。）（国家戦略特別区域特定小規模保育事業所にあっては、同

定子どもを含む。以下この項において同じ 。） に

者に係る特定地域型保育事業を利用しようとする満三歳以上保育認

満三歳未満保育認定子どもに 満 三 歳 未 満 保 育認 定 子 ど も （国 家戦 略 特 別区 域 特定 小 規模 保 育事 業

限 る。 ）

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ごとの必要
利用定員総数）
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※

○

奄 美群島振 興開発特 別措置法及 び小笠原諸 島振興開 発特別措 置法の一 部を改正す る法律案 （第百九 十八回国 会提出予定 ）附則第五 条による 改正

総務省 設置法（ 平成十一年 法律第九 十一号） （抄）
後 のもの。

総務省 は、行政 の基本的 な制度の管 理及び運営 を通じた 行政の総 合的かつ 効率的な実 施の確保 、地方自 治の本旨 の実現及び 民主政治の 基盤

（任務 ）
第三条

の 確立 、自 立的 な地 域社会 の形 成、国 と地方公 共団体及び 地方公共団 体相互間 の連絡協 調、情報 の電磁的方 式による 適正かつ 円滑な流 通の確保及

び 増 進、電 波の 公平 かつ 能率 的な利 用の確保及 び増進、 郵政事業 の適正か つ確実な実 施の確保、 公害に係 る紛争の 迅速かつ 適正な解決 、鉱業、 採

石業 又は 砂利 採取業 と一 般公 益又は 各種の産 業との調 整並びに 消防を通じ た国民の 生命、身 体及び財 産の保護を図 り、並び に他の行 政機関の 所掌

２

総務省は 、前項の任 務を遂行 するに当 たり、内 閣官房を助 けるものと する。

前 項に定め るものの ほか、総 務省は、同項 の任務に 関連する 特定の内 閣の重要 政策に関す る内閣の 事務を助 けること を任務とする 。

に属し ない行政事 務及び法 律（法律 に基づく 命令を含む 。）で総 務省に属 させられ た行政事務 を遂行する ことを任 務とする 。

３
（ 所掌事務 ）

三

二

一

行政 機関の運 営に関する 企画及び 立案並び に調整に 関すること 。

行政制 度一般に 関する基 本的事項の 企画及び 立案に関 すること。

恩給を 受ける権利 の裁定並 びに恩給 の支給及 び負担に関 すること。

恩給制度 に関する 企画及び立 案に関する こと。

総務省は 、前条第一 項の任務 を達成す るため、 次に掲げる 事務をつ かさどる 。

四

競争 の導 入に よる 公共 サー ビスの改革 に関する法 律（平成 十八年法 律第五十 一号）第七 条第一項 に規定す る公共サ ービス改革 基本方針の 策定

第四条

五

六

独立行 政法 人（ 独立 行政 法人通則 法（平成 十一年法 律第百三 号）第二 条第一項に規 定する独 立行政法 人をいい 、国立大学 法人（国 立大学法 人

行政機関 が共用す る情報シ ステムの 整備及び 管理に関する こと。

並びに 官民競争 入札及び 民間競争 入札の実施 の監理に 関するこ と。

七

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 人をいう。 ）、大学 共同利用 機関法人 （同条第三 項に規定す る大学共 同利

用機 関法 人を いう 。）及 び日 本司 法支 援セ ンタ ー（総合法 律支援法（ 平成十六 年法律第 七十四号 ）第十三条 に規定す る日本司 法支援セン ターを
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八

九

いう。） を含む。 以下同じ。 ）に関す る共通的 な制度の企 画及び立 案に関する こと。

独立 行政 法人 の新 設、目 的 の変更その 他当該独立 行政法人 に係る個 別法（独 立行政法人 通則法第 一条第一 項に規定 する個別法 をいう。） 、国
立大学 法人法及 び総合法 律支援法の 定める制 度の改正 並びに廃 止に関する 審査を行う こと。

法 律に より直 接 に設立 され る法人 又は特別の 法律によ り特別の設 立行為を もって設 立すべきも のとされ る法人（ 独立行政 法人を除く 。）の新
設 、目的の 変更その 他当該法 律の定める 制度の改正 及び廃止 に関する 審査を行 うこと。

政策 評価 （国家 行政 組織 法第二 条第二項 及び内閣 府設置法（ 平成十一 年法律第 八十九号 ）第五条第 二項の規定 による評 価をいう 。以下こ の号

十一

各行政 機関の業 務の実施 状況の評 価（当該行 政機関の政 策につい ての評価 を除く。 ）及び監視 を行うこ と。

各府省 の政策につ いて、統一 的若しく は総合的 な評価を 行い、又は 政策評価 の客観的 かつ厳格 な実施を担 保するため の評価を 行うこと 。

十

十二

第十 一号 の規 定に よる 評価並び に前号の 規定によ る評価及 び監視（次 号において 「行政評 価等」と いう。） に関連して 、次に掲 げる業務 の

及び次号 において 同じ。） に関する 基本的事項 の企画及び 立案並び に政策評 価に関す る各府省の 事務の総 括に関す ること。

十三

独立 行政法人 の業務

実施状況 に関し必要 な調査を 行うこと 。
イ
第 九号に規 定する法 人の業務

行 政評 価等 に関 連して 、前 号ニの規定 による調 査に該当 するもの のほか、地 方自治法 （昭和二 十二年法 律第六十七 号）第二条 第九項第 一号

国の 委任又は補 助に係る 業務

あっ て、国の 補助に係 る業務を 行うものに 限る。） の業務

特 別の 法律に より 設立 され 、か つ、 その 設立に関 し行政官庁の 認可を要 する法人 （その資 本金の二 分の一以上 が国から の出資に よる法人 で

ロ
ハ

ニ
十四

に 規定す る第 一号 法定 受託 事務に 該当 する 地方 公共団体の 業務（各 行政機関 の業務と一 体として 把握され る必要が あるものに 限る。）の 実施状

各行 政機 関の 業務、 第 十三号に 規定する 業務及び 前号に規定 する地方公 共団体の 業務に関 する苦情 の申出につ いての必 要なあっ せんに関 す

況に 関し調査を 行うこと 。
十五

行 政相談委 員に関す ること。

ること。
十六

- 61 -

十九

十八

十七

地方自 治に係る 政策で地 域の振興 に関するも のの企画及 び立案並 びに推進 に関する こと。

地方公 共団体の求 めに応じて 当該地方 公共団体 の行政及 び財政に関 する総合 的な調査 を行うこ と。

国 と地方公 共団体及 び地方公 共団体相互 間の連絡 調整に関 すること 。

地 方自治及 び民主政治 の普及徹 底に関す ること。

豪 雪地 帯（ 豪雪 地帯 対策特別 措置法（ 昭和三十 七年法律 第七十三号 ）第二条第 一項に規 定する豪 雪地帯を いう。）の 雪害の防 除及び振 興

二十
二 十一

二十六

二 十五

二 十四

二十 三

二十二

市町村の 合併、広 域行政そ の他地方公 共団体の 機能の充 実に関す る政策の企 画及び立案 並びに推 進に関す ること。

地方公共団 体の組織 及び運営 に関する 制度の企画 及び立案に 関するこ と。

地 方自治に 関する調 査及び研究 に関する こと。

地方 公共団体 の自主的 かつ主体 的な組織及 び運営の合 理化の推 進につい て必要な 助言その他 の協力を 行うこと 。

地方 自治に影響 を及ぼす国 の施策の 企画及び 立案並び に運営に関 し、必要 な意見を 関係行政 機関の長に 述べること 。

公有地の 拡大の推 進に関す る法律（昭 和四十七 年法律第 六十六号 ）の規定に よる土地開 発公社及 び土地の 先買いに 関する事務 を行うこ と。

に関する 総合的な政 策の企画 及び立案 並びに推 進に関する こと。

二十七
住民 基本台帳制 度に関する こと。
住居 表示制度 に関する こと。

二十 八
二 十九

三十 三

三十二

三十一

公職 選挙法（ 昭和二十 五年法律第 百号）及び 同法の規 定を準用 する法律 に基づく選 挙に関す る制度の 企画及び 立案に関す ること。

地方 公務員の共済 制度及び 災害補償 制度に関 すること 。

地方公共 団体の人 事行政に 対する協力 及び技術 的助言に 関するこ と。

地方公務員 に関する 制度の企 画及び立 案に関する こと。

行政 書士に関 すること。

三十 四

最 高裁 判所 裁判官 の 国民審査 、一の地 方公共団 体のみに適 用される特 別法の制 定のため の投票、 日本国憲法 改正の国 民の承認 に係る投 票

三十

三 十五

前二号に 掲げる選 挙、国民 審査及び投 票の施行 の準備に 関するこ と。

及び地方 公共団体の 住民によ る各種の 直接請求 に基づく投 票に関する 制度の企 画及び立 案に関す ること。
三十六
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三十 九

三十八

三十七

地方 公共団体の 財政に関す る制度の 企画及び 立案に関 すること。

政党その 他の政治 団体、政 治資金及び 政党助成 に関する こと。

第三十四 号及び第三 十五号に 掲げる選 挙、国民 審査及び投 票の普及及 び宣伝に 関するこ と。

四十七

四 十六

四 十五

四十 四

四十三

四十二

四 十一

地方公共 団体の経 営する企 業に関する こと。

地方競馬、 自転車競 走及びモ ーターボ ート競走を 行うことが できる市 町村の指 定に関す ること。

当 せん金付 証票に関 すること。

地方 公共団体 の財政資 金の調達 に関するあ っせん、助 言その他 の協力に 関するこ と。

地方 債に関する こと。

地方交付 税に関す ること。

後進地域そ の他の特 定の地域 に対する 国の財政 上の特別措置 に関する こと。

地 方交付税 法（昭和 二十五年法 律第二百 十一号） 第七条に規 定する翌 年度の地方 団体の歳 入歳出総 額の見込 額に関する こと。

地方公 共団体の 負担を伴 う法令案 並びに国の 歳入歳出及 び国庫債 務負担行 為の見積 りについて 、関係各 大臣に対 して意見 を述べるこ と。

四十八

地方 公共団体の 財務に関係 のある事 務に関す る資料の 提出の要求 、調査及 び助言に 関するこ と。

四十

四十 九

五十 五

五十 四

五十三

五十二

五 十一

国 有資産等 所在市町村 交付金、 国有資産 等所在都 道府県交付 金及び国有 提供施設 等所在市 町村助成 交付金に関 すること 。

地方 揮発油譲 与税、石 油ガス譲与 税、自動車 重量譲与 税、特別 とん譲与 税及び航空 機燃料譲 与税に関 すること 。

前二 号に掲げるも ののほか 、地方税 に関する こと。

法定外普 通税及び 法定外目 的税の新設 又は変更 に係る協 議及び同 意に関する こと。

地方税に関 する制度 の企画及 び立案に 関すること 。

第 三十九号 から前号ま でに掲げ るものの ほか、地 方財政に関 すること。

地方公 共団体の 財政の健 全化に関 すること。

五 十六

符 号 、音響 、影 像そ の他の 情報の電 磁的方式に よる発信 、伝送又 は受信（ 以下「情報 の電磁的流 通」とい う。）の ための有 線又は無線 の

五十

五十 七

施設の設 置及び使 用の規律 並びにこ れらの施設 の整備の促 進に関す ること。
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五十九

五十八
前二号に 掲げるも ののほか 、情報の電 磁的流通 の規律及 び振興に 関するこ と。

国際放送 その他の本 邦と外国 との間の 情報の電 磁的流通の 促進に関す ること。

六 十七

六 十六

六十 五

六十四

六十三

六 十二

六 十一

有線電気通 信設備及 び無線設 備（高周 波利用設備 を含む。） に関する 技術上の 規格に関 すること。

周 波数標準 値の設定 、標準電波 の発射及 び標準時 の通報に関 すること。

電波 の利用の 促進に関 すること 。

電波 が無線設備 その他のも のに及ぼ す影響に よる被害 の防止又は 軽減に関 すること 。

電波の監 視及び電 波の質の 是正並びに 不法に開 設された 無線局及 び不法に設 置された高 周波利用 設備の探 査に関す ること。

周波数の割 当て及び 電波の監 督管理に 関するこ と。

非 常事態に おける重 要通信の確 保に関す ること。

日本 放送協会 に関する こと。

電気通 信業及び放 送業（有線 放送業を 含む。） の発達、 改善及び調 整に関す ること。

六十八

情報の電 磁的流通 及び電波 の利用に関 する技術 の研究及 び開発に 関すること 。

六十

六十九

宇宙 の開発に 関する大 規模な技 術開発であっ て、情報 の電磁的 流通及び 電波の利 用に係るも のに関す ること。

情報通 信の高度化 に関する事 務のうち 情報の電 磁的流通 に係るもの に関する こと。

七 十一

条 約又 は法 律（ 法律 に基づく 命令を含 む。）で 定める範 囲内において 、情報の 電磁的流 通及び電 波の利用 に関する国 際的取決 めを協議 し

七十

七 十二

郵政 事業 （法 律の規 定に より、郵便 局におい て行うも のとされ 、及び郵便 局を活用 して行う ことがで きるものと される事業 をいう。 ）に

、及び締 結すること 並びに国 際電気通 信連合そ の他の機関 と連絡する こと。
七十 三

七 十五

七十 四

条 約 又は法 律（ 法律 に基づ く命令を 含む。）で 定める範 囲内にお いて、郵 便に関する 国際的取決 めを協議 し、及び 締結する こと並びに 万

信 書便事業 の監督に関 すること 。

郵便 認証司に 関するこ と。

関する こと。

七十 六

国郵便連 合その他 の機関と 連絡する こと。
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七十八

七十七

統計 職員の養成 の企画及び 立案に関 すること 。

統計調査 の実施に ついての 審査及び調 整並びに 統計基準 の設定に 関するこ と。

統計及び 統計制度の 発達及び 改善に関 する基本 的事項の企 画及び立案 に関する こと。

国 勢調 査そ の他 国勢 の基本に 関する統 計調査の 実施及び 製表並びに 国の行政機 関又は地 方公共団 体の委託 による統計 調査の実 施又は製 表

国際統 計事務の 統括に関 すること 。

七十 九
八十
八 十一

第七 十七 号か ら前号 ま でに掲げるも ののほか 、統計技 術の研究 その他統 計の発達及 び改善に 関するこ と（他の 行政機関の所 掌に属す るも

に関する こと。
八十 二

八 十四

八 十三

平 和 条約国 籍離 脱者 等であ る戦没者 遺族等に 対する弔慰 金等の支 給に関す る法律（ 平成十二年法 律第百十 四号）第 九条第四 項に規定 する

引 揚者 等に 対す る特 別交付金 の支給に 関する法 律（昭和 四十二年法 律第百十四 号）第三 条第一項 の規定に よる特別交 付金に関 すること 。

公益 信託の監 督に関す る関係行 政機関の事 務の調整に 関するこ と。

のを除 く。）。

八十 五

一 般戦災 死没 者（ 今次 の大戦 による本邦 における 空襲その他 の災害の ため死亡 した者をい う。）に 対して追 悼の意を 表す事務に 関するこ

旧日 本赤十字社 救護看護婦 及び旧陸 海軍従軍 看護婦に 対する慰労 の事務に 関するこ と。

弔慰金等 に関する こと。
八十 六
八 十七

国 会 議事堂 等周 辺地 域及び 外国公館 等周辺地域 の静穏の 保持に関 する法律 （昭和六十 三年法律第 九十号） 第三条第 一項の規 定による政 党

と （厚生労 働省の所 掌に属する ものを除く 。）。
八十 八

国会 議事 堂、 内閣 総理 大臣官邸 その他の 国の重要な 施設等、外 国公館等 及び原子 力事業所 の周辺地域 の上空に おける小 型無人機 等の飛行

事務所周 辺地域の 指定に関 すること 。
八 十九

の 禁止 に関 する法 律（ 平成 二十 八年 法律 第九 号）第四条 第一項の規 定による 対象政党 事務所及 び対象政党 事務所の 敷地の指 定並びに 同条第二項

行政 手 続にお ける 特定 の個人 を識別す るための番 号の利用 等に関す る法律（ 平成二十五 年法律第二 十七号） 第七条の 規定によ る個人番号 （

の 規定によ る対象政 党事務所に 係る対象施 設周辺地 域の指定 に関する こと。
九十

同法 第二 条第五 項 に規定 する 個人 番号 をい う。） の指定及び 通知、同 法第二条 第七項に 規定する個 人番号カ ード並び に同法第 二十一条第 一項の
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２

規定に よ る情報 提供 ネッ トワ ーク シス テム（ 同法第 二条第十 四項に規 定する情報 提供ネッ トワーク システム をいう。） の設置及び 管理に関 する

九 十二

九十 一

政 令で定め る文教研 修施設にお いて、所 掌事務に 関する研修 を行うほ か、次に掲 げる研修 を行うこ と。

所掌 事務に係 る国際協 力に関す ること。

所掌 事務に係る 一般消費者 の利益の 保護に関 すること 。

こと。

九 十三
地方 公務員に対 する地方 自治に関 する高度 の研修

公害 等調整委員 会設置法（ 昭和四十 七年法律 第五十二 号）第四条 に規定す る事務

イ

九十 四

消防 組織法（ 昭和二十 二年法律 第二百二十 六号）第四 条第二項 に規定す る事務

国家 公務員及 び地方公 務員に対 する統計に 関する研修

九 十五

前 各号に掲 げるもの のほか、他 の行政機 関の所掌 に属しない 事務及び法 律（法律 に基づく 命令を含 む。）で 総務省に属 させられ た事務

ロ

九 十六

前項に 定めるも ののほか、 総務省は 、前条第 二項の任 務を達成す るため、同 条第一項 の任務に 関連する 特定の内閣 の重要政 策につい て、当該 重

要政 策に 関し て閣 議に おいて 決定 された基本 的な方針 に基づい て、行政 各部の施策 の統一を 図るため に必要と なる企画及 び立案並び に総合調 整に
関す る事務を つかさどる 。

地 方財政審 議会は、地 方公務員 等共済組 合法（昭 和三十七年 法律第百五 十二号） 、地方財 政法（昭 和二十三年 法律第百 九号）、 地方交付 税

（ 所掌事務）
第九条

法、 競馬 法（ 昭和 二十 三年法 律 第百五十八号 ）、自転 車競技法 （昭和二 十三年法律 第二百九 号）、モ ーターボ ート競走 法（昭和二十 六年法律 第二

百 四十二 号） 、地 方公 共団 体の 財政の健 全化に関 する法律（ 平成十九年 法律第九 十四号） 、地方税 法（昭和二 十五年法 律第二百 二十六号 ）、地方

揮 発油 譲与 税法（ 昭和 三十 年法 律第百 十三号）、 石油ガス 譲与税法（ 昭和四十 年法律第 百五十七号 ）、自動 車重量譲 与税法（ 昭和四十六 年法律第

九 十号 ）、 特別 とん 譲与 税法 （昭和三 十二年法 律第七十 七号）、 航空機燃料 譲与税法（ 昭和四十 七年法律 第十三号 ）及び国有 提供施設 等所在市 町

２

地 方財政審 議会は、 第一項の規定 によりそ の権限に 属させら れた事項及 びこれに 影響を及 ぼす制度 に関し、 関係機関に対 し、意見 を述べる こと

地方 財政審議会 は、前項 の規定に よりその 権限に属さ せられた 事項に関 し、総務 大臣に対し 、必要な勧 告をする ことがで きる。

村助成交 付金に関す る法律（ 昭和三十 二年法律 第百四号） の規定によ りその権 限に属さ せられた 事項を処理 する。

３

がで きる。
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附

則

（所掌事 務の特例 ）

四

三

二

一

郵便貯金 管理業務及 び簡易生命 保険管理 業務に関 すること 。

地方 道路譲与 税に関す ること。

地方 法人特別税 及び地方 法人特別 譲与税に 関するこ と。

交通安 全対策特 別交付金 の交付に関 すること 。

地方特例 交付金に 関するこ と。

総務省 は、第三 条第一項の 任務を達成 するため 、第四条 第一項各 号に掲げる 事務のほ か、当分 の間、次 に掲げる事 務をつかさ どる。

五

総務 省は、第三 条第一項 の任務を 達成する ため、第四 条第一項 各号及び 前項各号 に掲げる事 務のほか、 次の表の 上欄に掲 げる日ま での間、

地方 公共団体に 交付すべ き今次の 大戦によ る不発弾そ の他の火薬 類で陸上 にあるも のの処理 に関する事 業に係る 交付金に 関するこ と。

こ と。

条 約又 は法律 （ 法律に 基づ く命令 を含む。） で定める 範囲内にお いて、郵 便為替及 び郵便振替 に関する 国際的取 決めを協 議し、及び 締結する

七

六

第二条

２

事務

それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限

過疎地域（過疎地域自立促進特別措置法（平成十二年法律第十五号）第二条第一項に規定す

離島振興対策実施地域（離島振興法（昭和二十八年法律第七十二号）第二条第一項に規定す

策の企画及び立 案並 びに 推進 に関すること。

第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。）の災害の防除及び振興に関する総合的な政

特 殊土壌地帯 （特殊 土壌地帯 災害防 除及び振興臨時措置法（昭和二十七年法律 第九 十六号）

こと。

る過疎地 域をいう 。）の自 立促進に 関する総合的 な政 策の 企画及び立案並びに推進に関する

平成三十三 年三 月三 十一 日

平成三十四年三月三十一日

平成 三十 五年三月三十一日

る離島振興対策実施地域をいう。）の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進
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平成三十六年三月三十一日

平成三十七 年三 月三十一日

に関すること。

奄美 群島（奄 美群島 振興開発 特別措置 法（昭和二十九年法律第百八十九号）第一条に 規定 す

る奄美群島をいう。）の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関
すること。

振興山村（山村振興法（昭和四十年法律第六十四号）第七条第一項に規定する振興山村をい

う。）の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

半島振興対策実施地域（半島振興法（昭和六十年法律第六十三号）第二条第一項に規定する

半島振興対策実施地域をいう。）の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に
関すること。
郵 政 民 営 化 法 （ 平 成 十 七 年 法 律 第 九 十 七 号 同法に規定する事務を行うこと。
）第八条に規定する移行期間の末日
（地方財 政審議会 の所掌事 務の特例 ）

地方財 政審議会 は、第九条に 定める事 務をつか さどるほ か、当分 の間、地方 特例交付 金等の地 方財政の 特別措置に関 する法律 （平成十 一年

地方財政審 議会は、 第九条及 び前項に 定める事務 をつかさど るほか、 当分の間 、地方公 共団体の財 政の健全 化に関す る法律附 則第十条の 規定に

の規 定により その権限に属 させられ た事項を 処理する 。この場 合において は、第九 条第二項 及び第三 項の規定を準 用する。

十四 条第 二項 の規 定に よりな おそ の効力を有 するもの とされた 同法第三 条の規定に よる改正 前の地方 道路譲与 税法（昭和 三十年法律 第百十三 号）

の地 方法人 特 別税等 に関 する 暫定措 置法（平 成二十年法 律第二十 五号）及 び地方税 法等の一部 を改正する 法律（平 成二十一 年法律第 九号）附則 第

る 等の 法律 （平 成二 十八 年法 律第十三 号）附則 第三十二 条第一項 の規定により なおその 効力を有 するもの とされた 同法第九条 の規定に よる廃止 前

法 律第 十七 号）、 当せ ん金 付証 票法（ 昭和二十三 年法律第 百四十四号 ）、道路 交通法（ 昭和三十五 年法律第 百五号） 、地方税 法等の一部 を改正す

第四条

２

よ りな お従 前の 例に よるも の とされた 同法附則 第九条の 規定による 改正前の地 方公営企 業法（昭 和二十七 年法律第二 百九十二 号）及び 地方公共 団

体の 財政の 健 全化に 関す る法 律附則 第四条の 規定により なお従前 の例によ るものと された同法 附則第三条 の規定に よる廃止 前の地方 財政再建促 進

特別 措置 法（ 昭和 三十 年法律 第百 九十五号） の規定に よりその 権限に属 させられた 事項を処 理する。 この場合 においては 、第九条第 二項及び 第三
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項の規定 を準用す る。
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