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世田谷区条例第27号

世田谷区指定障害児通所支援の事業等の

人員、設備及び運営の基準等に関する条

例

世田谷区条例第28号

世田谷区指定障害児入所施設の人員、設

備及び運営の基準等に関する条例

世田谷区条例第29号

世田谷区児童福祉審議会条例

世田谷区条例第30号

世田谷区児童相談所設置条例

世田谷区条例第31号

世田谷区立保育園条例の一部を改正する

条例

世田谷区条例第32号

世田谷区特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営の基準等に関する条

例の一部を改正する条例

世田谷区条例第33号

世田谷区支給認定及び保育所等の利用調

整等に関する条例の一部を改正する条例

世田谷区条例第34号

世田谷区保育料条例の一部を改正する条

例

世田谷区条例第35号

世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運

営の基準に関する条例の一部を改正する

条例

世田谷区条例第36号

世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の

基準に関する条例

世田谷区条例第37号

世田谷区小児慢性特定疾病審査会条例

世田谷区条例第38号

世田谷区立幼稚園保育料条例の一部を改

正する条例

世田谷区条例第39号

世田谷区立認定こども園保育料条例の一

部を改正する条例

世田谷区非常勤職員の報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する

条例

世田谷区非常勤職員の報酬及び費用弁償

に関する条例（昭和31年10月世田谷区条例

第28号）の一部を次のように改正する。

第１条中「（昭和25年法律第261号）」の

次に「第32条の２第１項に規定する会計年

度任用職員及び」を加える。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行

する。

職員の分限に関する条例の一部を改

正する条例

職員の分限に関する条例（昭和26年12月

世田谷区条例第24号）の一部を次のように

改正する。

第４条第１項中「こえない」を「超えな

い」に改め、同条中第４項を第５項とし、

第３項を第４項とし、第２項の次に次の１

項を加える。

３ 法第22条の２第１項第１号に規定する

会計年度任用職員に対する前２項の規定

の適用については、第１項中「、３年を

超えない範囲内」とあるのは「、法第22

条の２第１項第１号及び第２項の規定に

基づき任命権者が定める任期の範囲内」、

と「３年に満たない場合」とあるのは

「法第22条の２第１項第１号及び第２項

の規定に基づき任命権者が定める任期に

満たない場合」と、「引き続き３年を超

えない範囲内」とあるのは「引き続き法

第22条の２第１項第１号及び第２項の規

定に基づき任命権者が定める任期の範囲

内」と、前項中「３年」とあるのは「１

年」とする。

第６条第１項中「第４条第１項、第２項

及び第４項」を「第４条第１項（同条第３

項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）、第２項及び第５項」に改める。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行

する。

職員の懲戒に関する条例の一部を改

正する条例

職員の懲戒に関する条例（昭和26年12月

世田谷区条例第25号）の一部を次のように

改正する。

第３条中「給料」の次に「（地方公務員

法（昭和25年法律第261号）第22条の２第

１項第１号に掲げる会計年度任用職員につ

いては、報酬（会計年度任用職員の給与及

び費用弁償に関する条例（令和元年10月世

田谷区条例第21号）第７条第１項に規定す

る地域手当に相当する報酬、同条例第８条

第１項に規定する特殊勤務手当に相当する

報酬、同条例第10条第１項に規定する超過

勤務手当に相当する報酬、同条例第11条に

規定する休日給に相当する報酬、同条例第

12条に規定する夜勤手当に相当する報酬及

び同条例第14条に規定する宿日直手当に相

当する報酬を除く。））」を加える。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行

する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣

される職員の処遇等に関する条例の

一部を改正する条例

外国の地方公共団体の機関等に派遣され

る職員の処遇等に関する条例（昭和63年３

月世田谷区条例第11号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条第２項第３号中「第22条第１項に

規定する条件附採用」を「第22条に規定す

る条件付採用」に改め、同項第５号中「一

に」を「いずれかに」に改める。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行

する。

公益的法人等への職員の派遣等に関

する条例の一部を改正する条例

公益的法人等への職員の派遣等に関する

条例（平成13年12月世田谷区条例第62号）

の一部を次のように改正する。

第９条中「第22条第１項に規定する条件

附採用」を「第22条に規定する条件付採用」

に改める。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行

する。

職員の退職手当に関する条例の一部

を改正する条例

職員の退職手当に関する条例（昭和31年

12月世田谷区条例第44号）の一部を次のよ

うに改正する。

第11条第５項中「の職員「以下」を「の

職員「規則で定める者を除く。以下」に改

める。

第16条第１項第２号中「（同法第16条第

１号に該当する場合を除く。）」を削る。

付則第11条中「平成34年３月31日」を

「令和４年３月31日」に改める。

附 則

この条例は、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める日から施行する。

付則第11条の改正規定 公布の日

第16条第１項第２号の改正規定 令

和元年12月14日

第11条第５項の改正規定及び次項の

規定 令和２年４月１日

２ この条例による改正後の第11条第５項

の規定は、令和２年４月１日以後の退職

に係る退職手当について適用し、同日前

の退職に係る退職手当については、なお

従前の例による。

職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例の一部を改正する条例

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例（平成10年３月世田谷区条例第14号）

の一部を次のように改正する。

第１条第２項中「に定める」を「に規定

する」に、「及び教員」を「、副園長、教

諭及び養護教諭」に改める。

第２条第２項中「平成３年法律第110号」

の次に「。以下「育児休業法」という。」

を加え、「同法」を「育児休業法」に改め

る。

第13条に次の１項を加える。

５ 地方公務員法第22条の３第１項の規定

により臨時的に任用された職員及び育児

休業法第６条第１項の規定により臨時的

に任用された職員（常時勤務を要する者

に限る。）の任用期間中の年次有給休暇

は、第１項及び第２項の規定にかかわら

ず、人事委員会の承認を得て、規則で定

める。

第15条第１項中「公民権行使等休暇、妊

娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健健診

休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援

休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏

季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ

休暇、子の看護休暇及び短期の介護休暇」

を「次の各号に掲げる職員の区分に応じ、

当該各号に定める休暇」に改め、同項に次

の２号を加える。

地方公務員法第22条の３第１項の規

定により臨時的に任用された職員及び

育児休業法第６条第１項の規定により
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臨時的に任用された職員（常時勤務を

要する者に限る。）公民権行使等休暇、

妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保

健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、

出産支援休暇、生理休暇、慶弔休暇、

災害休暇、夏季休暇、ボランティア休

暇、子の看護休暇及び短期の介護休暇

前号に掲げる職員以外の職員 公民

権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠初

期休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤

時間、育児時間、出産支援休暇、生理

休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、

ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、

子の看護休暇及び短期の介護休暇

第18条の見出し中「臨時職員」を「育児

休業に伴う臨時的任用職員等」に改め、同

条中「臨時的に任用される職員」を「育児

休業法第６条第１項の規定により臨時的に

任用される職員（常時勤務を要する者を除

く。）」に改め、同条に次の１項を加える。

２ 非常勤職員（再任用短時間勤務職員を

除く。）の勤務時間、休日、休暇等に関

しては、第２条から前条までの規定にか

かわらず、その職務の性質等を考慮し、

人事委員会の承認を得て、規則で定める。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行

する。

職員の配偶者同行休業に関する条例

の一部を改正する条例

職員の配偶者同行休業に関する条例（平

成26年11月世田谷区条例第52号）の一部を

次のように改正する。

第２条第１号中「第22条第１項」を「第

22条」に改める。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行

する。

職員の育児休業等に関する条例の一

部を改正する条例

職員の育児休業等に関する条例（平成４

年３月世田谷区条例第20号）の一部を次の

ように改正する。

第２条第３号ア 中「１年」を「６月」

に改める。

第14条第２号中「非常勤職員」を「勤務

日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して

世田谷区規則で定める非常勤職員以外の非

常勤職員」に改める。

第15条第１項中「正規の勤務時間」の次

に「（前条第２号に掲げる非常勤職員のう

ち地方公務員法第22条の２第１項第１号に

規定する会計年度任用職員にあっては当該

会計年度任用職員について定められた勤務

時間）」を加え、同条に次の１項を加える。

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認に

ついては、１日につき当該非常勤職員に

ついて定められた１日の勤務時間から５

時間45分を減じた時間を超えない範囲内

で行うものとする。ただし、当該非常勤

職員が勤務時間条例第18条第２項の規定

に基づく世田谷区規則の規定による育児

時間又は介護時間の承認を受けて勤務し

ない場合における部分休業の承認につい

ては、１日につき当該非常勤職員につい

て定められた１日の勤務時間から５時間

45分を減じた時間から当該育児時間又は

当該介護時間の承認を受けて勤務しない

時間を減じた時間を超えない範囲内で行

うかのとする。

第16条中「及び幼稚園教育職員の給与に

関する条例」を「、幼稚園教育職員の給与

に関する条例」に改め、「第19条第１項」

の次に「及び会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例（令和元年10月世田

谷区条例第21号。以下（会計年度任用職員

給与条例」という。）第９条第１項から第

３項まで」を加え、「及び幼稚園教育職員

給与条例第22条」を「、幼稚園教育職員給

与条例第22条及び会計年度任用職員給与条

例第13条」に改め、「給与額」の次に「（同

条にあっては、報酬額）」を加える。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行

する。

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例（平成12年３月世田谷区条

例第21号）の一部を次のように改正する。

第17条第１項中「公民権行使等休暇、妊

娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健健診

休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援

休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏

季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ

休暇、子の看護休暇及び短期の介護休暇」

を「次の各号に掲げる職員の区分に応じ、

当該各号に定める休暇」に改め、同項に次

の２号を加える。

臨時的に任用された職員 公民権行

使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休

暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、

育児時間、出産支援休暇、生理休暇、

慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボラ

ンティア休暇、子の看護休暇及び短期

の介護休暇

前号に掲げる職員以外の職員 公民

権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠初

期休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤

時間、育児時間、出産支援休暇、生理

休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、

ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、

子の看護休暇及び短期の介護休暇

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行

する。

職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例

職員の給与に関する条例（昭和26年10月

世田谷区条例第11号）の一部を次のように

改正する。

第１条第２項を次のように改める。

２ 次に掲げる職員の給与に関する事項は、

別に条例で定める。

教育公務員特例法（昭和24年法律第

１号）第２条第１項に規定する教育公

務員（世田谷区立幼稚園の園長、副園

長、教諭及び養護教諭に限る。）

地方公務員法第22条の２第１項第１

号に掲げる会計年度任用職員（教育公

務員特例法第２条第１項に規定する教

育公務員のうち、世田谷区立幼稚園、

小学校及び中学校の講師を含む。）

第19条の見出し中「臨時職員」を「育児

休業に伴う臨時的任用職員」に改め、同条

第１項中「臨時的に任用される職員」を

「育児休業法第６条第１項の規定により臨

時的に任用される職員（常時勤務を要する

者を除く。）」に改める。

第21条第１項中「これらの基準自前１箇

月以内に退職し、若しくは地方公務員法第

16条第１号に該当して同法第28条第４項の

規定により失職し」を「基準日前１箇月以

内に退職し」に改める。

第21条の２第２号中「（同法第16条第１

号に該当して失職した職員を除く。）」を削

る。

第21条の４第１項中「これらの基準日前

１箇月以内に退職し、若しくは地方公務員

法第16条第１号に該当して同法第28条第４

項の規定により失職し」を「基準日前１箇

月以内に退職し」に改める。

第21条の５に次の１項を加える。

３ 第６条第２項から第６項までの規定は、

臨時的に任用される職員には、適用しな

い。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和元年12月14日（以下

「施行日」という。）から施行する。ただ

し、第１条第２項及び第19条（見出しを

含む。）の改正規定並びに第21条の５に

１項を加える改正規定は、令和２年４月

１日から施行する。

（経過措置）

２ 施行日前に、成年被後見人等の権利の

制限に係る措置の適正化等を図るための

関係法律の整備に関する法律（令和元年

法律第37号）第44条の規定による改正前

の地方公務員法（昭和25年法律第261号。

以下「旧法」という。）第16条第１号に

該当して旧法第28条第４項の規定により

失職した職員に係る期末手当及び勤勉手

当の支給については、この条例による改

正後の第21条第１項、第21条の２第２号

及び第21条の４第１項の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。

幼稚園教育職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例

幼稚園教育職員の給与に関する条例（平

成12年３月世田谷区条例第22号）の一部を

次のように改正する。

第２条中「世田谷区立幼稚園」の次に

「（以下「幼稚園」という。）」を加える。

第27条第１項中「これらの基準日前１箇

月以内に退職し、若しくは地方公務員法第

16条第１号に該当して同法第28条第４項の

規定により失職し」を「基準日前１箇月以

内に退職し」に改める。

第28条第２号中「（同法第16条第１号に

該当して失職した職員を除く。）」を削る。

第30条第１項中「これらの基準日前１箇

令和元年11月20日 （第704号）
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月庭内に退職し、若しくは地方公務員法第

16条第１号に該当して同法第28条第４項の

規定により失職し」を「基準日前１箇月以

内に退職し」に改める。

第32条の２の次に次の１条を加える。

（昇給についての適用除外）

第32条の３ 第７条第２項から第５項まで

の規定は、臨時的に任用される職員には、

適用しない。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和元年12月14日（以下

「施行日」という。）から施行する。ただ

し、第32条の２の次に１条を加える改正

規定は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 施行日前に、成年被後見人等の権利の

制限に係る措置の適正化等を図るための

関係法律の整備に関する法律（令和元年

法律第37号）第44条の規定による改正前

の地方公務員法（昭和25年法律第261号。

以下「旧法」という。）第16条第１号に

該当して旧法第28条第４項の規定により

失職した職員に係る期末手当及び勤勉手

当の支給については、この条例による改

正後の第27条第１項、第28条第２号及び

第30条第１項の規定にかかわらず、なお

従前の例による。

会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例

目次

第１章 総則（第１条－第３条）

第２章 会計年度任用職員の給与（第４

条－第17条）

第３章 会計年度任用職員の費用弁償

（第18条・第19条）

第４章 雑則（第20条－第22条）

附則

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、地方自治法（昭和23

年法律第67号）第203条の２第５項及び

地方公務員法（昭和215年法律第261号。

以下「法」という。）第24条第５項の規

定に基づき、法第22条の２第１項第１号

に掲げる会計年度任用職員（以下「会計

年度任用職員」という。）の給与及び費

用弁償に関する事項を定めることを目的

とする。

（給与）

第２条 会計年度任用職員には、報酬及び

期末手当（以下これらを「給与」という。）

を支給する。

２ 公務について生じた実費の弁償は、給

与に含まれない。

３ この条例に基づく給与は、現金で直接

会計年度任用職員に支払わなければなら

ない。ただし、会計年度任用職員から申

出のある場合には、口座振替の方法によ

り支払うことができる。

（給料表）

第３条 会計年度任用職員の報酬の額の決

定には、給料表を用いるものとする。た

だし、次条第２項に規定する職に従事す

る会計年度任用職員については、この限

りでない。

２ 前項の給料表の種類は、職員の給与に

関する条例（昭和26年10月世田谷区条例

第11号。以下「給与条例」という。）第

５条第１項第１号イ及びロ並びに同項第

２号イからハまでに掲げる給料表並びに

幼稚園教育職員の給与に関する条例（平

成12年３月世田谷区条例第22号。次項に

おいて「幼稚園教育職員給与条例」とい

う。）第６条第１項に規定する給料表の

とおりとする。

３ 前項の給料表は、会計年度任用職員が

採用された日の属する年度の初日におい

て施行されている給与条例及び幼稚園教

育職員給与条例に規定する給料表をいう。

第２章 会計年度任用職員の給与

（会計年度任用職員の報酬の額）

第４条 会計年度任用職員の報酬（第７条

第１項に規定する地域手当に担当する報

酬、第８条第１項に規定する特殊勤務手

当に相当する報酬、第10条第１項に規定

する超過勤務手当に相当する報酬、第11

条に規定する休日給に相当する報酬、第

12条に規定する夜勤手当に相当する報酬

及び第14条に規定する宿日直手当に相当

する報酬（以下これらを「諸手当相当報

酬」という。）を含まないものをいう。

以下この条から第６条までにおいて同じ。）

の額は、月額、日額又は時間額で定める

ものとし、別表に掲げる職種又は職に応

じ、同表額の種別の欄に掲げる月額、日

額又は時間額を超えない範囲内において、

次条に定めるところにより、任命権者が

決定するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、別表に掲げ

る職種又は職の分類により難いものと任

命権者が認める職に従事する会計年度任

用職員の報酬の額については、月額で定

める職にあっては413,000円、日額で定

める職にあっては35,000円、時間額で定

める職にあっては5,000円を超えない範

囲内においで、任命権者が決定するもの

とする。

３ 前２項の規定により報酬の額を決定す

る場合には、会計年度任用職員の職務の

複雑性、特殊性、困難性及び責任の軽重

に応じ、かつ、常勤の職員の給与との権

衡を考慮しなければならない。

４ 前３項に規定するもののほか、会計年

度任用職員の報酬の額の決定に関し必要

な事項は、特別区人事委員会、（以下

「人事委員会」という。）の承認を得て規

則で定める。

第５条 月額で報酬を定める会計年度任用

職員の勤務１月当たりの報酬額は、基準

月額に、当該会計年度任用職員について

定められた１週間当たりの勤務時間を38.

75で除して得た数を乗じて得た額（その

額に１円未満の端数を生じたときは、こ

れを切り捨てた額）とする。

２ 日額で報酬を定める会計年度任用職員

の勤務１日当たりの報酬額は、基準月額

を21で除して得た額に、当該会計年度任

用職員について定められた１日当たりの

勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて

得た額（その額に１円未満の端数を生じ

たときは、これを切り捨てた額）とする。

３ 時間額で報酬を定める会計年度任用職

員の勤務１時間当たりの報酬額は、基準

月額を162.75で除して得た額（その額に

１円未満の端数を生じたときは、これを

切り捨てた額）とする。

４ 前３項の「基準月額」とは、同項に規

定する会計年度任用職員の１週間当たり

の通常の勤務時間が38時間45分であると

した場合に、その者の職務の内容及び責

任、職務遂行上必要となる知識、技術及

び職務経験等に照らして前条により決定

した報酬の額とする。

（会計年度任用職員の報酬の支給方法）

第６条 会計年度任用職員の報酬は、月の

１日かも末日までの期間（以下「給与期

間」という。）につき、毎月１回、規則

で定める日に、その全額を支給する。

２ 新たに月額で報酬を定める会計年度任

用職員となった者に対しては、その日か

ら報酬を支給し、報酬額に異動を生じた

者に対しては、その日から新たに決定さ

れた報酬を支給する。ただし、離職した

会計年度任用職員が即日他の職の会計年

度任用職員に任命されたときは、その日

の翌日から報酬を支給する。

３ 月額で報酬を定める会計年度任用職員

が離職したとき（第５項に該当するとき

を除く。）は、その日まで報酬を支給す

る。

４ 前２項の規定により報酬を支給する場

合であって、給与期間の初日から支給す

るとき以外のとき又は給与期間の末日ま

で支給するとき以外のときは、その報酬

額は、その給与期間の現日数から会計年

度任用職員について定められた週休日

（勤務時間を割り振らない日をいう。以

下同じ。）の日数を差し引いた日数を基

礎として日割りによって計算する。

５ 月額で報酬を定める会計年度任用職員

が死亡したときは、その月まで報酬を支

給する。

６ 日額又は時間額で報酬を定める会計年

度任用職員に対しては、その者の勤務日

数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

（会計年度任用職員の地域手当に相当する

報酬）

第７条 会計年度任用職員には、地域手当

に相当する報酬を支給する。

２ 前項に規定する地域手当に相当する報

酬の額は、その会計年度任用職員の報酬

（諸手当相当報酬を含まないものをいう。）

の100分の20の範囲内の額とする。

３ 会計年度任用職員の地域手当に相当す

る報酬の支給額、支給方法その他地域手

当に相当する報酬の支給に関し必要な事

項は、人事委員会の承認を得て規則で定

める。

（会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当

する報酬）

第８条 著しく危険、不快、不健康又は困

難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給

与上特別の考慮を必要とし、かつ、その

特殊性を報酬で考慮することが適当でな

いと認められるものに従事する会計年度

任用職員（教育公務員特例法（昭和24年

令和元年11月20日 （第704号）
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法律第１号。第15条において「教特法」

という。）第２条第２項に規定する講師

に該当する者を除く。以下この条におい

て同じ。）には、その勤務の特殊性に応

じて特殊勤務手当に相当する報酬を支給

する。

２ 前項に規定する特殊勤務手当に相当す

る報酬の額は、その会計年度任用職員の

報酬（諸手当宇目当報酬を含まないもの

をいう。）の100分の25を超えない範囲内

において定める。ただし、職務の性質に

より特別の必要がある場合は、この限り

でない。

３ 会計年度任用職員の特殊勤務手当に相

当する報酬の種類、支給範囲及び支給額

等については、職員の特殊勤務手当に関

ずる条例（平成９年10月世田谷区条例第

46号）の規定を準用する。

（会計年度任用職員の報酬の減額等）

第９条 月額で報酬を定める会計年度任用

職員がその定めもれた勤務時間（以下こ

の条から第12条までにおいて「所定の勤

務時間」という。）中に勤務しないとき

は、休日（特に勤務することを命ぜられ

る場合を除き、当該会計年度任用職員に

ついて定められた勤務時間においても勤

務することを要しない日及び当該日に特

に勤務することを命ぜられた場合におけ

る当該日に代わる日（以下「代休日」と

いう。）をいう。以下同じ。）である場合、

人事委員会の承認を得て規則で定める有

給の休暇による場合並びにその勤務しな

いこと及び給与の減額を免除することに

つき任命権者の承認があった場合を除き、

その勤務しない１時間につき、第13条第

１号に定める勤務１時間当たりの報酬額

を減額して報酬を支給する。

２ 日額で報酬を定める会計年度任用職員

が所定の勤務時間中に勤務しないときは、

休日である場合、人事委員会の承認を得

て規則で定める有給の休暇による場合並

びにその勤務しないこと及び給与の減額

を免除することにつき任命権者の承認が

あった場合を除き、その勤務しない１時

間につき、第13条第２号に定める勤務１

時間当たりの報酬額を減額して報酬を支

給する。

３ 時間額で報酬を定める会計年度任用職

員が所定の勤務時間中に人事委員会の承

認を得て規則で定める有給の休暇の取得

をしたとき並びにその勤務しないこと及

び給与の減額を免除することにつき任命

権者の承認があったときは、当該取得及

び当該承認に係る時間１時間につき、第

13条第３号に定める勤務１時間当たりの

報酬額を報酬として支給する。

４ 前３項の承認の基準は、人事委員会の

承認を得て規則で定める。

（会計年度任用職員の超過勤務手当に相当

する報酬）

第10条 所定の勤務時間以外の時間に勤務

することを命ぜられた会計年度任用職員

には、その所定の勤務時間以外の時間に

勤務した全時間について、超過勤務手当

に相当する報酬を支給する。

２ 前項に規定する超過勤務手当に相当す

る報酬の額は、勤務１時間につき、第13

条各号の規定により算出する勤務１時間

当たりの報酬額に所定の勤務時間以外の

時間に勤務した次に掲げる勤務の区分に

応じてそれぞれ100分の125から100分の

150までの範囲内で人事委員会の承認を

得て規則で定める割合（その勤務が午後

10時から翌日の午前５時までの間である

場合は、その割合に100分の25を加算し

た割合）を乗じて得た額とする。ただし、

会計年度任用職員が第１号に掲げる勤務

で所定の勤務時間以外の時間にしたもの

のうち、その勤務の時間とその勤務をし

た日における所定の勤務時間との合計が

７時間45分に達するまでの間の勤務に係

る本文に規定する報酬の額は、勤務１時

間につき、第13条各号の規定により算出

する勤務１時間当たりの報酬額に100分

の100（その勤務が午後10時から翌日の

午前５時までの間である場合は、100分

の125）を乗じて得た額とする。

所定の勤務時間が割り振られた日

（次条の規定により休日給に相当する

報酬が支給されることとなる日を除く。）

における勤務

前号に掲げる勤務以外の勤務

３ 前２項の規定に定めるもののほか、あ

らかじめ割り振られた１週間の所定の勤

務時間（以下「割振り変更前の所定の勤

務時間」という。）を超えて週休日とさ

れた日に所定の勤務時間を割り振られた

会計年度任用職員には、当該所定の勤務

時間に相当する時間（38時間45分からそ

の割振り変更前の所定の勤務時間を減じ

て得た時間及び次条の規定により休日給

に相当する報酬が支給されることとなる

時間を合計して得た時間（当該合計して

得た時間がその割振り変更前の所定の勤

務時間を超えて勤務した時間を超える場

合にあっては、当該時間）を除く。次項

において「割振り変更前の所定の勤務時

間を超えて勤務した時間」という。）に

対して、勤務１時間につき、第13条各号

の規定により算出する勤務１時間当たり

の報酬額に100分の25から100分の50まで

の範囲内で人事委員会の承認を得て規則

で定める割合を乗じて得た額を超過勤務

手当に担当する報酬として支給する。

４ 所定の勤務時間以外の時間に勤務した

時間と割振り変更前の所定の勤務時間を

超えて勤務した時間との合計が１月につ

いて60時間を超えた会計年度任用職員に

は、その60時間を超えて勤務した全時間

に対して、前３項の規定にかかわらず、

勤務１時間につき、第13条各号の規定に

より算出する勤務１時間当たりの報酬額

に次の各号に掲げる時間の区分に応じて、

当該各号に定める割合を乗じて得た額を

超過勤務手当に相当する報酬として支給

する。

第２項各号に掲げる勤務の時間 100

分の150（その時間が午後10時から翌

日の午前５時までの間である場合は、

100分の175）

前項の規定による勤務の時間 100

分50

（会計年度任用職員の休日給に相当する報

酬）

第11条 休日の勤務として所定の勤務時間

中に勤務することを命ぜられた会計年度

任用職員には、所定の勤務時間中に勤務

した全時間に対して、勤務１時間につき、

第13条各号の規定により算出する勤務１

時間当たりの報酬額に100分の125から100

分の150までの範囲内で人事委員会の承

認を得て規則で定める割合を乗じて得た

額を休日給に相当する報酬として支給す

る。ただし、任命権者が代休日を指定し

当該代休出に勤務しなかった場合には、

休日給に相当する報酬は支給しない。

（会計年度任用職員の夜勤手当に相当する

報酬）

第12条 所定の勤務時間として、午後10時

から翌日の午前５時までの間に勤務する

ことを命ぜられた会計年度任用職員には、

その間に勤務した全時間に対して、勤務

１時間につき、次条各号の規定により算

出する勤務１時間当たりの報酬額の100

分の25を夜勤手当に相当する報酬として

支給する。

（会計年度任用職員の勤務１時間当たりの

報酬額の算出）

第13条 第９条から前条までに規定する勤

務１時間当たりの報酬額は、次の各号に

掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。

月額で報酬を定める会計年度任用職

員 第４条及び第５条の規定により決

定された報酬の月額並びに人事委員会

の承認を得て規則で定める手当に相当

する報酬の月額の合計額に12を乗じ、

その額を38.75に52を乗じた時間から

38.75を５で除して得た時間に人事委

員会の承認を得て規則で定める日の数

を乗じたものを減じたもので除して得

た額に、38.75を会計年度任用職員に

ついて定められた１週間当たりの勤務

時間で除したものを乗じて得た額

日額で報酬を定める会計年度任用職

員 第４条及び第５条の規定により決

定された報酬の日額並びに人事委員会

の承認を得て規則で定める手当に相当

する報酬の日額の合計額を会計年度任

用職員について定められた１日当たり

の勤務時間で除して得た額

時間額で報酬を定める会計年度任用

職員 第４条及び第５条の規定により

決定された報酬の時間額並びに人事委

員会の承認を得て規則で定める手当に

相当する報酬の時間額の合計額

（会計年度任用職員の宿日直手当に相当す

る報酬）

第14条 職員の勤務時間、休日、休暇等に

関する条例（平成10年３月世田谷区条例

第14号）第18条第２項の規定に基づく規

則の規定による宿日直勤務を命ぜられた

会計年度任用職員には、給与条例第18条

の２の規定を準用し、宿日直手当に相当

する報酬を支給する。ただし、その支給

日については、人事委員会の承認を得て

規則で定める。

（休職等となった会計年度任用職員の給与）

令和元年11月20日 （第704号）

― 6―



世 田 谷 区 公 報

第15条 会計年度任用職員のうち、教特法

第２条第２項に規定する講師に該当する

者が教特法第14条第１項に規定する事由

に該当して休職にされたときは、その休

職の期間中、これに報酬（第８条、第10

条から第12条まで及び前条に規定する報

酬を除く。）の100分の100の額を支給す

ることができる。

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律

（平成３年法律第110号。以下この項及び

次項において「育児休業法」という。）

第２条第１項の規定による育児休業中の

会計年度任用職員については、育児休業

法第７条の規定により、期末手当を支給

することができる。

３ 前２項の場合を除き、法第28条第２項

若しくは職員の休職の事由等比関する規

則（昭和53年特別区人事委員会規則第17

号）第２条第３号若しくは第４号（第１

号及び第２号に準ずる場合を除く。）の

規定による休職をし、法第55条の２第５

項の休職者となり、又は育児休業法第２

条第１項の規定による育児休業をした会

計年度任用職員に対しては、休職等の期

間中いかなる給与も支給しない。

（会計年度任用職員の給与と災害補償との

関係）

第16条 会計年度任用職員が公務上負傷し、

若しくは疾病にかかり、又は通勤により

負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公

務員災害補償法（昭和42年法律第121号）、

労働者災害補償保険法（昭和22年法律第

50号）又は特別区非常勤職員の公務災害

補償等に関する条例（昭和43年特別区人

事・厚生事務組合条例第８号）の適用を

受けて療養のため勤務しない期間につい

ては、次条の期末手当を除くほか、この

条例に定める給与は支給しない。

（会計年度任用職員の期末手当）

第17条 期末手当は、３月１日、６月１日

及び12月１日（以下この条においてこれ

らの日を「基準日」という。）にそれぞ

れ在職する会計年度任用職員（規則で定

める会計年度任用職員を除く。）に対し

て、それぞれ基準日の属する月の規則で

定める日に支給する。基準日前１月以内

に退職し、又は死亡した会計年度任用職

員（規則で定める会計年度任用職員を除

く。）についても、また同様とする。

２ 期末手当の額は、第４条及び第５条の

規定により決定された報酬を基礎として

規則で定める額に、３月に支給する場合

においては100分の25、６月に支給する

場合においては100分の115、12月に支給

する場合においては100分の120を乗じて

得た額に、規則で定める支給割合を乗じ

て得た額とする。

３ 期末手当の不支給及び一時差止めは、

給与条例の適用を受ける職員の例による。

４ 前３項に規定するもののほか、会計年

度任用職員の期末手当の支給等に関し必

要な事項は、人事委員会の承認を得て規

則で定める。

第３章 会計年度任用職員の費用弁

償

（会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償）

第18条 会計年度任用職員が給与条例第12

条第１項各号に定める通勤手当の支給要

件に該当するときは、通勤に係る費用弁

償を支給する。

２ 会計年度任用職員の通勤に係る費用弁

償の額、支給日及び返納については、人

事委員会の承認を得て規則で定める。

（会計年度任用職員の公務のための旅行に

係る費用弁償）

第19条 会計年度任用職員が公務のための

旅行に係る費用を負担するときは、その

旅行に係る費用弁償を支給する。

２ 会計年度任用職員の旅行に係る費用弁

償の額及び支給方法は、世田谷区非常勤

職員の報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和31年10月世田谷区条例第28号）の

適用を受ける非常勤職員の例による。

第４章 雑則

（給与からの控除）

第20条 次に掲げるものは、会計年度任用

職員に給与を支給する際、その給与から

控除することができる。

世田谷区職員互助会（以下この号に

おいて「互助会」という。）の会費並

びに互助会の貸付金及び立替金に係る

返還金及び利子

東京都職員信用組合及び中央労働金

庫に対する貯蓄金並びにこれらの法人

の貸付金に係る返還金及び利子

（別に定めのある会計年度任用職員の給与）

第21条 第２条から前条までの規定にかか

わらず、勤務条件について別に定めのあ

る会計年度任用職員の給与については、

常勤の職員の給与との権衡及びその職務

の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定

めるものとする。

（委任）

第22条 この条例の施行に関し必要な事項

は、人事委員会と協議の上、規則で定め

る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施

行する。

（給与の種類及び基準の準用）

２ 法第57条の規定に基づく単純な労務に

雇用される者の給与の種類及び基準につ

いては、この条例中給与め種類及び基準

に関する規定を準用する。

別表（第４条関係）

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所

有する軽自動車等に対する軽自動車

税の賦課徴収の特例に関する条例の

一部を改正する条例

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有す

る軽自動車等に対する軽自動車税の賦課徴

収の特例に関する条例（昭和28年２月世田

谷区条例第14号）の一部を次のように改正

する。

令和元年11月20日 （第704号）

― 7―

職種又は職 給料表
額の種別

月額 日額 時間額

職

種

事務系 行政職給料表（一） 給料表の１級の額 月額を21で除して得

た額

月額を162.75で除し

て得た額
福祉系 行政職給料表（一） 給料表の１級の額

一般技術系 行政職給料表（一） 給料表の１級の額

医療職給料表（一） 給料表の１級の額

医療技術系 医療職給料表（二） 給料表の１級の額

医療職給料表（三） 給料表の１級の額

技能系 行政職給料表（二） 給料表の１級の額

業務系 行政職給料表（二） 給料表の１級の額

職 講師 幼稚園教育職員給料表 給料表の１級の額

備考

１ この表において「職種」とは、職員の採用・昇任等に関する一般基準（平成13年３月29日特別区人事委員

会決定）13（一）②に規定する職種をいう。

２ この表において「講師」とは、学校教育法（昭和22年法律第26号）第27条第10項に規定する講師をいう。
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題名中「軽自動車税」の次に、「の種別

割」を加える。

第１条中「軽自動車税」の次に「の種別

割（同法第442条第２号に規定する種別割

をいう。以下「種別割」という。）」を加え

る。

第２条（見出しを含む。）中「軽自動車

税」を「種別割」に改める。

第３条第１項中「軽自動車税の」を「種

別割の」に、「軽自動車税納税証紙」を

「種別割の納税に係る証紙」に改め、同条

第２項中「軽自動車税の」を「種別割の」

に「軽自動車税納税済検印」を「種別割の

納税に係る検印」に改める。

第４条中「軽自動車税」を「種別割」に

改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

世田谷区住民基本台帳事務の適正管

理に関する条例の一部を改正する条

例

世田谷区住民基本台帳事務の適正管理

に関する条例（平成15年６月世田谷区条例

第41号）の一部を次のように改正する。

第２条第１号中「住民票の写しの交付の

請求」の次に「、法第15条の４第１項又は

第２項の規定による除票め写し又は除票記

載事項証明書の交付の請求、同条第３項又

は第４項の規定による除票の写し又は除票

記載事項証明書の交付の申出」を加え、

「及び同条第３項」を「、同条第３項」に

改め、「写しの交付の申出」の次に「、法

第21条の３第１項又は第２項の規定による

戸籍の附票の除票の写しの交付の請求及び

同条第３項又は第４項の規定による戸籍の

附票の除票の写しの交付の申出」を加える。

第７条第１項中「及び第20条第５項」を

「、第15条の４第５項、第20条第5項及び第

21条の３第５項」に、「又は戸籍の附票」

を「、除票、戸籍の附票又は戸籍の附票の

除票」に改め、「（住民票等の消除を行った

場合は、当該住民票等に記載されていた者

をいう。以下同じ。）」を削る。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

世田谷区印鑑条例の一部を改正する

条例

世田谷区印鑑条例（昭和50年３月世田谷

区条例第６号）の一部を次のように改正す

る。

第１条中「および」を「及びその」に改

める。

第３条第１項中「区の」を「区が備える」

に改める。

第５条第１項中「当該登録申請者」を

「登録申請者」に、「または」を「又は」に

改め、同条第２項中「前項の」を「前項の

規定による」に改め、同条第４項中「当該

申請の」を削る。

第６条中「または」を「又は」に改める。

第７条第１号中「、名」の次に「、旧氏

（住民基本台帳法施行令（昭和42年政令第2

92号。以下「令」という。）第30条の13第

１項に規定する旧氏をいう。以下同じ。）」

を加え、「住民基本台帳法施行令（昭和42

年政令第292号）第30条の26第１項」を

「令第30条の16第１項」に改め、「各一部」

の次に「、旧氏及び名の各一部」を加える。

第８条第３号中「住民基本台帳」を「氏

に変更があった者に係る住民票に旧氏の記

録がされている場合にあらては氏名及び当

該旧氏、外国人住民に係る住民票」に、

「通称が記録されて」を「通称の記録がさ

れて」に、「、氏名及び通称」を「氏名及

び当該通称」に改める。

第９条第１項中「または」を「又は」に

改める。

第10条中「汚損又はき損した」を「汚損

し、又は損傷した」に改める。

第15条第５号中「氏、」を「氏（住民票

に記録がされている旧氏を含む。）、」に改

める。

第19条の２中「民間事業者」を「区又は

民間事業者」に改める。

第20条第ｉ項中「および」を「及びその」

に改め、同条第２項及び第３項中「または

文書もしくは」を「又は文書若しくは」に

改める。

第21条中「および」を「及びその」に改

める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。た

だし、第７条第１号の改正規定、第８条第

３号の改正規定及び第15条第５号の改正規

定は、令和元年11月５日から施行する。

世田谷区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

関する条例の一部を改正する条例

世田谷区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条例

（平成27年10月世田谷区条例第36号）の一

部を次のように改正する。

別表第１区長の部１の項中「軽自動車税」

を「種別割」に改める。

別表第２区長の部１の項中「軽自動車税」

を「種別割」に改め、同部３の項及び４の

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

世田谷区立特別養護老人ホーム等条

例を廃止する条例

世田谷区立特別養護老人ホーム等条例

（平成６年11月世田谷区条例第47号）は廃

止する。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行

する。

世田谷区指定障害児通所支援の事業

等の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例

目次

第１章 総則（第１条－第３条）

第２章 児童発達支援

第１節 基本方針（第４条）

第２節 人員に関する基準（第５条－

第８条）

第３節 設備等に関する基準（第９条・

第10条）

第４節 運営に関する基準（第11条－

第53条）

第５節 共生型児童発達支援に関する

基準（第54条－第57条）

第６節 基準該当児童発達支援に関す

る基準（第58条－第64条）

第３章 医療型児童発達支援

第１節 基本方針（第65条）

第２節 人員に関する基準（第66条・

第67条）

第３節 設備等に関する基準（第68条）

第４節 運営に関する基準（第69条－

第75条）

第４章 放課後等デイサービス

第１節 基本方針（第76条）

第２節 人員に関する基準（第77条・

第78条）

第３節 設備等に関する基準（第79条）

第４節 運営に関する基準（第80条－

第82条）

第５節 共生型放課後等デイサービス

に関する基準（第83条）

第６節 基準該当放課後等デイサービ

スに関する基準（第84条－第

87条）

第５章 居宅訪問型児童発達支援

第１節 基本方針（第88条）

第２節 人員に関する基準（第89条・

第90条）

第３節 設備等に関する基準（第91条）

第４節 運営に関する基準（第92条－

第95条）

第６章 保育所等訪問支援

第１節 基本方針（第96条）

第２節 人員に関する基準（第97条・

第98条）

第３節 設備に関する基準（第99条）

第４節 運営に関する基準（第100条）

第７章 多機能型事業所に関する特例

（第101条－第103条）

第８章 雑則（第104条）

附則

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22

令和元年11月20日 （第704号）

― 8―

「

「

項中 を

」

生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの

に改め、同

」

生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの

年金給付関係情報であっ

て規則で定めるもの

「

部11の項中

」

児童手当関係情報であっ

て規則で定めるもの

「

「

を に改める。

」

児童手当関係情報であっ

て規則で定めるもの

年金給付関係情報であっ

て規則で定めるもの
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年法律第164号。以下「法」という。）第

59条の４第１項の規定により適用される

法第21条の５の４第１項第２号、第21条

の５の17第１項各号並びに第21条の５の

19第１項及び第２項の規定に基づき、世

田谷区（以下「区」という。）における

指定障害児通所支援の事業等の人員、設

備及び運営に関する基準等を定めるもの

とする。

（用語の意義）

第２条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。

通所給付決定保護者 法第６条の２

の２第９項に規定する通所給付決定保

護者をいう。

指定障害児通所支援事業者 法第21

条の５の３第１項に規定する指定障害

児通所支援事業者をいう。

指定通所支援 法第21条の５の３第

１項に規定する指定通所支援をいう。

指定通所支援費用基準額 法第21条

の５の３第２項第１号（法第21条の５

の13第２項の規定により同条第１項に

規定する放課後等デイサービス障害児

通所給付費等の支給について適用する

場合を含む。）に掲げる額をいう。

通所利用者負担額 法第21条の５の

３第２項第２号（法第21条の５の13第

２項の規定により同条第１項に規定す

る放課後等デイサービス障害児通所給

付費等の支給について適用する場合を

含む。）に掲げる額及び肢体不自由児

通所医療（法第21条の５の29第１項に

規定する肢体不自由児通所医療をいう。

以下同じ。）につき法第21条の５の29

第２項に規定する健康保険の療養に要

する費用の額め算定方法の例により算

定した費用の額から当該肢体不自由児

通所医療につき支給された肢体不自由

児通所医療費（以下「肢体不自由児通

所医療費」という。）の額を控除して

得た額の合計額をいう。

基準該当通所支援 法第21条の５の

４第１項第２号に規定する基準該当通

所支援をいう。

通所給付決定 法第21条の５の５第

１項に規定する通所給付決定をいう。

支給量 法第21条の５の７第７項に

規定する支給量をいう。

通所給付決定の有効期間 法第21条

の５の７第８項に規定する通所給付決

定の有効期間をいう。

通所受給者証 法第21条の５の７第

９項に規定する通所受給者証をいう。

法定代理受領 法第21条の５の７第

11項（法第21条の５の13第２項の規定

により、同条第１項に規定する放課後

等デイサービス障害児通所給付費等の

支給について適用する場合を含む。）

の規定により通所給付決定保護者に代

わり区若しくは他の区市町村（以下

「区市町村」という。）が支払う指定通

所支援に要した費用の額又は法第21条

の５の29第３項の規定により通所給付

決定保護者に代わり区若しくは区市町

村が支払う肢体不自由児通所医療に要

した費用の額の一部を指定障害児通所

支援事業者が受けることをいう。

共生型通所支援 法第21条の５の17

第１項の申請に係る法第21条の５の３

第１項の指定を受けた者による指定通

所支援をいう。

児童発達支援センター 法第43条に

規定する児童発達支援センターをいう。

多機能型事業所 第４条に規定する

指定児童発達支援の事業、第65条に規

定する指定医療型児童発達支援の事業、

第76条に規定する指定放課後等デイサー

ビスの事業、第88条に規定する指定居

宅訪問型児童発達支援の事業及び第96

条に規定する指定保育所等訪問支援の

事業並びに障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律に

基づく指定障害福祉サービスの事業等

の人員、設備及び運営に関する基準

（平成18年厚生労働省令第171号。以下

「指定障害福祉サービス等基準」とい

う。）第77条に規定する指定生活介護

（以下「指定生活介護」という。）の事

業、指定障害福祉サービス等基準第15

5条に規定する指定自立訓練（機能訓

練）（以下「機能訓練」という。）の事

業、指定障害福祉サービス等基準第16

5条に規定する指定自立訓練（生活訓

練）の事業、指定障害福祉サービス等

基準第174条に規定する指定就労移行

支援の事業、指定障害福祉サービス等

基準第185条に規定する指定就労継続

支援Ａ型の事業及び指定障害福祉サー

ビス等基準第198条に規定する指定就

労継続支援Ｂ型の事業のうち２以上の

事業を一体的に行う事業所（指定障害

福祉サービス等基準に規定する事業の

みを行う事業所を除く。）をいう。

２ 前項に掲げるもののほか、この条例で

使用する用語の意義は、法で使用する用

語の例による。

（指定障害児通所支援事業者の一般原則）

第３条 指定障害児通所支援事業者の申請

者として法第21条の５の15第３項第１号

の条例で定める者は、法人とする。ただ

し、法第６条の２の２第３項に規定する

医療型児童発達支援（病院（医療法（昭

和23年法律第205号）第１条の５第１項

に規定する病院をいう。）又は診療所

（同条第２項に規定する診療所をいう。

第66条第１項第１号及び第68条第１項第

１号において同じ。）により行われるも

のに限る。）に係る法第21条の５の15第

１項の指定の申請を行う者については、

この限りでない。

２ 指定障害児通所支援事業者は、通所給

付決定保護者及び障害児の意向、障害児

の適性、障害の特性その他の事情を踏ま

えた計画（以下この条及び第11条第２項

において「通所支援計画」という。）を

作成し、当該通所支援計画に基づき障害

児に対して指定通所支援を提供するとと

もに、当該指定通所支援の効果について

継続的な評価を実施することその他の措

置を講じることにより障害児に対して適

切かつ効果的に指定通所支援を提供しな

ければならない。

３ 指定障害児通所支援事業者は、当該指

定障害児通所支援事業者が行う指定通所

支援を利用する障害児の意思及び人格を

尊重し、常に当該障害児の立場に立って

指定通所支援を提供するよう努めなけれ

ばならない。

４ 指定障害児通所支援事業者は、地域及

び家庭との結び付きを重視した運営を行

い、区、都道府県、区市町村、障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（平成17年法律第123号。

以下「障害者総合支援法」という。）第

５条第１項に規定する障害福祉サービス

（以下「障害福祉サービス」という。）を

行う者、児童福祉施設その他の保健医療

サービス又は福祉サービスを提供する者

との連携に努めなければならない。

５ 指定障害児通所支援事業者は、当該指

定障害児通所支援事業者が行う指定通所

支援を利用する障害児の人権の擁護、虐

待の防止等のため、責任者の設置その他

の必要な体制の整備を行うとともに、従

業者に対し、研修の実施その他の必要な

措置を講じるよう努めなければなちない。

第２章 児童発達支援

第１節 基本方針

第４条 児童発達支援に係る指定通所支援

（以下「指定児童発達支援」という。）の

事業は、障害児が日常生活における基本

的動作及び知識技能を習得し、並びに集

団生活に適応することができるよう、当

該障害児の身体及び精神の状況並びに置

かれている環境に応じて、指導及び訓練

を適切かつ効果的に行うものでなければ

ならない。

第２節 人員に関する基準

（従業者の配置の基準）

第５条 指定児童発達支援の事業を行う者

（以下「指定児童発達支援事業者」とい

う。）は、当該事業を行う事業所（以下

「指定児童発達支援事業所」という。）

（児童発達支援センターであるものを除

く。以下この条において同じ。）ごとに、

次に掲げる従業者を規則で定める基準に

より置かなければならない。

児童指導員（児童福祉施設の設備及

び運営に関する基準（昭和23年厚生省

令第63号）第21条第６項に規定する児

童指導員をいう。以下同じ。）、保育士

又は学校教育法（昭和22年法律第26号）

第１条に規定する高等学校若しくは中

等教育学校を卒業した者、同法第90条

第２項の規定により大学への入学を認

められた者、通常の課程による12年の

学校教育を修了した者（通常の課程以

外の課程によりこれに相当する学校教

育を修了した者を含む。）若しくは文

部科学大臣がこれと同等以上の資格を

有すると認定した者であって、２年以

上障害福祉サービスに係る業務に従事

したもの（以下「障害福祉サービス経

験者」という。）

児童発達支援管理責任者（児童福祉

施設の設備及び運営に関する基準第49

令和元年11月20日 （第704号）
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条第１項に規定する児童発達支援管理

責任者をいう。以下同じ。）

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定

児童発達支援事業所において日常生活を

営むのに必要な機能訓練を行う場合は、

機能訓練担当職員（日常生活を営むのに

必要な機能訓練を担当する職員をいう。

以下同じ。）を規則で定める基準により

置かなければならない。

３ 前２項の規定にかかわらず、主として

重症心身障害児（法第７条第２項に規定

する重症心身障害児をいう。以下同じ。）

を通所させる指定児童発達支援事業所は、

次に掲げる従業者を規則で定める基準に

より置かなければならない。

嘱託医

看護職員（保健師、助産師、看護師

又は准看護師をいう。以下同じ。）

児童指導員又は保育士

機能訓練担当職員

児童発達支援管理責任者

第６条 指定児童発達支援事業者は、指定

児童発達支援事業所（児童発達支援セン

ターであるものに限る。以下この条にお

いて同じ。）ごとに、次に掲げる従業者

を規則で定める基準により置かなければ

ならない。ただし、40人以下の障害児を

通所させる指定児童発達支援事業所にあっ

ては第４号の栄養士を、調理業務の全部

を委託する指定児童発達次援事業所にあっ

ては第５号の調理員を置かないことがで

きる。

嘱託医

児童指導員

保育士

栄養士

調理員

児童発達支援管理責任者

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定

児童発達支援事業所において日常生活を

営むのに必要な機能訓練を行う場合は、

機能訓練担当職員を規則で定める基準に

より置かなければならない。

３ 前項の規定にかかわらず、主として難

聴児を通所させる指定児童発達支援事業

所は、第１項各号に掲げる従業者のほか、

次に掲げる従業者を規則で定める基準に

より置かなければならない。

言語聴覚士

機能訓練担当職員（日常生活を営む

のに必要な機能訓練を行う場合に限る。）

４ 第２項の規定にかかわらず、主として

重症心身障害児を通所させる指定児童

発達支援事業所は、第１項各号に掲げ

る従業者のほか、次に掲げる従業者を

規則で定める基準により置かなければ

ならない。

看護職員

機能訓練担当職員

（管理者）

第７条 指定児童発達支援事業者は、指定

児童発達支援事業所ごとに指定児童発達

支援事業所を管理する者（以下この章に

おいて「管理者」という。）を置かなけ

ればならない。

２ 管理者は、専らその指定児童発達支援

事業所の管理に係る職務に従事する者で

なければならない。ただし、当該指定児

童発達支援事業所の管理上支障がない場

合は、当該指定児童発達支援事業所の他

の職務に従事し、又は同一敷地内にある

他の事業所、施設等の管理に係る職務に

従事することができる。

（従たる事業所を設置する場合における特

例）

第８条 指定児童発達支援事業者は、指定

児童発達支援事業所のうち主たる事業所

（児童発達支援センターであるものを除

く。以下この条において「主たる事業所」

という。）と一体的に管理運営を行う事

業所（児童発達支援センターであるもの

を除く。以下この条において「従たる事

業所」という。）を設置することができ

る。

２ 従たる事業所を設置する場合において

は、主たる事業所の従業者及び従たる事

業所の従業者（児童発達支援管理責任者

を除く。）のうちそれぞれ１人以上は、

常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従た

る事業所の職務に従事する者でなければ

ならない。

第３節 設備等に関する基準

（設備及び備品等）

第９条 指定児童発達支援事業所（児童発

達支援センターであるものを除く。）は、

指導訓練室並びに指定児童発達支援の提

供に必要な設備及び備品等を設けなけれ

ばならない。

２ 前項の指導訓練室には、訓練に必要な

機械器具等を備えなければならない。

３ 第１項に規定する設備及び備品等は、

専らその指定児童発達支援の事業の用に

供するものでなければならない。ただし、

障害児の支援に支障がない場合は、この

限りでない。

第10条 指定児童発達支援事業所（児童発

達支援センターであるものに限る。以下

この条において同じ。）は、指導訓練室、

遊戯室、屋外遊戯場（当該指定児童発達

支援事業所の付近にある屋外遊戯場に代

わるべき場所を含む。以下この項におい

て同じ。）、医務室、相談室、調理室及び

便所並びに指定児童発達支援の提供に必

要な設備及び備品等を設けなければなち

ない。ただし、主として重症心身障害児

を通所させる指定児童発達支援事業所に

あっては、障害児の支援に支障がない場

合は、遊戯室、屋外遊戯場、医務室及び

相談室を設けないことができる。

２ 前項の設備は、規則で定める基準を満

たさなければならない。ただし、主とし

て難聴児を通所させる指定児童発達支援

事業所又は主として重症心身障害児を通

所させる指定児童発達支援事業所にあっ

ては、この限りでない。

３ 第１項に規定する設備のほか、主とし

て知的障害のある児童を通所させる指定

児童発達支援事業所にあっては静養室を、

主として難聴児を通所させる指定児童発

達支援事業所にあっては聴力検査室を設

けなければならない。

４ 第１項及び前項に規定する設備は、専

らその指定児童発達支援の事業の用に供

するものでなければならない。ただし、

障害児の支援に支障がない場合は、併せ

て設置する他の社会福祉施設の設備と兼

ねることができる。

第４節 運営に関する基準

（管理者の責務）

第11条 管理者は、指定児童発達支援事業

所の従業者及び業務の管理その他の管理

を一元的に行わなければならない。

２ 管理者は、児童発達支援管理責任者に

指定児童発達支援に係る通所支援計画

（次条、第30条第１項及び第53条第２項

第２号において「児童発達支援計画」と

いう。）の作成に関する業務を担当させ

るものとする。

３ 管理者は、その指定児童発達支援事業

所の従業者にこの章の規定を遵守させる

ために必要な指揮命令を行わなければな

らない。

（児童発達支援管理責任者の責務）

第12条 児童発達支援管理責任者は、次項

から第８項までに規定する業務のほか、

次に掲げる業務を行わなければならない。

第31条の相談及び援助を行うこと。

他の従業者に対する技術指導及び助

言を行うこと。

２ 児童発達支援管理責任者は、児童発達

支援計画の作成に当たっては、障害児に

ついて、有する能力、置かれている環境、

日常生活全般の状況等の評価を通じて通

所給付決定保護者及び障害児の希望する

生活、課題等の把握（以下この条におい

て「アセスメント」という。）を行い、

当該障害児の発達を支援する上での適切

な支援内容を検討しなければならない。

３ 児童発達支援管理責任者は、アセスメ

ントに当たっては、通所給付決定保護者

及び障害児に面接を行わなければならな

い。この場合において、児童発達支援管

理責任者は、面接の趣旨を当該通所給付

決定保護者及び障害児に対して十分に説

明し、理解を得なければならない。

４ 児童発達支援管理責任者は、アセスメ

ント及び支援内容の検討の結果に基づき、

その通所給付決定保護者及び障害児の生

活に対する意向並びに当該障害児に対す

る総合的な支援目標及びその達成時期、

生活全般の質を向上させるための課題、

指定児童発達支援の具体的な内容、指定

児童発達支援の提供上の留意事項その他

必要な事項を記載した児童発達支援計画

の原案を作成しなければならない。この

場合において、障害児の家族に対する援

助及びその指定児童発達支援事業所が提

供する指定児童発達支援以外の保健医療

サービス又は福祉サービスとの連携を当

該児童発達支援計画の原案に含めるよう

努めなければならない。

５ 児童発達支援管理責任者は、児童発達

支援計画の作成に当たっては、障害児に

対する指定児童発達支援の提供に係る当

該児童発達支援管理責任者以外の担当者

等を招集して行う会議を開催し、児童発

達支援計画の原案について意見を求める

とともに、その通所給付決定保護者及び
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障害児に対し、当該児童発達支援計画に

ついて説明し、文書により当該通所給付

決定保護者及び必要に応じ障害児の同意

を得なければならない。

６ 児童発達支援管理責任者は、児童発達

支援計画を作成した際には、当該児童発

達支援計画を通所給付決定保護者に交付

しなければならない。

７ 児童発達支援管理責任者は、児童発達

支援計画の作成後、当該児童発達支援計

画の実施状況の把握（障害児についての

継続的なアセスメントを含む。以下この

条において「モニタリング」という。）

を行うとともに、障害児について解決す

べき課題を把握し、少なくとも６月に１

回以上、児童発達支援計画の見直しを行

い、必要に応じ変更を行わなければなち

ない。

８ 児童発達支援管理責任者は、モニタリ

ングに当たっては、通所給付決定保護者

との連絡を継続的に行うとともに、特段

の事情のない限り、定期的に当該通所給

付決定保護者及び障害児に面接し、かつ、

モニタリングを行い、その結果を記録し

なければならない。

９ 第２項から第り項までの規定は、第７

項に規定する児童発達支援計画の変更に

ついて準用する。

（運営規程）

第13条 指定児童発達支援事業者は、指定

児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる

事業の運営についての重要事項に関する

運営規程（第16条及び第41条において

「運営規程」という。）を定めなければな

らない。

事業の目的及び運営の方針

従業者の職種、員数及び職務の内容

営業日及び営業時間

利用定員

指定児童発達支援の内容並びに通所

給付決定保護者から受領する費用の種

類及びその額

通常の事業の実施地域（当該指定児

童発達支援事業所が通常時に指定児童

発達支援を提供する地域をいう。第20

条及び第49条第２項において同じ。）

指定児童発達支援の利用に当たって

の留意事項

緊急時等における対応方法

非常災害対策

事業の主たる対象とする障害の種類

を定めた場合には、当該障害の種類

虐待の防止のための措置に関する事

項

前各号に掲げるもののほか、事業の

運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第14条 指定児童発達支援事業者は、障害

児に対し、適切な指定児童発達支援を提

供することができるよう、指定児童発達

支援事業所ごとに、当該指定児童発達支

援事業所の従業者の勤務体制を定めなけ

ればならない。

２ 指定児童発達支援事業者は、指定児童

発達支援事業所ごとに、当該指定児童発

達支援事業所の従業者によって指定児童

発達支援を提供しなければならない。た

だし、障害児の支援に直接影響を及ぼさ

ない業務については、この限りでない。

３ 指定児童発達支援事業者は、従業者の

資質向上のための研修の機会を確保しな

ければならない。

（利用定員）

第15条 指定児童発達支援事業所の利用定

員は、規則で定める。

（内容及び手続の説明及び同意）

第16条 指定児童発達支援事業者は、通所

給付決定保護者が指定児童発達支援の利

用の申込みを行ったときは、当該利用の

申込みを行った通所給付決定保護者（以

下「利用申込者」という。）に係る障害

児の障害の特性に応じた適切な配慮をし

つつ、当該利用申込者に対し、運営規程

の概要、従業者の勤務体制その他の利用

申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項を記した文書を交付して

説明を行い、当該指定児童発達支援の提

供の開始について当該利用申込者の同意

を得なければならない。

２ 指定児童発達支援事業者は、社会福祉

法（昭和26年法律第45号）第77条の規定

により書面の交付等を行う場合は、利用

申込者に係る障害児の障害の特性に応じ

た適切な配慮をしなければならない。

（契約支給量の報告等）

第17条 指定児童発達支援事業者は、指定

児童発達支援の提供に当たっては、当該

指定児童発達支援の内容、通所給付決定

保護者に提供することを契約した指定児

童発達支援の量（以下この条において

「契約支給量」という。）その他の必要な

事項（以下この条において「通所受給者

証記載事項」という。）を通所給付決定

保護者の通所受給者証に記載しなければ

ならない。

２ 契約支給量の総量は、その通所給付決

定保護者の支給量を超えてはならない。

３ 指定児童発達支援事業者は、指定児童

発達支援の利用に係る契約を締結したと

きは、通所受給者証記載事項その他の必

要な事項を区に遅滞なく報告しなければ

ならない。

４ 前３項の規定は、通所受給者証記載事

項に変更があった場合について準用する。

（提供拒否の禁止）

第18条 指定児童発達支援事業者は、正当

な理由なく、指定児童発達支援の提供を

拒んではならない。

（連絡調整に対する協力）

第19条 指定児童発達支援事業者は、指定

児童発達支援の障害児の利用について区

又は障害児相談支援事業を行う者（第47

条第１項において「障害児相談支援事業

者」という。）が行う連絡調整に協力す

るよう努めなければならない。

（サービス提供困難時の対応）

第20条 指定児童発達支援事業者は、指定

児童発達支援事業所の通常の事業の実施

地域等を勘案し、利用申込者に係る障害

児に対し自ら必要な指定児童発達支援を

提供することが困難であると認める場合

は、他の指定児童発達支援事業者等の紹

介その他の必要な措置を速やかに講じな

ければならない。

（受給資格の確認）

第21条 指定児童発達支援事業者は、指定

児童発達支援の提供の開始に際し、通所

給付決定保護者の提示する通所受給者証

によって、通所給付決定の有無、通所給

付決定を受けた指定通所支援の種類、通

所給付決定の有効期間、支給量等を確認

しなければならない。

（障害児通所給付費の支給の申請に係る援

助）

第22条 指定児童発達支援事業者は、障害

児通所給付費の支給の申請をしていない

ことにより通所給付決定を受けていない

者から指定児童発達支援の利用の申込み

があった場合は、その者の意向を踏まえ

て速やかに当該申請が行われるよう必要

な援助を行わなければならない。

２ 指定児童発達支援事業者は、通所給付

決定に通常要すべき標準的な期間を考慮

し、通所給付決定の有効期間の終了に伴

う障害児通所給付費の支給の申請につい

て、必要な援助を行わなければならない。

（心身の状況等の把握）

第23条 指定児童発達支援事業者は、指定

児童発達支援の提供に当たっては、障害

児の心身の状況、置かれている環境、他

の保健医療サービス又は福祉サービスの

利用状況等の把握に努めなければならな

い。

（関係機関との連携等）

第24条 指定児童発達支援事業者は、指定

児童発達支援の提供に当たっては、区、

都道府県、区市町村、障害福祉サービス

を行う者、児童福祉施設その他の保健医

療サービス又は福祉サービスを提供する

者との密接な連携に努めなければならな

い。

２ 指定児童発達支援事業者は、指定児童

発達支援の提供の終了に際し、障害児又

はその家族に対して適切な援助を行うと

ともに、区、都道府県、区市町村、障害

福祉サービスを行う者、児童福祉施設そ

の他の保健医療サービス又は福祉サービ

スを提供する者との密接な連携に努めな

ければならない。

（サービスの提供の記録）

第25条 指定児童発達支援事業者は、指定

児童発達支援を提供した際は、当該指定

児童発達支援の提供日、内容その他必要

な事項をその都度記録しなければならな

い。

２ 指定児童発達支援事業者は、前項の規

定による記録に際し、通所給付決定保護

者から指定児童発達支援の提供を受けた

ことについて確認を受けなければならな

い。

（通所給付決定保護者に求めることのでき

る金銭の支払の範囲等）

第26条 指定児童発達支援事業者は、通所

給付決定保護者に対して金銭の支払を求

めることができる。ただし、当該金銭の

使途が通所給付決定に係る障害児の便益

を直接向上させるものであり、かつ、支

払を求めることが適当である場合に限る
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ものとする。

２ 前項の規定により通所給付決定保護者

に対して金銭の支払を求める際は、当該

金銭の使途及び額並びに金銭の支払を求

める理由について書面により明らかにす

るとともに、当該通所給付決定保護者に

対し説明を行い、その同意を得なければ

ならない。ただし、次条第１項から第３

項までに規定する支払については、この

限りでない。

（通所利用者負担額の受領等）

第27条 指定児童発達支援事業者は､法定代

理受領を行う指定児童発達支援を提供し

た際は､通所給付決定保護者から当該指

定児童発達支援に係る通所利用者負担額

の支払を受けるものとする｡

２ 指定児童発達支援事業者は、法定代理

受領を行わない指定児童発達支援を提供

した際は、通所給付決定保護者から当該

指定児童発達支援に係る指定通所支援費

用基準額の支払を受けるものとする。

３ 指定児童発達支援事業者は、前２項に

定める場合において通所給付決定保護者

から支払を受ける額のほか、指定児童発

達支援において提供される便宜に要する

費用のうち、規則で定める費用の額の支

払を通所給付決定保護者から受けること

ができる。

４ 指定児童発達支援事業者は、前３項に

規定する額の支払を受けた場合は、当該

額に係る領収証を、当該額を支払った通

所給付決定保護者に対し交付しなければ

ならない。

５ 指定児童発達支援事業者は、第３項の

費用の額に係るサービスの提供に当たっ

ては、あらかじめ、通所給付決定保護者

に対し、当該サービスの内容及び費用に

ついて説明を行い、当該通所給付決定保

護者の同意を得なければならない。

（通所利用者負担額に係る管理）

第28条 指定児童発達支援事業者は、通所

給付決定に係る障害児が同一の月に当該

指定児童発達支援事業者が提供する指定

児童発達支援及び他の指定障害児通所支

援事業者等（法第21条の５の３第１項に

規定する指定障害児通所支援事業者等を

いう。以下この条において同じ。）が提

供する指定通所支援を受けた場合におい

て、当該障害児の通所給付決定保護者か

ら依頼があったときは、当該指定児童発

達支援及び他の指定通所支援に係る通所

利用者負担額の合計額（以下この条にお

いて「通所利用者負担額合計額」という。）

を算定しなければならない。この場合に

おいて、当該指定児童発達支援事業者は、

当該指定児童発達支援及び他の指定通所

支援の状況を確認の上、通所利用者負担

額合計額を区に報告するとともに、当該

通所給付決定保護者及び他の指定通所支

援を提供した指定障害児通所支援事業者

等に通知しなければならない。

（障害児通所給付費の額に係る通知等）

第29条 指定児童発達支援事業者は、法定

代理受領により指定児童発達支援に係る

障害児通所給付費の支給を受けた場合は、

通所給付決定保護者に対し、当該通所給

付決定保護者に係る障害児通所給付費の

額を通知しなければならない。

２ 指定児童発達支援事業者は、第27条第

２項の法定代理受領を行わない指定児童

発達支援に係る指定通所支援費用基準額

の支払を受けた場合は、当該指定児童発

達支援の内容、費用の額その他必要と認

めちれる事項を記載したサービス提供証

明書を通所給付決定保護者に交付しなけ

ればならない。

（指定児童発達支援の取扱方針）

第30条 指定児童発達支援事業者は、児童

発達支援計画に基づき、障害児の心身の

状況等に応じて、当該障害児の支援を適

切に行うとともに、指定児童発達支援の

提供が画一的なものとならないよう配慮

しなければならない。

２ 指定児童発達支援事業所の従業者は、

指定児童発達支援の提供に当たっては、

通所給付決定保護者及び障害児に対し、

支援上必要な事項について、説明しなけ

ればならない。

３ 指定児童発達支援事業者は、提供する

指定児童発達支援の質の評価を行い、常

にその改善を図らなければならない。

４ 指定児童発達支援事業者は、前項の規

定により、その提供する指定児童発達支

援の質の評価及び改善を行うに当たって

は、次に掲げる事項について、自ら評価

を行うとともに、当該指定児童発達支援

事業者を利用する障害児の保護者による

評価を受けて、その改善を図らなければ

ならない。

当該指定児童発達支援事業者を利用

する障害児及びその保護者の意向、障

害児の適性、障害の特性その他の事情

を踏まえた支援を提供するための体制

の整備の状況

従業者の勤務の体制及び資質の向上

のための取組の状況

指定児童発達支援の事業の用に供す

る設備及び備品等の状況

関係機関及び地域との連携、交流等

の取組の状況

当該指定児童発達支援事業者を利用

する障害児及びその保護者に対する必

要な情報の提供、助言その他の援助の

実施状況

緊急時等における対応方法及び非常

災害対策

指定児童発達支援の提供に係る業務

の改善を図るための措置の実施状況

５ 指定児童発達支援事業者は、おおむね

１年に１回以上、前項の評価及び改善の

内容をインターネットの利用その他の方

法により公表しなければならない。

（相談及び援助）

第31条 指定児童発達支援事業者は、常に

障害児の心身の状況、置かれている環境

等の的確な把握に努め、障害児又はその

家族に対し、相談に適切に応じるととも

に、必要な助言その他の援助を行わなけ

ればならない。

（指導、訓練等）

第32条 指定児童発達支援事業者は、障害

児の自立の支援及び日常生活の充実に資

するよう、障害児の心身の状況に応じ、

必要な技術をもって指導、訓練等を行わ

なければならない。この場合において、

障害児の適性に応じ、障害児が可能な限

り健全な社会生活を営むことができるよ

う、指導、訓練等を行わなければならな

い。

２ 指定児童発達支援事業者は、指定児童

発達支援事業所ごとに、常時１人以上の

従業者を指導、訓練等に従事させなけれ

ばならない。

３ 指定児童発達支援事業者は、障害児に

対し、当該障害児に係る通所給付決定保

護者の負担により、その指定児童発達支

援事業所の従業者以外の者による指導、

訓練等を受けさせてはならない。

４ 指定児童発達支援事業者は、前３項に

規定するもののほか、障害児が日常生活

における必要な習慣を確立するとともに、

社会生活への適応性を高めるよう、あら

ゆる機会を通じて支援を行わなければな

らない。

（食事）

第33条 指定児童発達支援事業所（児童発

達支援センターであるものに限る。第３

項において同じ。）は、障害児の食事の

提供に当たっては、食品の種類及び調理

方法について栄養並びに障害児の身体的

状況及び嗜好を考慮するとともに、可能

な限り変化に富み、障害児の健全な発育

に必要な栄養量を含有する献立によらな

ければならない。

２ 調理は、あらかじめ作成された献立に

従って行われなければならない。

３ 指定児童発達支援事業所は、障害児の

健康な生活の基本としての食を営む力の

育成に努めなければならない。

（社会生活上の便宜の供与等）

第34条 指定児童発達支援事業者は、教養

娯楽設備等を備えるほか、必要に応じ、

障害児のためのレクリエーション行事を

行わなければならない。

２ 指定児童発達支援事業者は、常に障害

児の家族との連携を図るよう努めなけれ

ばならない。

（健康管理）

第35条 指定児童発達支援事業者（児童発

達支援センターである指定児童発達支援

事業所において、指定児童発達支援の事

業を行う者に限る。以下この条及び第49

条第２項において同じ。）は、常に障害

児の健康の状況に注意するとともに、障

害児に対する通所開始時の健康診断、少

なくとも１年に２回の定期健康診断及び

臨時の健康診断を、学校保健安全法（昭

和33年法律第56号）第11条、第13条及び

第17条の規定に準じて行わなければなら

ない。ただし、規則で定める場合は、こ

の限りでない。

２ 指定児童発達支援事業者は、従業者の

健康診断に当たっては、十分に注意を払

わなければならない。

（緊急時等の対応）

第36条 指定児童発達支援事業所の従業者

は、現に指定児童発達支援の提供を行っ

ているときに障害児に病状の急変が生じ

令和元年11月20日 （第704号）
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た場合その他必要な場合は、速やかに医

療機関への連絡を行う等の必要な措置を

講じなければならない。

（通所給付決定保護者に関する区への通知）

第37条 指定児童発達支援事業者は、指定

児童発達支援を受けている障害児に係る

通所給付決定保護者が偽りその他不正な

行為によって障害児通所給付費又は特例

障害児通所給付費の支給を受け、又は受

けようとしたときは、遅滞なく、意見を

付してその旨を区に通知しなければなら

ない。

（定員の遵守）

第38条 指定児童発達支援事業者は、利用

定員及び指導訓練室の定員（第10条第２

項に規定する規則で定める基準として定

められる指導訓練室の定員をいう。）を

超えて、指定児童発達支援の提供を行っ

てはならない。ただし、災害、虐待その

他のやむを得ない事情がある場合は、こ

の限りでない。

（衛生管理等）

第39条 指定児童発達支援事業者は、障害

児の使用する設備及び飲用に供する水に

ついて、衛生的な管理に努めるとともに、

衛生上必要な措置を講じ、かつ、健康管

理等に必要となる機械器具等の管理を適

正に行わなければならない。

２ 指定児童発達支援事業者は、指定児童

発達支援事業所における感染症又は食中

毒の発生又はまん延を防止するため、必

要な措置を講じるよう努めなければなら

ない。

（協力医療機関）

第40条 指定児童発達支援事業者は、障害

児の病状の急変等に備えるために、あら

かじめ、協力医療機関（当該指定児童発

達支援事業者との間で、障害児が医療を

必要とした際の連携協力が合意されてい

る医療機関をいう。次条において同じ。）

を定めなければならない。

（掲示）

第41条 指定児童発達支援事業者は、指定

児童発達支援事業所の見やすい場所に、

運営規程の概要、従業者の勤務体制、協

力医療機関その他の利用申込者のサービ

スの選択に資すると認められる重要事項

を掲示しなければならない。

（身体的拘束等の禁止）

第42条 指定児童発達支援事業者は、指定

児童発達支援の提供に当たっては、障害

児又は他の障害児の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束その他障害児の行動を制限す

る行為（次項及び第53条第２項第４号に

おいて「身体的拘束等」という。）を行っ

てはならない。

２ 指定児童発達支援事業者は、身体的拘

束等を行う場合は、その態様及び時間、

その際の障害児の心身の状況、その理由

その他の必要な事項を記録しなければな

らない。

（虐待等の禁止）

第43条 指定児童発達支援事業所の従業者

は、障害児に対し、児童虐待の防止等に

関する法律（平成12年法律第82号）第２

条各号に掲げる行為その他当該障害児の

心身に有害な影響を与える行為をしては

ならない。

（懲戒に係る権限の濫用禁止）

第44条 管理者（児童発達支援センターで

ある指定児童発達支援事業所を管理する

者に限る。）は、障害児に対し法第47条

第１項本文の規定により親権を行う場合

であって懲戒するとき又は同条第３項の

規定により懲戒に関し当該障害児の福祉

のために必要な措置を講じるときは、身

体的苦痛を与え、人格を辱める行為をす

る等、その権限を濫用してはならない。

（秘密保持等）

第45条 管理者及び指定児童発達支援事業

所の従業者は、正当な理由なく、その業

務上知り得た障害児又はその家族の秘密

を漏らしてはならない。

２ 指定児童発達支援事業者は、管理者及

び従業者であった者が、正当な理由なく、

その業務上知り得た障害児又はその家族

の秘密を漏らすことがないよう、必要な

措置を講じなければならない。

３ 指定児童発達支援事業者は、指定障害

児入所施設等（法第24条の２第１項に規

定する指定障害児入所施設等をいう。）、

指定障害福祉サービス事業者等（障害者

総合支援法第29条第２項に規定する指定

障害福祉サービス事業者等をいう。）そ

の他の福祉サービスを提供する者等に対

し、障害児又はその家族に関する情報を

提供する際は、あらかじめ、文書により

当該障害児又はその家族の同意を得なけ

ればならない。

（情報の提供等）

第46条 指定児童発達支援事業者は、障害

児が、適切かつ円滑に指定児童発達支援

を利用できるように、実施する事業の内

容について情報の提供を行わなければな

らない。

２ 指定児童発達支援事業者は、当該指定

児童発達支援事業者について広告をする

場合は、その内容が虚偽又は誇大なもの

であってはならない。

（利益供与等の禁止）

第47条 指定児童発達支援事業者は、障害

児相談支援事業者若しくは障害者総合支

援法第５条第18項に規定する一般相談支

援事業若しくは特定相談支援事業を行う

者（次項において「障害児相談支援事業

者等」という。）、障害福祉サービスを行

う者等又はそれらの従業者に対し、障害

児又はその家族に対して当該指定児童発

達支援事業者を紹介することの対償とし

て、金品その他の財産上の利益を供与し

てはならない。

２ 指定児童発達支援事業者は、障害児相

談支援事業者等、障害福祉サービスを行

う者等又はそれらの従業者から、障害児

又はその家族を紹介することの対償とし

て、金品その他の財産上の利益を収受し

てはならない。

（苦情解決）

第48条 指定児童発達支援事業者は、障害

児又は通所給付決定保護者若しくは当該

障害児の家族からの指定児童発達支援に

関する苦情に迅速かつ適切に対応するた

めに、窓口の設置その他の必要な措置を

講じなければならない。

２ 指定児童発達支援事業者は、前項の苦

情を受け付けた場合は、当該苦情の内容

等を記録しなければならない。

３ 指定児童発達支援事業者は、提供した

指定児童発達支援に関し、法第21条の５

の22第１項の規定により区長が行う報告

若しくは帳簿書類その他の物件の提出若

しくは提示の命令又は当該職員からの質

問若しくは指定児童発達支援事業者の設

備若しくは帳簿書類その他の物件の検査

に応じるとともに、障害児又は通所給付

決定保護者若しくは当該障害児の家族か

らの苦情に関して区長が行う調査に協力

し、区長から指導又は助言を受けた場合

は、当該指導又は助言に従って必要な改

善を行わなければならない。この場合に

おいて、区長かちの求めがあったときは、

当該改善の内容を報告しなければならな

い。

４ 指定児童発達支援事業者は、社会福祉

法第85条の規定による運営適正化委員会

が行う調査又はあっせんに可能な限り協

力しなければならない。

（地域との連携等）

第49条 指定児童発達支援事業者は、指定

児童発達支援の事業の運営に当たっては、

地域住民等との連携、協力等により地域

との交流に努めなければならない。

２ 指定児童発達支援事業者は、通常の事

業の実施地域の障害児の福祉に関し、障

害児若しくはその家庭又は当該障害児が

通い、在学し、若しくは在籍する保育所、

学校教育法第１条に規定する幼稚園、小

学校（義務教育学校の前期課程を含む。）

若しくは特別支援学校若しくは就学前の

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18年法律

第77号）第２条第６項に規定する認定こ

ども園その他児童が集団生活を営む施設

からの相談に応じて、助言その他の必要

な援助を行うよう努めなければならない。

（事故発生時の対応）

第50条 指定児童発達支援事業者は、障害

児に対する指定児童発達支援の提供によ

り事故が発生した場合は、速やかに区、

東京都、区市町村、障害児の家族等に連

絡を行うとともに、当該事故の状況及び

処置についての記録その他必要な措置を

講じなければならない。

２ 指定児童発達支援事業者は、障害児に

対する指定児童発達支援の提供により賠

償すべき事故が発生した場合は、速やか

に損害賠償を行わなければならない。

（非常災害対策）

第51条 指定児童発達支援事業者は、消火

設備その他の非常災害に際して必要な設

備を設けるとともに、非常災害に関する

具体的な計画を策定し、非常災害時の関

係機関への通報及び連絡の体制を整備し、

これらを定期的に従業者に周知しなけれ

ばならない。

２ 指定児童発達支援事業者は、非常災害

に備えるため、定期的に避難訓練、救出

令和元年11月20日 （第704号）
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訓練その他必要な訓練を行わなければな

らない。

（会計の区分）

第52条 指定児童発達支援事業者は、指定

児童発達支援事業所ごとに経理を区分す

るとともに、指定児童発達支援の事業の

会計とその他の事業の会計とを区分しな

ければならない。

（記録の整備）

第53条 指定児童発達支援事業者は、従業

者、設備、備品及び会計に関する記録を

整備しなければならない。

２ 指定児童発達支援事業者は、障害児に

対する指定児童発達支援の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、当該記録に係

る事象の完結の日から５年間保存しなけ

ればならない。

第25条第１項に規定する提供した指

定児童発達支援に係る記録

児童発達支援計画

第37条の規定による区への通知に係

る記録

身体的拘束等の記録

第48条第２項に規定する苦情の内容

等の記録

第50条第１項に規定する事故の状況

及び処置についての記録

第５節 共生型児童発達支援に関

する基準

（共生型児童発達支援の事業を行う指定生

活介護事業者の基準）

第54条 児童発達支援に係る共生型通所支

援（以下「共生型児童発達支援」という。）

の事業を行う指定生活介護事業者（指定

障害福祉サービス等基準第78条第１項に

規定する指定生活介護事業者をいう。第

62条において同じ。）は、当該事業につ

いて規則で定める基準を満たさなければ

ならない。

（共生型児童発達支援の事業を行う指定通

所介護事業者等の基準）

第55条 共生型児童発達支援の事業を行う

指定通所介護事業者（指定居宅サービス

等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準（平成11年厚生省令第37号。以下

「指定居宅サービス等基準」という。）第

93条第１項に規定する指定通所介護事業

者をいう。）又は指定地域密着型通所介

護事業者（指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成18年厚生労働省令第34号。以下

「指定地域密着型サービス基準」という。）

第20条第１項に規定する指定地域密着型

通所介護事業者をいう。）（第63条におい

て「指定通所介護事業者等」という。）

は、当該事業について規則で定める基準

を満たさなければならない。

（共生型児童発達支援の事業を行う指定小

規模多機能型居宅介護事業者等の基準）

第56条 共生型児童発達支援の事業を行う

指定小規模多機能型居宅介護事業者（指

定地域密着型サービス基準第63条第１項

に規定する指定小規模多機能型居宅介護

事業者をいう。）、指定看護小規模多機能

型居宅介護事業者（指定地域密着型サー

ビス基準第171条第１項に規定する指定

看護小規模多機能型居宅介護事業者をい

う。）（第64条において「指定小規模多機

能型居宅介護事業者等」という。）又は

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者（指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準（平成18年厚生労働省令第36号）

第44条第１項に規定する指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業者をいう。）

は、当該事業について規則で定める基準

を満たさなければならない。

（準用）

第57条 第４条、第７条及び第８条並びに

前節（第15条を除く。）の規定は、共生

型児童発達支援の事業について準用する。

第６節 基準該当児童発達支援に

関する基準

（従業者の配置の基準）

第58条 児童発達支援に係る基準該当通所

支援（以下「基準該当児童発達支援」と

いう。）の事業を行う者は、当該事業を

行う事業所（以下「基準該当児童発達支

援事業所」という。）ごとに、次に掲げ

る従業者を規則で定める基準により置か

なければならない。

児童指導員、保育士又は障害福祉サー

ビス経験者

児童発達支援管理責任者

（設備及び備品等）

第59条 基準該当児童発達支援事業所は、

指導訓練を行う場所並びに基準該当児童

発達支援の提供に必要な設備及び備品等

を設けなければならない。

２ 前項に規定する指導訓練を行う場所に

は、訓練に必要な機械器具等を備えなけ

ればならない。

３ 第１項に規定する設備及び備品等は、

専らその基準該当児童発達支援の事業の

用に供するものでなければならない。た

だし、障害児の支援に支障がない場合は、

この限りでない。

（利用定員）

第60条 基準該当児童発達支援事業所の利

用定員は、規則で定める。

（準用）

第61条 第４条、第７条及び第４節（第15

条、第27条第１項、第28条、第２９条第

１項、第33条、第35条、第44条及び第49

条第２項を除く。）の規定は、基準該当

児童発達支援の事業について準用する。

この場合において、第38条中「指導訓練

室の定員（第10条第２項に規定する規則

で定める基準として定められる指導訓練

室の定員をいう。）」とあるのは、「指導

訓練を行う場所の定員」と読み替えるも

のとする。

（指定生活介護事業所に関する特例）

第62条 規則で定める要件を満たす指定生

活介護事業者が地域において児童発達支

援が提供されていないこと等により児童

発達支援の提供を受けることが困難な障

害児に対して指定生活介護を提供する場

合は、当該指定生活介護を基準該当児童

発達支援と、当該指定生活介護を行う指

定生活介護事業所（指定障害福祉サービ

ス等基準第78条に規定する指定生活介護

事業所をいう。以下同じ。）を基準該当

児童発達支援事業所とみなす。この場合

において、この節（前条（第27条第２項

から第５項までの規定を準用する部分に

限る。）を除く。）の規定は、当該指定生

活介護事業所については適用しない。

（指定通所介護事業所等に関する特例）

第63条 規則で定める要件を満たす指定通

所介護事業者等が地域において児童発達

支援が提供されていないこと等により児

童発達支援の提供を受けることが困難な

障害児に対して指定通所介護（指定居宅

サービス等基準第92条に規定する指定通

所介護をいう。）又は指定地域密着型通

所介護（指定地域密着型サービス基準第

19条に規定する指定地域密着型通所介護

をいう。）（以下「指定通所介護等」とい

う。）を提供する場合は、当該指定通所

介護等を基準該当児童発達支援と、当該

指定通所介護等を行う指定通所介護事業

所（指定居宅サービス等基準第93条第１

項に規定する指定通所介護事業所をいう。）

又は指定地域密着型通所介護事業所（指

定地域密着型サービス基準第20条第１項

に規定する指定地域密着型通所介護事業

所をいう。）（以下「指定通所介護事業所

等」という。）を基準該当児童発達支援

事業所とみなす。この場合において、こ

の節（第61条（第27条第２項から第５項

までの規定を準用する部分に限る。）を

除く。）の規定は、当該指定通所介護事

業所等については適用しない。

（指定小規模多機能型居宅介護事業所等に

関する特例）

第64条 規則で定める要件を満たす指定小

規模多機能型居宅介護事業者等が地域に

おいて児童発達支援が提供されていない

こと等により児童発達支援の提供を受け

ることが困難な障害児に対して指定小規

模多機能型居宅介護（指定地域密着型サー

ビス基準第62条に規定する指定小規模多

機能型居宅介護をいう。）又は指定看護

小規模多機能型居宅介護（指定地域密着

型サービス基準第170条に規定する指定

看護小規模多機能型居宅介護をいう。）

のうち通いサービス（指定地域密着型サー

ビス基準第63条第１項又は第171条第１

項に規定する通いサービスをいう。以下

同じ。）を提供する場合は、当該通いサー

ビスを基準該当児童発達支援と、当該通

いサービスを行う指定小規模多機能型居

宅介護事業所（指定地域密着型サービス

基準第63条第１項に規定する指定小規模

多機能型居宅介護事業所をいう。）又は

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

（指定地域密着型サービス基準第171条第

１項に規定する指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所をいう。）（以下「指定小

規模多機能型居宅介護事業所等」という。）

を基準該当児童発達支援事業所とみなす。

この場合において、この節（第61条（第

27条第２項から第５項までの規定を準用

する部分に限る。）を除く。）の規定は、

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所

令和元年11月20日 （第704号）
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等については適用しない。

第３章 医療型児童発達支援

第１節 基本方針

第65条 医療型児童発達支援に係る指定通

所支援（以下「指定医療型児童発達支援」

という。）の事業は、障害児が日常生活

における基本的動作及び知識技能を習得

し、並びに集団生活に適応することがで

きるよう、当該障害児の身体及び精神の

状況並びに置かれている環境に応じて、

適切かつ効果的な指導及び訓練並びに治

療を行うものでなければならない。

第２節 人員に関する基準

（従業者の配置の基準）

第66条 指定医療型児童発達支援の事業を

行う者（以下「指定医療型児童発達支援

事業者」という。）は、当該事業を行う

事業所（以下（指定医療型児童発達支援

事業所」という。）ごとに、次に掲げる

従業者を規則で定める基準により置かな

ければならない。

診療所として必要とされる従業者

児童指導員

保育士

看護職員

理学療法士又は作業療法士

児童発達支援管理責任者

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定

医療型児童発達支援事業所において日常

生活を営むのに必要な言語訓練等を行う

場合は、機能訓練担当職員を規則で定め

る基準により置かなければならない。

（準用）

第67条 第７条の規定は、指定医療型児童

発達支援の事業について準用する。

第３節 設備に関する基準

（設備）

第68条 指定医療型児童発達支援事業所の

設備の基準は、次のとおりとする。

診療所として必要とされる設備を有

すること。

指導訓練室、屋外訓練場、相談室及

び調理室を有すること。

浴室及び便所の手すり等身体の機能

の不自由を助ける設備を有すること。

階段の傾斜は緩やかにすること。

２ 前項第１号から第３号までに掲げる設

備は、専らその指定医療型児童発達支援

の事業の用に供するものでなければなら

ない。ただし、障害児の支援に支障がな

い場合は、同項第１号に掲げる設備を除

き、併せて設置する他の社会福祉施設の

設備と兼ねることができる。

第４節 運営に関ずる基準

（運営規程）

第69条 指定医療型児童発達支援事業者は、

指定医療型児童発達支援事業所ごとに次

に掲げる事業の運営についての重要事項

に関する運営規程を定めなければならな

い。

事業の目的及び運営の方針

従業者の職種、員数及び職務の内容

営業日及び営業時間

利用定員

指定医療型児童発達支援の内容並び

に通所給付決定保護者から受領する費

用の種類及びその額

通常の事業の実施地域（当該指定医

療型児童発達支援事業所が通常時に指

定医療型児童発達支援を提供する地域

をいう。）

指定医療型児童発達支援の利用に当

たっての留意事項

緊急時等における対応方法

非常災害対策

虐待の防止のための措置に関する事

項

前各号に掲げるもののほか、事業の

運営に関する重要事項

（利用定員）

第70条 指定医療型児童発達支援事業所の

利用定員は、規則で定める。

（通所利用者負担額の受領等）

第71条 指定医療型児童発達支援事業者は、

法定代理受領を行う指定医療型児童発達

支援を提供した際は、通所給付決定保護

者から当該指定医療型児童発達支援に係

る通所利用者負担額の支払を受けるもの

とする。

２ 指定医療型児童発達支援事業者は、法

定代理受領を行わない指定医療型児童発

達支援を提供した際は、通所給付決定保

護者から、次に掲げる額の支払を受ける

ものとする。

当該指定医療型児童発達支援に係る

指定通所支援費用基準額

当該指定医療型児童発達支援のうち

肢体不自由児通所医療（食事療養（健

康保険法（大正11年法律第70号）第63

条第２項第１号に規定する食事療養を

いう。）を除く。以下同じ。）に係るも

のにつき法第21条の５の29第２項に規

定する健康保険の療養に要する費用の

額の算定方法の例により算定した費用

の額

３ 指定医療型児童発達支援事業者は、前

２項に定める場合において通所給付決定

保護者から支払を受ける額のほか、指定

医療型児童発達支援において提供される

便宜に要する費用のうち、規則で定める

費用の額の支払を通所給付決定保護者か

ら受けることができる。

４ 指定医療型児童発達支援事業者は、前

３項に規定する額の支払を受けた場合は、

当該額に係る領収証を、当該額を支払っ

た通所給付決定保護者に対し交付しなけ

ればならない。

５ 指定医療型児童発達支援事業者は、第

３項に規定する費用の額に係るサービス

の提供に当たっては、あらかじめ、通所

給付決定保護者に対し、当該サービスの

内容及び費用について説明を行い、当該

通所給付決定保護者の同意を得なければ

ならない。

（障害児通所給付費の額に係る通知等）

第72条 指定医療型児童発達支援事業者は、

法定代理受領により指定医療型児童発達

支援に係る障害児通所給付費又は肢体不

自由児通所医療費の支給を受けた場合は、

通所給付決定保護者に対し、当該通所給

付決定保護者に係る障害児通所給付費及

び肢体不自由児通所医療費の額を通知し

なければならない。

２ 指定医療型児童発達支援事業者は、前

条第２項の法定代理受領を行わない指定

医療型児童発達支援に係る額の支払を受

けた場合は、当該指定医療型児童発達支

援の内容、費用の額その他必要と認めら

れる事項を記載したサービス提供証明書

を通所給付決定保護者に交付しなければ

ならない。

（通所給付決定保護者に関する区への通知）

第73条 指定医療型児童発達支援事業者は、

指定医療型児童発達支援を受けている障

害児に係る通所給付決定保護者が偽りそ

の他不正な行為によって障害児通所給付

費、特例障害児通所給付費若しくは肢体

不自由児通所医療費の支給を受け、又は

受けようとしたときは、遅滞なく、意見

を付してその旨を区に通知しなければな

らない。

（情報の提供等）

第74条 指定医療型児童発達支援事業者は、

障害児が、適切かつ円滑に指定医療型児

童発達支援を利用できるように、実施す

る事業の内容について情報の提供を行う

よう努めなければならない。

２ 指定医療型児童発達支援事業者は、当

該指定医療型児童発達支援事業者につい

て広告をする場合は、その内容が虚偽又

は誇大なものであってはならない。

（準用）

第75条 第11条、第12条、第14条、第16条

から第26条まで、第28条、第30条（第４

項及び第５項を除く。）から第36条まで、

第38条、第39条、第41条から第45条まで、

第47条から第51条まで及び第53条の規定

は、指定医療型児童発達支援の事業につ

いて準用する。この場合において、第11

条第２項中「（次条、第30条第１項及び

第53条第２項第２号において「児童発達

支援計画」とあるのは「（第75条におい

て準用する次条、第75条において準用す

る第30条第１項及び第75条において準用

する第53条第２項第２号において「医療

型児童発達支援計画」と、第16条第１項

中「運営規程」とあるのは「第69条に規

定する重要事項に関する運営規程」と、

第26条第２項ただし書中「次条第１項」

とあるのは「第71条第１項」と、第36条

中「医療機関」とあるのは「他の専門医

療機関」と、第38条中「定員（第10条第

２項に規定する規則で定める基準として

定められる指導訓練室の定員をいう。）」

とあるのは「定員」と、第41条中「従業

者の勤務体制、協力医療機関」とあるの

は「従業者の勤務体制」と、第53条第２

項第３号中「第37条」とあるのは「第73

条」と読み替えるものとする。

第４章 放課後等デイサービス

第１節 基本方針

第76条 放課後等デイサービスに係る指定

通所支援（以下「指定放課後等デイサー

ビス」という。）の事業は、障害児が生

活能力の向上のために必要な訓練を行い、

及び社会との交流を図ることができるよ

う、当該障害児の身体及び精神の状況並

びに置かれている環境に応じて、指導及

令和元年11月20日 （第704号）
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び訓練を適切かつ効果的に行うものでな

ければならない。

第２節 人員に関する基準

（従業者の配置の基準）

第77条 指定放課後等デイサービスの事業

を行う者（以下「指定放課後等デイサー

ビス事業者」という。）は、当該事業を

行う事業所（以下「指定放課後等デイサー

ビス事業所」という。）ごとに、次に掲

げる従業者を規則で定める基準により置

かなければならない。

児童指導員、保育士又は障害福祉サー

ビス経験者

児童発達支援管理責任者

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定

放課後等デイサービス事業所において日

常生活を営むのに必要な機能訓練を行う

場合は、機能訓練担当職員を規則で定め

る基準により置かなければならない。

３ 前２項の規定にかかわらず、主として

重症心身障害児を通所させる指定放課後

等デイサービス事業所は、次に掲げる従

業者を規則で定める基準により置かなけ

ればならない。

嘱託医

看護職員

児童指導員又は保育士

機能訓練担当職員

児童発達支援管理責任者

（準用）

第78条 第７条及び第８条の規定は、指定

放課後等デイサービスの事業について準

用する。

第３節 設備等に関する基準

（設備及び備品等）

第79条 指定放課後等デイサービス事業所

は、指導訓練室並びに指定放課後等デイ

サービスの提供に必要な設備及び備品等

を設けなければならない。

２ 前項に規定する指導訓練室には、訓練

に必要な機械器具等を備えなければなら

ない。

３ 第１項に規定する設備及び備品等は、

専ら当該指定放課後等デイサービスの事

業の用に供するものでなければならない。

ただし、障害児の支援に支障がない場合

は、この限りでない。

第４節 運営に関する基準

（利用定員）

第80条 指定放課後等デイサービス事業所

の利用定員は、規則で定める。

（通所利用者負担額の受領）

第81条 指定放課後等デイサービス事業者

は、法定代理受領を行う指定放課後等デ

イサービスを提供した際は、通所給付決

定保護者から当該指定放課後等デイサー

ビスに係る通所利用者負担額の支払を受

けるものとする。

２ 指定放課後等デイサービス事業者は、

法定代理受領を行わない指定放課後等デ

イサービスを提供した際は、通所給付決

定保護者から、当該指定放課後等デイサー

ビスに係る指定通所支援費用基準額の支

払を受けるものとする。

３ 指定放課後等デイサービス事業者は、

前２項に定める場合において通所給付決

定保護者から支払を受ける額のほか、指

定放課後等デイサービスにおいて提供さ

れる便宜に要する費用のうち、日常生活

において通常必要となるものに係る費用

であって、当該通所給付決定保護者に負

担させることが適当と認められるものの

額の支払を当該通所給付決定保護者から

受けることができる。

４ 指定放課後等デイサービス事業者は、

前３項に規定する額の支払を受けた場合

は、当該額に係る領収証を、当該額を支

払った通所給付決定保護者に対し交付し

なければならない。

５ 指定放課後等デイサービス事業者は、

第３項に規定する費用の額に係るサービ

スの提供に当たっては、あらかじめ、通

所給付決定保護者に対し、当該サービス

の内容及び費用について説明を行い、当

該通所給付決定保護者の同意を得なけれ

ばならない。

（準用）

第82条 第11条から第14条まで、第16条か

ら第26条まで、第28条から第32条まで、

第34条、第36条から第43条まで、第45条

から第48条まで、第49条第１項及び第50

条から第53条までの規定は、指定放課後

等デイサービスの事業について準用する。

この場合において、第11条第２項中

「（次条、第30条第１項及び第53条第２項

第２号において「児童発達支援計画」と

あるのは「（第82条において準用する次

条、第82条において準用する第30条第１

項及び第82条において準用する第53条第

２項第２号において「放課後等デイサー

ビス計画」と、第26条第２項ただし書中

「次条第１項」とあるのは「第81条第１

項」と、第29条第２項中「第27条第２項」

とあるのは「第81条第２項」と、第38条

中「定員（第10条第２項に規定する規則

で定める基準として定められる指導訓練

室の定員をいう。）」とあるのは「定員」

と読み替えるものとする。

第５節 共生型放課後等デイサー

ビスに関する基準

（準用）

第83条 第７条、第８条、第11条から第14

条まで、第16条から第26条まで、第28条

から第32条まで、第34条、第36条から第

43条まで、第45条から第48条まで、第49

条第１項、第50条から第56条まで、第76

条及び第81条の規定は、共生型放課後等

デイサービス（放課後等デイサービスに

係る共生型通所支援をいう。）の事業に

ついて準用する。この場合において、第

11条第２項中「（次条、第30条第１項及

び第53条第２項第２号において「児童発

達支援計画」とあるのは「（第83条にお

いて準用する次条、第83条において準用

する第30条第１項及び第83条において準

用する第53条第２項第２号において「共

生型放課後等デイサービス計画」と、第

38条中「定員（第10条第２項に規定する

規則で定める基準として定められる指導

訓練室の定員をいう。）」とあるのは「定

員」と読み替えるものとする。

第６節 基準該当放課後等デイサー

ビスに関する基準

（従業者の配置の基準）

第84条 放課後等デイサービスに係る基準

該当通所支援（以下（基準該当放課後等

デイサービス」という。）の事業を行う

者は、当該事業を行う事業所（以下「基

準該当放課後等デイサービス事業所」と

いう。）ごとに、次に掲げる従業者を規

則で定める基準により置かなければなら

ない。

児童指導員、保育士又は障害福祉サー

ビス経験者

児童発達支援管理責任者

（設備及び備品等）

第85条 基準該当放課後等デイサービス事

業所は、指導訓練を行う場所並びに基準

該当放課後等デイサービスの提供に必要

な設備及び備品等を設けなければならな

い。

２ 前項に規定する指導訓練を行う場所に

は、訓練に必要な機械器具等を備えなけ

ればならない。

３ 第１項に規定する設備及び備品等は、

専らその基準該当放課後等デイサービス

の事業の用に供するものでなければなら

ない。ただし、障害児の支援に支障がな

い場合は、この限りでない。

（利用定員）

第86条 基準該当放課後等デイサービス事

業所の利用定員は、規則で定める。

（準用）

第87条 第７条、第11条から第14条まで、

第16条から第26条まで、第29条第２項、

第30条から第32条まで、第34条、第36条

から第43条まで、第45条から第48条まで、

第49条第１項、第50条から第53条まで、

第62条から第64条まで、第76条及び第81

条（第１項を除く。）の規定は、基準該

当放課後等デイサービスの事業について

準用する。この場合において、第11条第

２項中「（次条、第30条第１項及び第53

条第２項第２号において「児童発達支援

計画」とあるのは「（第87条において準

用する次条、第87条において準用する第

30条第１項及び第87条において準用する

第53条第２項第２号において「基準該当

放課後等デイサービス計画」と、第38条

中「定員（第10条第２項に規定する規則

で定める基準として定められる指導訓練

室の定員をいう。）」とあるのは「定員」

と読み替えるものとする。

第５章 居宅訪問型児童発達支援

第１節 基本方針

第88条 居宅訪問型児童発達支援に係る指

定通所支援（以下「指定居宅訪問型児童

発達支援」という。）の事業は、障害児

が日常生活における基本的動作及び知識

技能を習得し、並びに生活能力の向上を

図ることができるよう、当該障害児の身

体及び精神の状況並びに置かれている環

境に応じて、適切かつ効果的な支援を行

うものでなければならない。

第２節 人員に関する基準

（従業者の配置の基準）

第89条 指定居宅訪問型児童発達支援の事

業を行う者（以下「指定居宅訪問型児童

令和元年11月20日 （第704号）
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発達支援事業者」という。）は、当該事

業を行う事業所（以下「指定居宅訪問型

児童発達支援事業所」という。）ごとに、

次に掲げる従業者を規則で定める基準に

より置かなければならない。

訪問支援員

児童発達支援管理責任者

（準用）

第90条 第７条の規定は、指定居宅訪問型

児童発達支援の事業について準用する。

この場合において、同条第２項ただし書

中「ただし」とあるのは、「ただし、第8

9条第１号及び第２号に掲げる者を併せ

て兼ねる場合を除き」と読み替えるもの

とする。

第３節 設備等に関する基準

（設備及び備品等）

第91条 指定居宅訪問型児童発達支援事業

所には、事業の運営を行うために必要な

広さを有する専用の区画並びに指定居宅

訪問型児童発達支援の提供に必要な設備

及び備品等を設けなければならない。

２ 前項に規定する設備及び備品等は、専

らその指定居宅訪問型児童発達支援の事

業の用に供するものでなければならない。

ただし、障害児の支援に支障がない場合

は、この限りでない。

第４節 運営に関する基準

（身分を証する書類の携行）

第92条 指定居宅訪問型児童発達支援事業

者は、指定居宅訪問型児童発達支援事業

所の従業者に身分を証する書類を携行さ

せ、居宅への初回訪問時及び障害児又は

通所給付決定保護者若しくは当該障害児

の家族から求められたときは、これを提

示すべき旨を指導しなければなちない。

（通所利用者負担額の受領）

第93条 指定居宅訪問型児童発達支援事業

者は、法定代理受領を行う指定居宅訪問

型児童発達支援を提供した際は、通所給

付決定保護者から当該指定居宅訪問型児

童発達支援に係る通所利用者負担額の支

払を受けるものとする。

２ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、

法定代理受領を行わない指定居宅訪問型

児童発達支援を提供した際は、通所給付

決定保護者から、当該指定居宅訪問型児

童発達支援に係る指定通所支援費用基準

額の支払を受けるものとする。

３ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、

前２項に定める場合において通所給付決

定保護者から支払を受ける額のほか、通

所給付決定保護者の選定により通常の事

業の実施地域（指定居宅訪問型児童発達

支援事業所が通常時に指定居宅訪問型児

童発達支援を提供する地域をいう。次条

第５号において同じ。）以外の地域にお

いて指定居宅訪問型児童発達支援を提供

した場合は、それに要した交通費の額の

支払を通所給付決定保護者から受けるこ

とができる。

４ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、

前３項に規定する額の支払を受けた場合

は、当該額に係る領収証を、当該額を支

払った通所給付決定保護者に対し交付し

なければならない。

５ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、

第３項の交通費の額については、あらか

じめ、通所給付決定保護者に対し、当該

交通費の額について説明を行い、当該通

所給付決定保護者の同意を得なければな

らない。

（運営規程）

第94条 指定居宅訪問型児童発達支援事業

者は、指定居宅訪問型児童発達支援事業

所ごとに、次に掲げる事業の運営につい

ての重要事項に関する運営規程を定めな

ければならない。

事業め目的及び運営の方針

従業者の職種、員数及び職務の内容

営業日及び営業時間

指定居宅訪問型児童発達支援の内容

並びに通所給付決定保護者から受領す

る費用の種類及びその額

通常の事業の実施地域

指定居宅訪問型児童発達支援の利用

に当たっての留意事項

緊急時等における対応方法

虐待の防止のための措置に関する事

項

前各号に掲げるもののほか、事業の

運営に関する重要事項

（準用）

第95条 第11条、第12条、第14条、第16条

から第26条まで、第28条から第30条（第

４項及び第５項を除く。）まで、第31条、

第32条、第34条、第36条、第37条、第39

条から第43条まで、第45条、第47条、第

48条、第49条第１項、第50条、第52条、

第53条及び第74条の規定は、指定居宅訪

問型児童発達支援の事業について準用す

る。この場合において、第11条第２項及

び第12条（第１項、第３項及び第８項を

除く。）中「児童発達支援計画」とある

のは「居宅訪問型児童発達支援計画」と、

第26条第２項ただし書中「次条第１項」

とあるのは「第93条第１項」と、第29条

第２項中「第27条第２項」とあるのは

「第93条第２項」と、第30条第１項及び

第53条第２項第２号中「児童発達支援計

画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支

援計画」と読み替えるものとする。

第６章 保育所等訪問支援

第１節 基本方針

第96条 保育所等訪問支援に係る指定通所

支援（以下「指定保育所等訪問支援」と

いう。）の事業は、障害児が障害児以外

の児童との集団生活に適応することがで

きるよう、当該障害児の身体及び精神の

状況並びに置かれている環境に応じて、

支援を適切かつ効果的に行うものでなけ

ればならない。

第２節 人員に関する基準

（従業者の配置の基準）

第97条 指定保育所等訪問支援の事業を行

う者は、当該事業を行う事業所ごとに、

次に掲げる従業者を規則で定める基準に

より置かなければならない。

訪問支援員

児童発達支援管理責任者

（準用）

第98条 第７条の規定は、指定保育所等訪

問支援の事業について準用する。この場

合において、同条第２項ただし書中「た

だし」とあるのは、「ただし、第97条第

１号及び第２号に掲げる者を併せて兼ね

る場合を除き」と読み替えるものとする。

第３節 設備に関する基準

（準用）

第99条 第91条め規定は、指定保育所等訪

問支援の事業について準用する。

第４節 運営に関する基準

（準用）

第100条 第11条、第12条、第14条、第16

条から第26条まで、第28条から第30条

（第４項及び第５項を除く。）まで、第31

条、第32条、第34条、第36条、第37条、

第39条、第41条から第43条まで、第45条、

第47条、第48条、第49条第１項、第50条、

第52条、第53条、第74条及び第92

条から第94条までの規定は、指定保育所

等訪問支援の事業について準用する。こ

の場合において、第11条第２項中「（次

条、第30条第１項及び第53条第２項第２

号において「児童発達支援計画」とある

のは「（第100条において準用する次条、

第100条において準用する第30条第１項

及び第100条において準用する第53条第

２項第２号において「保育所等訪問支援

計画」と、第16条第１項中「運営規程」

とあるのは「第100条において準用する

第94条に規定する重要事項に関する運営

規程」と、第26条第２項ただし書中「次

条第１項」とあるのは「第100条におい

て準用する第93条第１項」と、第29条第

２項中「第27条第２項」とあるのは「第

100条において準用する第93条第２項」

と、第41条中「従業者の勤務体制、協力

医療機関」とあるのは「従業者の勤務体

制」と、第92条中「、居宅」とあるのは

「、施設」と読み替えるものとする。

第７章 多機能型事業所に関する特

例

（従業者の配置の基準に関する特例）

第101条 多機能型事業所にの条例に規定

する事業のみを行う多機能型事業所に限

る。）に係る事業を行う者に対する第５

条第１項及び第２項、第６条、第66条、

第77条第１項及び第２項、第89条並びに

第97条の規定の適用については、第５条

第１項中「事業所（以下「指定児童発達

支援事業所」という。）」とあるのは「多

機能型事業所」と、同条第２項中「指定

児童発達支援事業所」とあるのは「多機

能型事業所」と、第６条中「指定児童発

達支援事業所」とあるのは「多機能型事

業所」と、第66条第１項中「事業所（以

下「指定医療型児童発達支援事業所」と

いう。）」とあるのは「多機能型事業所」

と、同条第２項中「指定医療型児童発達

支援事業所」とあるのは「多機能型事業

所」と、第77条第１項中「事業所（以下

「指定放課後等デイサービス事業所」とい

う。）」とあるのは「多機能型事業所」と、

同条第２項中「指定放課後等デイサービ

ス事業所」とあるのは「多機能型事業所」

と、第89条中「事業所（以下「指定居宅

訪問型児童発達支援事業所」という。）」

令和元年11月20日 （第704号）
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とあるのは「多機能型事業所」と、第97

条中「事業所」とあるのは「多機能型事

業所」とする。

２ 多機能型事業所にの条例に規定する事

業のみを行う多機能型事業所を除く。）

の利用定員の合計が規則で定める数に満

たない場合は、当該事業所の従業者を、

規則で定める基準により置くことができ

る。

（設備の特例）

第102条 多機能型事業所は、サービスの

提供に支障がないよう配慮しつつ、一体

的に事業を行う他の多機能型事業所の設

備を兼用することができる。

（利用定員に関する特例）

第103条 多機能型事業所の利用定員は、

規則で定める。

第８章 雑則

（委任）

第104条 この条例に定めるもののほか、

この条例の施行について必要な事項は、

規則で定める。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区指定障害児入所施設の人員、

設備及び運営の基準等に関する条例

目次

第１章 総則（第１条－第３条）

第２章 指定福祉型障害児入所施設

第１節 人員に関する基準（第４条）

第２節 設備に関する基準（第５条）

第３節 運営に関する基準（第６条－

第50条）

第３章 指定医療型障害児入所施設

第１節 人員に関する基準（第51条）

第２節 設備に関する基準（第52条）

第３節 運営に関する基準（第53条－

第56条）

第４章 雑則（第57条）

附則

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22

年法律第164号。以下「法」という。）第

59条の４第１項の規定により適用される

法第24条の12第１項及び第２項の規定に

基づき、世田谷区（以下「区」という。）

における指定障害児入所施設の人員、設

備及び運営に関する基準等を定めるもの

とする。

（用語の意義）

第２条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。

指定障害児入所施設 法第24条の２

第１項に規定する指定障害児入所施設

をいう。

指定入所支援 法第24条の２第１項

に規定する指定入所支援をいう。

指定福祉型障害児入所施設 指定障

害児入所施設のうち、法第42条第１号

に規定する福祉型障害児入所施設であ

るものをいう。

指定医療型障害児入所施設 指定障

害児入所施設のうち、法第42条第２号

に規定する医療型障害児入所施設であ

るものをいう。

指定入所支援費用基準額 法第24条

の２第２項第１号（法第24条の24第２

項の規定により同条第１項に規定する

障害児入所給付費等の支給について適

用する場合を含む。）に掲げる額をい

う。

入所利用者負担額 法第24条の２第

２項第２号（法第24条の24第２項の規

定により同条第１項に規定する障害児

入所給付費等の支給について適用する

場合を含む。）に掲げる額及び障害児

入所医療（法第24条の20第１項に規定

する障害児入所医療をいう。以下同じ。）

につき法第24条の20第２項第１号及び

第２号に規定する健康保険の療養に要

する費用の額の算定方法の例により算

定した費用の額から当該障害児入所医

療につき支給された障害児入所医療費

の額を控除して得た額の合計額をいう。

入所給付決定 法第24条の３第４項

に規定する入所給付決定をいう。

入所給付決定保護者 法第24条の３

第６項に規定する入所給付決定保護者

をいう。

給付決定期間 法第24条の３第６項

に規定する給付決定期間をいう。

入所受給者証 法第24条の３第６項

に規定する入所受給者証をいう。

法定代理受領 法第24条の３第８項

（法第24条の７第２項において準用す

る場合及び法第24条の24第２項の規定

により同条第１項に規定する障害児入

所給付費等の支給について適用する場

合を含む。）の規定により入所給付決

定保護者に代わり区又は都道府県（指

定都市及び中核市並びに児童相談所設

置市（法第59条の４第１項に規定する

児童相談所設置市をいう。）を含む。

次条第４項を除き、以下同じ。）が支

払う指定入所支援に要した費用の額又

は法第24条の20第３項（法第24条の24

第２項の規定により同条第１項に規定

する障害児入所給付費等の支給につい

て適用する場合を含む。）の規定によ

り入所給付決定保護者に代わり区又は

都道府県が支払う指定入所医療に要し

た費用の額の一部を指定障害児入所施

設が受けることをいう。

２ 前項に掲げるもののほか、この条例で

使用する用語の意義は、法で使用する用

語の例による。

（指定障害児入所施設の一般原則）

第３条 法第24条の９第３項において準用

する法第21条の５の15第３項第１号に規

定する指定障害児入所施設の申請者とし

て条例で定める者は、法人とする。

２ 指定障害児入所施設は、入所給付決定

保護者及び障害児の意向、障害児の適性、

障害の特性その他の事情を踏まえた計画

（以下「入所支援計画」という。）を作成

し、当該入所支援計画に基づき障害児に

対して指定入所支援を提供するとともに、

当該指定入所支援の効果について継続的

な評価を実施することその他の措置を講

じることにより障害児に対して適切かつ

効果的に指定入所支援を提供しなければ

ならない。

３ 指定障害児入所施設は、当該指定障害

児入所施設を利用する障害児の意思及び

人格を尊重し、常に当該障害児の立場に

立って指定入所支援を提供するよう努め

なければならない。

４ 指定障害児入所施設は、地域及び家庭

との結び付きを重視した運営を行い、区、

都道府県、他の区市町村、障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号。以下

「障害者総合支援法」という。）第５条第

１項に規定する障害福祉サービス（以下

「障害福祉サービス」という。）を行う者、

他の児童福祉施設その他の保健医療サー

ビス又は福祉サービスを提供する者との

密接な連携に努めなければならない。

５ 指定障害児入所施設は、当該指定障害

児入所施設を利用する障害児の人権の擁

護虐待の防止等のため、責任者の設置そ

の他の必要な体制の整備を行うとともに、

従業者に対し、研修の実施その他の必要

な措置を講じるよう努めなければならな

い。

第２章 指定福祉型障害児入所施設

第１節 人員に関する基準

（従業者の配置の基準）

第４条 指定福祉型障害児入所施設は、次

に掲げる従業者を、規則で定める基準に

より置かなければならない。ただし、40

人以下の障害児を入所させる指定福祉型

障害児入所施設にあっては第５号の栄養

士を、調理業務の全部を委託する指定福

祉型障害児入所施設にあっては第６号の

調理員を置かないことができる。

嘱託医

看護職員（保健師、助産師、看護師

又は准看護師をいう。）

児童指導員（児童福祉施設の設備及

び運営に関する基準（昭和23年厚生省

令第63号）第21条第６項に規定する児

童指導員をいう。第51条第１項第２号

において同じ。）

保育士

栄養士

調理員

児童発達支援管理責任者（児童福祉

施設の設備及び運営に関する基準第49

条第１項に規定する児童発達支援管理

責任者をいう。以下同じ。）

２ 指定福祉型障害児入所施設は、前項各

号に掲げる従業者のほか、主として自閉

症を主たる症状とする知的障害のある児

童（以下「自閉症児」という。）を入所

させるものである場合にあっては医師を、

心理指導を行う必要があると認められる

障害児５人以上に心理指導を行う場合に

あっては心理指導担当職員を、職業指導

を行う場合にあっては職業指導員を、そ

れぞれ規則で定める基準により置かなけ

ればならない。

第２節 設備に関する基準

第５条 指定福祉型障害児入所施設は、居

令和元年11月20日 （第704号）
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室、調理室、浴室、便所、医務室及び静

養室を設けなければならない。ただし、

30人未満の障害児を入所させる指定福祉

型障害児入所施設は、主として知的障害

のある児童を入所させるものにあっては

医務室を、主として盲児（強度の弱視児

を含む。次項第２号及び第４項において

同じ。）又は主としてろうあ児（強度の

難聴児を含む。次項第３号において同じ。）

を入所させるものにあっては医務室及び

静養室を設けないことができる。

２ 次の各号に掲げる指定福祉型障害児入

所施設は、前項に規定する設備のほか、

当該指定福祉型障害児入所施設の区分に

応じ、当該各号に定める設備を設けなけ

ればならない。

主として知的障害のある児童を入所

させる指定福祉型障害児入所施設 入

所している障害児の年齢、適性等に応

じた職業指導に必要な設備（以下この

項において「職業指導に必要な設備」

という。）

主として盲児を入所させる指定福祉

型障害児入所施設 遊戯室、訓練室、

職業指導に必要な設備、音楽に関する

設備並びに浴室及び便所の手すり、特

殊表示等身体の機能の不自由を助ける

設備

主としてろうあ児を入所させる指定

福祉型障害児入所施設 遊戯室、訓練

室、職業指導に必要な設備及び映像に

関する設備

主として肢体不自由のある児童を入

所させる指定福祉型障害児入所施設

訓練室、屋外訓練場並びに浴室及び便

所の手すり等身体の機能の不自由を助

ける設備

３ 第１項の居室は、規則で定める基準を

満たさなければならない。

４ 主として盲児又は主として肢体不自由

のある児童を入所させる指定福祉型障害

児入所施設は、その階段の傾斜を緩やか

にしなければならない。

５ 第１項及び第２項各号に規定する設備

は、専らその指定福祉型障害児入所施設

の用に供するものでなければならない。

ただし、障害児の支援に支障がない場合

は、当該設備（居室を除く。）について

は、併せて設置する他の社会福祉施設の

設備と兼ねることができる。

第３節 運営に関する基準

（管理者による管理等）

第６条 指定福祉型障害児入所施設は、当

該指定福祉型障害児入所施設を管理する

者（以下この節において「管理者」とい

う。）を置かなければならない。

２ 管理者は、専らその指定福祉型障害児

入所施設の管理に係る職務に従事する者

でなければならない。ただし、当該指定

福祉型障害児入所施設の管理上支障がな

い場合は、当該指定福祉型障害児入所施

設の他の職務に従事し、又は当該指定福

祉型障害児入所施設以外の事業所、施設

等の職務に従事することができる。

３ 管理者は、その指定福祉型障害児入所

施設の従業者及び業務の管理その他の管

理を一元的に行わなければならない。

４ 管理者は、その指定福祉型障害児入所

施設の児童発達支援管理責任者に入所支

援計画の作成に関する業務を担当させる

ものとする。

５ 管理者は、その指定福祉型障害児入所

施設の従業者にこの章の規定を遵守さす

るために必要な指揮命令を行わなければ

ならない。

（児童発達支援管理責任者の責務）

第７条 児童発達支援管理責任者は、次項

から第８項までに規定する業務のほか、

次に掲げる業務を行わなければならない。

第26条の規定による検討及び必要な

援助並びに第27条の相談及び援助を行

うこと。

他の従業者に対する技術指導及び助

言を行うこと。

２ 児童発達支援管理責任者は、入所支援

計画の作成に当たっては、障害児につい

て、その有する能力、その置かれている

環境及び日常生活全般の状況等の評価を

通じて入所給付決定保護者及び障害児の

希望する生活、課題等の把握（以下この

条において「アセスメント」という。）

を行い、当該障害児の発達を支援する上

での適切な支援内容を検討しなければな

らない。

３ 児童発達支援管理責任者は、アセスメ

ントに当たっては、入所給付決定保護者

及び障害児に面接を行わなければならな

い。この場合において、児童発達支援管

理責任者は、面接の趣旨を当該入所給付

決定保護者及び障害児に対して十分に説

明し、理解を得なければならない。

４ 児童発達支援管理責任者は、アセスメ

ント及び支援内容の検討の結果に基づき、

入所給付決定保護者及び障害児の生活に

対する意向並びに当該障害児に対する総

合的な支援目標及びその達成時期、生活

全般の質を向上させるための課題、指定

入所支援の具体的な内容、提供上の留意

事項その他必要な事項を記載した入所支

援計画の原案を作成しなければならない。

５ 児童発達支援管理責任者は、入所支援

計画の作成に当たっては、障害児に対す

る指定入所支援の提供に係る当該児童発

達支援管理責任者以外の担当者等を招集

して行う会議を開催し、入所支援計画の

原案について意見を求めるとともに、入

所給付決定保護者及び障害児に対し、当

該入所支援計画について説明し、文書に

より当該入所給付決定保護者及び必要に

応じ障害児の同意を得なければならない。

６ 児童発達支援管理責任者は、入所支援

計画を作成した際には、当該入所支援計

画を入所給付決定保護者に交付しなけれ

ばならない。

７ 児童発達支援管理責任者は、入所支援

計画の作成後、当該入所支援計画の実施

状況の把握（障害児についての継続的な

アセスメントを含む。次項において「モ

ニタリング」という。）を行うとともに、

障害児について解決すべき課題を把握し、

少なくとも６月に１回以上、入所支援計

画の見直しを行い、必要に応じその変更

を行わなければならない。

８ 児童発達支援管理責任者は、モニタリ

ングに当たっては、入所給付決定保護者

との連絡を継続的に行うとともに、特段

の事情のない限り、定期的に当該入所給

付決定保護者及び障害児に面接し、かつ、

モニタリングを行い、その結果を記録し

なければならない。

９ 第２項から第６項までの規定は、第７

項に規定する入所支援計画の変更につい

て準用する。

（運営規程）

第８条 指定福祉型障害児入所施設は、次

に掲げる施設の運営についての重要事項

に関する運営規程（第10条及び第38条に

おいて「運営規程」という。）を定めな

ければならない。

施設の目的及び運営の方針

従業者の職種、員数及び職務の内容

入所定員

指定入所支援の内容並びに入所給付

決定保護者から受領する費用の種類及

びその額

施設の利用に当たっての留意事項

緊急時等における対応方法

非常災害対策

主として入所させる障害児の障害の

種類

虐待の防止のための措置に関する事

項

前各号に掲げるもののほか、施設の

運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第９条 指定福祉型障害児入所施設は、障

害児に対し、適切な指定入所支援を提供

することができるよう、従業者の勤務体

制を定めなければならない。

２ 指定福祉型障害児入所施設は、当該指

定福祉型障害児入所施設の従業者によっ

て指定入所支援を提供しなければならな

い。ただし、障害児の支援に直接影響を

及ぼさない業務については、この限りで

ない。

３ 指定福祉型障害児入所施設は、従業者

の資質向上のための研修の機会を確保し

なければならない。

（内容及び手続の説明及び同意）

第10条 指定福祉型障害児入所施設は、入

所給付決定保護者が指定入所支援の利用

の申込みを行ったときは、当該利用の申

込みを行った入所給付決定保護者（以下

「利用申込者」という。）に係る障害児の

障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、

当該利用申込者に対し、運営規程の概要、

従業者の勤務体制その他の利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重

要事項を記した文書を交付して説明を行

い当該指定入所支援の提供の開始につい

て当該利用申込者の同意を得なければな

らない。

２ 指定福祉型障害児入所施設は、社会福

祉法（昭和26年法律第45号）第77条の規

定により書面の交付等を行う場合は、利

用申込者に係る障害児の障害の特性に応

じた適切な配慮をしなければならない。

（提供拒否の禁止）

令和元年11月20日 （第704号）
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第11条 指定福祉型障害児入所施設は、正

当な理由なく、指定入所支援の提供を拒

んではならない。

（あっせん、調整及び要請に対する協力）

第12条 指定福祉型障害児入所施設は、法

第24条の19第２項の規定により指定入所

支援の利用について区が行うあっせん、

調整及び要請に対し、可能な限り協力し

なければならない。

（サービス提供困難時の対応）

第13条 指定福祉型障害児入所施設は、利

用申込者に係る障害児が入院治療を必要

とする場合その他利用申込者に係る障害

児に対し自ら必要な指定入所支援を提供

することが困難であると認める場合は、

病院（医療法（昭和23年法律第205号）

第１条の５第１項に規定する病院をいう。

以下同じ。）又は診療所（同条第２項に

規定する診療所をいう。第33条において

同じ。）の紹介その他の措置を速やかに

講じなければならない。

（受給資格の確認）

第14条 指定福祉型障害児入所施設は、指

定入所支援の開始に際し、入所給付決定

保護者の提示する入所受給者証によって、

入所給付決定の有無、給付決定期間等を

確認しなければならない。

（障害児入所給付費の支給の申請に係る援

助）

第15条 指定福祉型障害児入所施設は、障

害児入所給付費の支給の申請をしていな

いことにより入所給付決定を受けていな

い者から入所の申込みがあった場合は、

その者の意向を踏まえて速やかに当該申

請が行われるよう必要な援助を行わなけ

ればならない。

２ 指定福祉型障害児入所施設は、入所給

付決定に通常要すべき標準的な期間を考

慮し、給付決定期間の終了に伴う障害児

入所給付費の支給の申請について、必要

な援助を行わなければならない。

（心身の状況等の把握）

第16条 指定福祉型障害児入所施設は、指

定入所支援の提供に当たっては、障害児

の心身の状況、置かれている環境、他の

保健医療サービス又は福祉サービスの利

用状況等の把握に努めなければならない。

（居住地の変更が見込まれる者への対応）

第17条 指定福祉型障害児入所施設は、入

所給付決定保護者の居住地の変更が見込

まれる場合は、速やかにその旨を区に連

絡しなければならない。

（入退所の記録の記載等）

第18条 指定福祉型障害児入所施設は、障

害児の入所又は退所に際しては、当該指

定福祉型障害児入所施設の名称、入所又

は退所の日その他の必要な事項（次項に

おいて「入所受給者証記載事項」という。）

を、入所給付決定保護者の入所受給者証

に記載しなければならない。

２ 指定福祉型障害児入所施設は、入所受

給者証記載事項を遅滞なく区に報告しな

ければならない。

３ 指定福祉型障害児入所施設は、入所し

ている障害児の数の変動が見込まれる場

合は、速やかに区に報告しなければなら

ない。

（サービスの提供の記録）

第19条 指定福祉型障害児入所施設は、指

定入所支援を提供した際は、当該指定入

所支援の提供日、内容その他必要な事項

を記録しなければならない。

２ 指定福祉型障害児入所施設は、前項の

規定による記録に際し、入所給付決定保

護者から指定入所支援の提供を受けたこ

とについて確認を受けなければならない。

（入所給付決定保護者に求めることのでき

る金銭の支払の範囲等）

第20条 指定福祉型障害児入所施設は、入

所給付決定保護者に対して金銭の支払を

求めることができる。ただし、当該金銭

の使途が入所給付決定に係る障害児の便

益を直接向上させるものであり、かつ、

支払を求めることが適当である場合に限

るものとする。

２ 前項の規定により入所給付決定保護者

に金銭の支払を求める際は、当該金銭の

使途及び額並びに金銭の支払を求める理

由について書面により明らかにするとと

もに、当該入所給付決定保護者に対し説

明を行い、当該入所給付決定保護者の同

意を得なければなちない。ただし、次条

第１項から第３項までに規定する支払に

ついては、この限りでない。

（入所利用者負担額の受領）

第21条 指定福祉型障害児入所施設は、法

定代理受領を行う指定入所支援を提供し

た際は、入所給付決定保護者から当該指

定入所支援に係る入所利用者負担額の支

払を受けるものとする。

２ 指定福祉型障害児入所施設は、法定代

理受領を行わない指定入所支援を提供し

た際は、入所給付決定保護者から、当該

指定入所支援に係る指定入所支援費用基

準額の支払を受けるものとする。

３ 指定福祉型障害児入所施設は、前２項

に定める場合において入所給付決定保護

者から支払を受ける額のほか、指定入所

支援において提供される便宜に要する費

用のうち、規則で定める費用の額の支払

を入所給付決定保護者から受けることが

できる。

４ 指定福祉型障害児入所施設は、前３項

に規定する額の支払を受けた場合は、当

該額に係る領収証を、当該額を支払った

入所給付決定保護者に対し交付しなけれ

ばならない。

５ 指定福祉型障害児入所施設は、第３項

に規定する費用の額に係るサービスの提

供に当たっては、あらかじめ、入所給付

決定保護者に対し、当該サービスの内容

及び費用について説明を行い、当該入所

給付決定保護者の同意を得なければなら

ない。

（入所利用者負担額に係る管理）

第22条 指定福祉型障害児入所施設は、入

所給付決定に係る障害児が同一の月に当

該指定福祉型障害児入所施設が提供する

指定入所支援及び他の指定障害児入所施

設等（法第24条の２第１項に規定する指

定障害児入所施設等をいう。以下この条

において同じ。）が提供する指定入所支

援を受けたときは、これらの指定入所支

援に係る入所利用者負担額の合計額（以

下この条において「入所利用者負担額合

計額」という。）を算定しなければなら

ない。この場合において、当該指定福祉

型障害児入所施設は、これらの指定入所

支援の状況を確認の上、入所利用者負担

額合計額を区に報告するとともに、その

入所給付決定保護者及び他の指定入所支

援を提供した指定障害児入所施設等に通

知しなければならない。

（障害児入所給付費等の額に係る通知等）

第23条 指定福祉型障害児入所施設は、法

定代理受領により指定入所支援に係る障

害児入所給付費の支給を受けた場合は、

入所給付決定保護者に対し、当該入所給

付決定保護者に係る障害児入所給付費の

額を通知しなければならない。

２ 指定福祉型障害児入所施設は、第21条

第２項の法定代理受領を行わない指定入

所支援に係る指定入所支援費用基準額の

支払を受けた場合は、当該指定入所支援

の内容、費用の額その他必要と認められ

る事項を記載したサービス提供証明書を

入所給付決定保護者に交付しなければな

らない。

（給付金として支払を受けた金銭の管理）

第24条 指定福祉型障害児入所施設は、当

該指定福祉型障害児入所施設を設置する

者が障害児に係る厚生労働大臣が定める

給付金の支給を受けた場合は、当該給付

金として支払を受けた金銭を規則に定め

るところにより管理しなければならない。

（指定入所支援の取扱方針）

第25条 指定福祉型障害児入所施設は、入

所支援計画に基づき、障害児の心身の状

況等に応じて、当該障害児の支援を適切

に行うとともに、指定入所支援の提供が

漫然かつ画一的なものどならないよう配

慮しなければならない。

２ 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、

指定入所支援の提供に当たっては、入所

給付決定保護者及び障害児に対し、支援

上必要な事項について、理解しやすいよ

うに説明しなければならない。

３ 指定福祉型障害児入所施設は、その提

供する指定入所支援の質の評価を行い、

常にその改善を図らなければならない。

（検討等）

第26条 指定福祉型障害児入所施設は、障

害児の心身の状況等に照らし、法第21条

の５の３第１項に規定する指定通所支援、

障害者総合支援法第29条第１項に規定す

る指定障害福祉サービスその他の保健医

療サービス又は福祉サービスを利用する

ことにより、当該障害児が居宅において

日常生活を営むことができるよう定期的

に検討するとともに、居宅において日常

生活を営むことができると認められる障

害児に対し、入所給付決定保護者及び障

害児の希望等を勘案し、必要な援助を行

わなければならない。

（相談及び援助）

第27条 指定福祉型障害児入所施設は、常

に障害児の心身の状況、その置かれてい

る環境等の的確な把握に努め、障害児又

令和元年11月20日 （第704号）
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はその家族に対し、その相談に適切に応

じるとともに、必要な助言その他の援助

を行わなければならない。

（指導、訓練等）

第28条 指定福祉型障害児入所施設は、障

害児の自立の支援及び日常生活の充実に

資するよう、障害児の心身の状況に応じ、

適切な技術をもって指導、訓練等を行わ

なければならない。この場合において、

障害児の適性に応じ、当該障害児が可能

な限り健全な社会生活を営むことができ

るよう、指導、訓練等を行わなければな

らない。

２ 指定福祉型障害児入所施設は、常時１

人以上の従業者を指導、訓練等に従事さ

せなければならない。

３ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児

に対し、当該障害児に係る入所給付決定

保護者の負担により、当該指定福祉型障

害児入所施設の従業者以外の者による指

導、訓練等を受けさせてはならない。

４ 指定福祉型障害児入所施設は、前３項

に規定するもののほか、障害児が日常生

活における必要な習慣を確立するととも

に、社会生活への適応性を高めることが

できるよう、あらゆる機会を通じて生活

指導を行わなければなちない。

（食事）

第29条 指定福祉型障害児入所施設は、障

害児への食事の提供に当たっては、食品

の種類及び調理方法について栄養並びに

障害児の身体的状況及び嗜好を考慮する

とともに、可能な限り変化に富み、障害

児の健全な発育に必要な栄養量を含有す

るものでなければならない。

２ 調理は、あらかじめ作成された献立に

従って行われなければならない。

３ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児

の健康な生活の基本としての食を営む力

の育成に努めなければならない。

（社会生活上の便宜の供与等）

第30条 指定福祉型障害児入所施設は、教

養娯楽設備等を備えるほか、必要に応じ、

障害児のためのレクリエーション行事を

行わなければならない。

２ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児

が日常生活を営む上で必要となる行政機

関に対する手続等について、当該障害児

又はその家族が行うことが困難である場

合は、入所給付決定保護者の同意を得て

当該障害児又はその家族に代わってこれ

を行わなければならない。

３ 指定福祉型障害児入所施設は、常に障

害児の家族との連携を図るとともに、障

害児とその家族との交流等の機会を確保

するよう努めなければならない。

（健康管理）

第31条 指定福祉型障害児入所施設は、常

に障害児の健康の状況に注意するととも

に、障害児に対する入所時の健康診断、

少なくとも１年に２回の定期健康診断及

び臨時の健康診断を、学校保健安全法

（昭和33年法律第56号）第11条、第13条

及び第17条の規定に準じて行わなければ

ならない。ただし、規則で定める場合は、

この限りでない。

２ 指定福祉型障害児入所施設の従業者の

健康診断に当たっては、障害児の食事を

調理する者について、特に注意を払わな

ければならない。

（緊急時等の対応）

第32条 指定福祉型障害児入所施設の従業

者は、現に指定入所支援の提供を行って

いるときに障害児に病状の急変が生じた

場合その他必要な場合は、速やかに医療

機関への連絡を行う等の必要な措置を講

じなければならない。

（障害児の入院期間中の取扱い）

第33条 指定福祉型障害児入所施設は、障

害児が、病院又は診療所に入院する必要

が生じた場合であって、入院後おおむね

３月以内に退院することが見込まれると

きは、当該障害児及び当該障害児に係る

入所給付決定保護者の希望等を勘案し、

必要に応じ適切な便宜を供与するととも

に、やむを得ない事情がある場合を除き、

当該障害児が退院後再び当該指定福祉型

障害児入所施設に円滑に入所することが

できるようにしなければならない。

（入所給付決定保護者に関する通知）

第34条 指定福祉型障害児入所施設は、指

定入所支援を受けている障害児に係る入

所給付決定保護者が偽りその他不正な行

為によって障害児入所給付費の支給を受

け、又は受けようとしたときは、遅滞な

く、意見を付してその旨を区に通知しな

ければならない。

（定員の遵守）

第35条 指定福祉型障害児入所施設は、入

所定員及び居室の定員（第５条第３項に

規定する規則で定める基準として定めら

れる居室の定員をいう。）を超えて入所

させてはならない。ただし、災害、虐待

その他のやむを得ない事情がある場合は、

この限りでない。

（衛生管理等）

第36条 指定福祉型障害児入所施設は、障

害児の使用する設備及び飲用に供する水

について、衛生的な管理に努めるととも

に、衛生上必要な措置を講じ、かつ、健

康管理等に必要となる機械器具等の管理

を適正に行わなければならない。

２ 指定福祉型障害児入所施設は、当該指

定福祉型障害児入所施設における感染症

又は食中毒の発生又はまん延を防止する

ため、必要な措置を講じるよう努めなけ

ればならない。

３ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児

の希望等を勘案し、適切な方法により、

障害児を入浴させ、又は清しきしなけれ

ばならない。

（協力医療機関等）

第37条 指定福祉型障害児入所施設は、障

害児の病状の急変等に備えるために、あ

らかじめ、協力医療機関（当該指定福祉

型障害児入所施設との間で、障害児が医

療を必要とした際の連携協力が合意され

ている医療機関をいう。次条において同

じ。）を定めなければならない。

２ 指定福祉型障害児入所施設は、あらか

じめ、協力歯科医療機関（当該指定福祉

型障害児入所施設との間で、障害児が歯

科治療を必要とした際の連携協力が合意

されている歯科医療機関をいう。次条に

おいて同じ。）を定めるよう努めなけれ

ばならない。

（掲示）

第38条 指定福祉型障害児入所施設は、当

該指定福祉型障害児入所施設の見やすい

場所に、運営規程の概要、従業者の勤務

体制、協力医療機関及び協力歯科医療機

関その他の利用申込者のサービスの選択

に資すると認められる重要事項を掲示し

なければならない。

（身体的拘束等の禁止）

第39条 指定福祉型障害児入所施設は、指

定入所支援の提供に当たっては、障害児

又は他の障害児の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身

体的拘束その他障害児の行動を制限する

行為（次項及び第50条第２項において

「身体的拘束等」という。）を行ってはな

らない。

２ 指定福祉型障害児入所施設は、身体的

拘束等を行う場合は、その態様及び時間、

その際の障害児の心身の状況並びに理由

その他必要な事項を記録しなければなら

ない。

（虐待等の禁止）

第40条 指定福祉型障害児入所施設の従業

者は、障害児に対し、法第33条の10各号

に掲げる行為その他当該障害児の心身に

有害な影響を与える行為をしてはならな

い。

（懲戒に係る権限の濫用禁止）

第41条 管理者は、障害児に対し法第47条

第１項本文の規定により親権を行う場合

であって懲戒するとき又は同条第３項の

規定により懲戒に関し当該障害児の福祉

のために必要な措置を講じるときは、身

体的苦痛を与え、人格を辱める行為をす

る等その権限を濫用してはならない。

（秘密保持等）

第42条 管理者及び指定福祉型障害児入所

施設の従業者は、正当な理由なく、その

業務上知り得た障害児又はその家族の秘

密を漏らしてはならない。

２ 指定福祉型障害児入所施設は、管理者

及び従業者であった者が、正当な理由な

く、その業務上知り得た障害児又はその

家族の秘密を漏らすことがないよう、必

要な措置を講じなければならない。

３ 指定福祉型障害児入所施設は、指定障

害児通所支援事業者、障害者総合支援法

第29条第２項に規定する指定障害福祉サー

ビス事業者等その他の福祉サービスを提

供する者等に対し、障害児又はその家族

に関する情報を提供する際は、あらかじ

め、文書により当該障害児又はその家族

の同意を得なければならない。

（情報の提供等）

第43条 指定福祉型障害児入所施設は、当

該指定福祉型障害児入所施設に入所しよ

うとする障害児が、適切かつ円滑に入所

できるように、その実施する事業の内容

について情報の提供を行うよう努めなけ

ればならない。

２ 指定福祉型障害児入所施設は、当該指
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定福祉型障害児入所施設について広告を

する場合は、その内容が虚偽又は誇大な

ものであってはならない。

（利益供与等の禁止）

第44条 指定福祉型障害児入所施設は、障

害児相談支援事業を行う者若しくは障害

者総合支援法第５条第18項に規定する一

般相談支援事業若しくは特定相談支援事

業を行う者（次項において「障害児相談

支援事業者等」という。）、障害福祉サー

ビスを行う者等又はそれらの従業者に対

し、障害児又はその家族に対して当該指

定福祉型障害児入所施設を紹介すること

の対償として、金品その他の財産上の利

益を供与してはならない。

２ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児

相談支援事業者等、障害福祉サービスを

行う者等又はそれらの従業者から、障害

児又はその家族を紹介することの対償と

して、金品その他の財産上の利益を収受

してはならない。

（苦情解決）

第45条 指定福祉型障害児入所施設は、障

害児又は入所給付決定保護者その他の当

該障害児の家族からの指定入所支援に関

する苦情に迅速かつ適切に対応するため

に、窓口の設置その他の必要な措置を講

じなければならない。

２ 指定福祉型障害児入所施設は、前項の

苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内

容等を記録しなければならない。

３ 指定福祉型障害児入所施設は、提供し

た指定入所支援に関し、法第24条の15第

１項の規定による区長が行う報告若しく

は帳簿書類その他の物件の提出若しくは

提示の命令又は当該職員からの質問若し

くは指定福祉型障害児入所施設の設備若

しくは帳簿書類その他の物件の検査に応

じるとともに、障害児又は入所給付決定

保護者その他の当該障害児の家族からの

苦情に関して区長が行う調査に協力し、

区長から指導又は助言を受けた場合は、

当該指導又は助言に従って必要な改善を

行わなければならない。この場合におい

て、区長からの求めがあったときは、当

該改善の内容を報告しなければならない。

４ 指定福祉型障害児入所施設は、社会福

祉法第85条の規定による運営適正化委員

会が行う調査又はあっせんに可能な限り

協力しなければならない。

（地域との連携等）

第46条 指定福祉型障害児入所施設は、そ

の運営に当たっては、地域住民等との連

携、協力等により地域との交流に努めな

ければならない。

（事故発生時の対応）

第47条 指定福祉型障害児入所施設は、障

害児に対する指定入所支援の提供により

事故が発生した場合は、速やかに区、障

害児の家族等に連絡を行うとともに、当

該事故の状況及び処置についての記録そ

の他必要な措置を講じなければならない。

２ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児

に対する指定入所支援の提供により賠償

すべき事故が発生した場合は、速やかに

損害賠償を行わなければならない。

（非常災害対策）

第48条 指定福祉型障害児入所施設は、消

火設備その他の非常災害に際して必要な

設備を設けるとともに、非常災害に関す

る具体的な計画を策定し、非常災害時の

関係機関への通報及び連絡の体制を整備

し、これらを定期的に従業者に周知しな

ければならない。

２ 指定福祉型障害児入所施設は、非常災

害に備えるため、定期的に避難訓練、救

出訓練その他の必要な訓練を行わなけれ

ばならない。

（会計の区分）

第49条 指定福祉型障害児入所施設は、当

該指定福祉型障害児入所施設の事業の会

計とその他の事業の会計とを区分しなけ

ればならない。

（記録の整備）

第50条 指定福祉型障害児入所施設は、従

業者、設備、備品及び会計に関する記録

を整備しなければならない。

２ 指定福祉型障害児入所施設は、障害児

に対する指定入所支援の提供に関する次

に掲げる記録を整備し、当該記録に係る

事象の完結の日から５年間保存しなけれ

ばならない。

入所支援計画

第19条第１項に規定する提供した指

定入所支援に係る記録

第34条の規定による区への通知に係

る記録

身体的拘束等の記録

第45条第２項に規定する苦情の内容

等の記録

第47条第１項に規定する事故の状況

及び処置についての記録

第３章 指定医療型障害児入所施設

第１節 人員に関する基準

（従業者の配置の基準）

第51条 指定医療型障害児入所施設は、次

に掲げる従業者を、規則で定める基準に

より置かなければならない。

病院として必要とされる従業者

児童指導員

保育士

心理指導を担当する職員（主として

重症心身障害児（法第７条第２項に規

定する重症心身障害児をいう。次号に

おいて同じ。）を入所させる指定医療

型障害児入所施設に限る。）

理学療法士又は作業療法士（主とし

て肢体不自由のある児童又は主として

重症心身障害児を入所させる指定医療

型障害児入所施設に限る。）

児童発達支援管理責任者

２ 主として肢体不自由のある児童を入所

させる指定医療型障害児入所施設は、前

項各号に掲げる従業者のほか、職業指導

を行う場合にあっては、職業指導員を置

かなければならない。

３ 指定医療型障害児入所施設が、療養介

護（障害者総合支援法第５条第６項に規

定する療養介護をいう。以下この項及び

次条第５項において同じ。）に係る指定

障害福祉サービス事業者（障害者総合支

援法第29条第１項に規定する指定障害福

祉サービス事業者をいう。次条第５項に

おいて同じ。）の指定を受け、かつ、指

定入所支援と療養介護とを同一の施設に

おいて一体的に提供する場合は、障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律に基づく指定障害福祉サー

ビスの事業等の人員、設備及び運営に関

する基準（平成18年厚生労働省令第171

号。次条第５項において「指定障害福祉

サービス等基準」という。）第50条に規

定する人員に関する基準を満たすことを

もって、前２項に規定する基準を満たす

ものとみなす。

第２節 設備に関する基準

第52条 指定医療型障害児入所施設は、次

に掲げる設備を設けなければならない。

病院として必要とされる設備

訓練室

浴室

２ 次の各号に掲げる指定医療型障害児入

所施設は、前項各号に掲げる設備のほか、

当該指定医療型障害児入所施設の区分に

応じ、当該各号に定める設備を設けなけ

ればならない。ただし、第２号の義肢装

具を製作する設備にあっては、他に適当

な設備がある場合は、この限りでない。

主として自閉症児を入所させる指定

医療型障害児入所施設 静養室

主として肢体不自由のある児童を入

所させる指定医療型障害児入所施設

屋外訓練場、ギブス室、特殊手工芸等

の作業の指導に必要な設備、義肢装具

を製作する設備並びに浴室及び便所の

手すり等身体の機能の不自由を助ける

設備

３ 主として肢体不自由のある児童を入所

させる指定医療型障害児入所施設は、そ

の階段の傾斜を緩やかにしなければなら

ない。

４ 第１項各号及び第２項各号に掲げる設

備は、専らその指定医療型障害児入所施

設が提供する指定入所支援の用に供する

ものでなければならない。ただし、障害

児の支援に支障がない場合は、第１項第

２号及び第３号並びに第２項各号に掲げ

る設備については、併せて設置する他の

社会福祉施設の設備と兼ねることができ

る。

５ 指定医療型障害児入所施設が、療養介

護に係る指定障害福祉サービス事業者の

指定を受け、かつ、指定入所支援と療養

介護とを同一の施設において一体的に提

供する場合は、指定障害福祉サービス等

基準第52条に規定する設備に関する基準

を満たすことをもって、前各項に規定す

る基準を満たすものとみなす。

第３節 運営に関する基準

（入所利用者負担額の受領）

第53条 指定医療型障害児入所施設は、法

定代理受領を行う指定入所支援を提供し

た際は、入所給付決定保護者から当該指

定入所支援に係る入所利用者負担額の支

払を受けるものとする。

２ 指定医療型障害児入所施設は、法定代

理受領を行わない指定入所支援を提供し

た際は、入所給付決定保護者から、次に

令和元年11月20日 （第704号）
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掲げる額の支払を受けるものとする。

当該指定入所支援に係る指定入所支

援費用基準額

当該障害児入所支援のうち障害児入

所医療に係るものにつき法第24条の20

第２項第１号及び第２号に規定する健

康保険の療養に要する費用の額の算定

方法の例により算定した費用の額

３ 指定医療型障害児入所施設は、前２項

に定める場合において入所給付決定保護

者から支払を受ける額のほか、指定入所

支援において提供される便宜に要する費

用のうち、規則で定める費用の額の支払

を入所給付決定保護者から受けることが

できる。

４ 指定医療型障害児入所施設は、前３項

に規定する額の支払を受けた場合は、当

該額に係る領収証を、当該額を支払った

入所給付決定保護者に対し交付しなけれ

ばならない。

５ 指定医療型障害児入所施設は、第３項

に規定する費用の額に係るサービスの提

供に当たっては、あらかじめ、入所給付

決定保護者に対し、当該サービスの内容

及び費用について説明を行い、当該入所

給付決定保護者の同意を得なければなら

ない。

（障害児入所給付費の額に係る通知等）

第54条 指定医療型障害児入所施設は、法

定代理受領により指定入所支援に係る障

害児入所給付費又は障害児入所医療費の

支給を受けた場合は、入所給付決定保護

者に対し、当該入所給付決定保護者に係

る障害児入所給付費又は障害児入所医療

費の額を通知しなければならない。

２ 指定医療型障害児入所施設は、前条第

２項の法定代理受領を行わない指定入所

支援に係る額の支払を受けた場合は、当

該指定入所支援の内容、費用の額その他

必要と認められる事項を記載したサービ

ス提供証明書を入所給付決定保護者に交

付しなければならない。

（協力歯科医療機関）

第55条 指定医療型障害児入所施設（主と

して自閉症児を受け入れるものを除く。）

は、あらかじめ、協力歯科医療機関（当

該指定医療型障害児入所施設との間で、

障害児が歯科治療を必要とした際の連携

協力が合意されている歯科医療機関をい

う。）を定めるよう努めなければならな

い。

（準用）

第56条 第６条から第20条まで、第22条、

第24条から第36条まで、第38条から第42

条まで、第43条第１項、第44条から第48

条まで及び第50条の規定は、指定医療型

障害児入所施設について準用する。この

場合において、第20条第２項ただし書中

「次条第１項」とあるのは「第53条第１

項」と、第32条中「医療機関」とあるの

は「他の専門医療機関」と、第34条中

「障害児入所給付費」とあるのは「障害

児入所給付費及び障害児入所医療費」と、

第35条中「定員（第５条第３項に規定す

る規則で定める基準として定められる居

室の定員をいう。）」とあるのは「定員」

と、第38条中「協力医療機関及び協力歯

科医療機関」とあるのは「第55条の協力

歯科医療機関」と読み替えるものとする。

第４章 雑則

（委任）

第57条 この条例に定めるもののほか、こ

の条例の施行について必要な事項は、規

則で定める。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区児童福祉審議会条例

（設置）

第１条 児童福祉法（昭和22年法律第164

号）第８条第３項及び児童福祉法施行令

（昭和23年政令第74号）第45条の３第４

項の規定に基づく合議制の機関として世

田谷区児童福祉審議会（以下「審議会」

という。）を置く。

（組織）

第２条 審議会は、委員25人以内をもって

組織する。

２ 前項の委員の任期は、２年とし、委員

が欠けた場合における補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。

３ 委員は、再任されることができる。

（臨時委員）

第３条 審議会に、特別の事項を調査審議

させるため必要があるときは、前条第１

項に規定する委員のほか、臨時委員を置

くことができる。

２ 臨時委員は、その者の任命に係る特別

の事項に関する調査審議が終了したとき

は、解任されるものとする。

（委員長及び副委員長）

第４条 審議会に、委員長及び副委員長各

１人を置く。

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選に

よりこれを定める。

３ 委員長は、会務を総理し、審議会を代

表する。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長

に事故があるとき、又は委員長が欠けた

ときは、その職務を代理する。

（招集）

第５条 審議会は、委員長が招集する。

２ 委員長は、委員の総数の４分の１以上

が審議すべき事項を示して審議会の招集

を請求したときは、審議会を招集しなけ

ればならない。

（定足数及び表決数）

第６条 審議会は、過半数の委員が出席し

なければ、会議を開くことができない。

２ 審議会の議事は、会議に出席した委員

の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、委員長の決するところによる。

３ 臨時委員は、特別の事項について会議

を開き、議決を行う場合には、前２項の

規定の適用については、委員とみなす。

（委任）

第７条 法令又はこの条例に定めるものの

ほか、審議会に関し必要な事項は、区長

が定める。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区児童相談所設置条例

（設置）

第１条 児童（18歳に満たない者をいう。）

が独立した権利の主体であることを尊重

し、その 善の利益が優先して考慮され

ることを保障する見地から、児童福祉法

（昭和22年法律第164号）第12条第１項及

び第59条の４第１項の規定に基づき、児

童相談所を設置する。

（名称、位置及び所管区域）

第２条 児童相談所の名称、位置及び所管

区域は、次のとおりとする。

（委任）

第３条 この条例の施行について必要な事

項は、区長が別に定める。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区立保育園条例の一部を改正

する条例

世田谷区立保育園条例（昭和27年８月世

田谷区条例第13号）の一部を次のように改

正する。

別表世田谷区立代田保育園の項を削る。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業め運営の基準等に

関する条例の一部を改正する条例

世田谷区特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営の基準等に関する条例

（平成26年９月世田谷区条例第37号）の一

部を次のように改正する。

第２条中「特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基準」を

「特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業並びに特定子ども・子育て支援施設等

の運営に関する基準」に改める。

第３条第１項中「適切な内容」を「適切

であり、かつ、子どもの保護者の経済的負

担の軽減について適切に配慮された内容」

に改める。

第４条の見出しを削る。

第５条第１項中「支給認定保護者」を

「教育・保育給付認定保護者」に、「利用者

負担の内容」を「第13条の規定により支払

を受ける費用に関する事項」に改める。

第６条の見出し中「利用申込みに対する」

を削り、同条第１項中「支給認定保護者」

を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

同条第２項中「支給認定子ども」を「教育・

保育給付認定子ども」に改め、同条第３項

中「支給認定子どもの」を「教育・保育給

付認定子どもの」に、「、支給認定」を「、

教育・保育給付認定」に、「支給認定子ど

もが」を「教育・保育給付認定子どもが」
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に改め、同条第４項中「支給認定保護者」

を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

同条第５項中「支給認定子ども」を「教育・

保育給付認定子ども」に改める。

第７条第２項中「支給認定子ども」を

「教育・保育給付認定子ども」に改める。

第８条中「支給認定保護者」を「教育・

保育給付認定保護者」に、「支給認定の有

無」を「教育・保育給付認定の有無」に、

「支給認定子ども」を「教育・保育給付認

定子ども」に、「支給認定の有効期間」を

「教育・保育給付認定の有効期間」に改め

る。

第９条の見出し及び同条第１項中「支給

認定」を「教育・保育給付認定」に改め、

同条第２項中「、支給認定」を「、教育・

保育給付認定」に、「支給認定保護者」を

「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認

定の有効期間」を「教育・保育給付認定の

有効期間」に改める。

第10条及び第11条中「支給認定子ども」

を「教育・保育給付認定子ども」に改める。

第13条第１項中「（特別利用保育及び特

別利用教育を含む。以下この条、次条及び

第19条において同じ。）」を削り、「支給認

定保護者」を「教育・保育給付認定保護者

（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・

保育給付認定保護者に限る。）」に「法第27

条第３項第２号に掲げる額（特定教育・保

育施設が特別利用保育を提供する場合にあっ

ては法第28条第２項第２号に規定する区市

町村が定める額とし、特別利用教育を提供

する場合にあっては同項第３号に規定する

区市町村が定める額とする。）」を「満３歳

未満保育認定子どもに係る教育・保育給付

認定保護者についての法第27条第３項第２

号に掲げる額」に改め、同条第２項中「支

給認定保護者」を「教育・保育給付認定保

護者」に、「当該特定教育・保育に係る」

を「その特定教育・保育に係る」に改め、

「（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）をいい、当

該特定教育・保育施設が特別利用保育を提

供する場合にあっては法第28条第２項第２

号に規定する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）を、特別利用教育を提供する場合に

あっては同項第３号に規定する内閣総理大

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）」を削り、同条

第３項中「支給認定保護者」を「教育・保

育給付認定保護者」に改め、同条第４項各

号列記以外の部分中「次の各号」を「次」

に、「支給認定保護者」を「教育・保育給

付認定保護者」に改め、同項第３号を次の

ように改める。

食事の提供（次に掲げるものを除く。）

に要する費用

ア 次の 又は に掲げる満３歳以上

教育・保育給付認定子どものうち、

その教育・保育給付認定保護者及び

当該教育・保育給付認定保護者と同

一の世帯に属する者に係る区市町村

民税所得割合算額（子ども・子育て

支援法施行令（平成26年政令第213

号。以下「令」という。）第４条第

２項第２号に規定する市町村民税所

得割合算額をいう。）がそれぞれ

又は に定める金額未満であるもの

に対する副食の提供

法第19条第１項第１号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教

育・保育認定子ども 77,101円

法第19条第１項第２号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども（特定満

３・歳以上保育認定子どもを除く。

イ において同じ。） 235,000円

イ 次の 又は に掲げる満３歳以上

教育・保育給付認定子どものうち、

負担額算定基準子ども又は小学校第

３学年修了前子ども（小学校、義務

教育学校の前期課程又は特別支援学

校の小学部の第１学年から第３学年

までに在籍する子どもをいう。以下

イにおいて同じ。）が同一の世帯に

３人以上いる場合にそれぞれ 又は

に定める者に該当するものに対す

る副食の提供（アに該当するものを

除く。）

法第19条第１項第１号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども 負担額

算定基準子ども又は小学校第３学

年修了前子ども（そのうち 年長

者及び２番目の年長者である者を

除く。）である者

法第19条第１項第２号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども 負担額

算定基準子ども（そのうち 年長

者及び２番目の年長者である者を

除く。）である者

ウ 都道府県が児童福祉法第27条第１

項第３号の規定により里親（同法第

６条の４に規定する里親をいう。）

に委託した法第19条第１項第１号又

は第２号に掲げる小学校就学前子ど

もに対する副食の提供（ア又はイに

該当するものを除く。）

エ 満３歳未満保育認定子どもに対す

る食事の提供

第13条第４項第５号並びに同条第５項及

び第６項中「支給認定保護者」を「教育・

保育給付認定保護者」に改める。

第14条第１項中「特例施設型給付費を含

む」を「法第27条第１項に規定する施設型

給付費をいう」に改め、にの項及び第19条

において」を削り、「支給認定保護者」を

「教育・保育給付認保護者」に改め、同条

第２項中「支給認定保護者」を「教育・保

育給付認定保護者」に改める。

第16条第２項中「支給認定保護者」を

「教育・保育給付認定保護者」に改める。

第17条中「支給認定子どもの」を「教育・

保育給付認定子どもの」に、「支給認定子

ども又はその保護者」を「当該教育・保育

給付認定子ども又は当該教育・保育給付認

定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」

に改める。

第18条中「支給認定子ども」を「教育・

保育給付認定子ども」に、「の保護者」を

「に係る教育・保育給付認定保護者」に改

める。

第19条の見出し中「支給認定保護者」を

「教育・保育給付認定保護者」に改め、同

条中「支給認定子どもの保護者」を「教育・

保育給付認定子どもに係る教育・保育給付

認定保護者」に改める。

第20条各号列記以外の部分中「次の各号」

を「次」に改め、同条第５号中「支給認定

保護者から受領する利用者負担の内容その

他の」を「第13条の規定により教育・保育

給付認定保護者から支払を受ける」に改め

る。

第21条第１項及び第２項ただし書、第24

条（見出しを含む。）、第25条並びに第26条

中「支給認定子ども」を「教育・保育給付

認定子ども」に改める。

第27条第１項及び第２項中「支給認定子

ども」を「教育・保育給付認定子ども」に

改め、同条第３項中「、支給認定子ども」

を「、教育・保育給付認定子ども」に、

「際には」を「ときは」に、「支給認定子ど

もの保護者」を、「教育・保育給付認定子

どもに係る教育・保育給付認定保護者」に

改める。

第28条第１項中「支給認定保護者」を

「教育・保育給付認定保護者」に改める。

第30条第１項中「支給認定子ども又は支

給認定保護者」を「教育・保育給付認定子

ども又は教育・保育給付認定保護者」に、

「当該支給認定子ども」を「当該教育・保

育給付認定子ども」に、「支給認定子ども

等」を、「教育・保育給付認定子ども等」

に改め、同条第３項及び第４項中「支給認

定子ども等」を「教育・保育給付認定子ど

も等」に改める。

第32条第２項及び第４項中「支給認定子

ども」を「教育・保育給付認定子ども」に

改める。

第34条第２項各号列記以外の部分中「支

給認定子ども」を「教育・保育給付認定子

ども」に、「次の各号」を「次」に改め、

同項第２号中「に規定する提供した特定教

育・保育に係る必要な事項」を「の規定に

よる特定教育・保育の提供」に改め、同項

第３号中「に規定する」を「の規定による」

に改める。

第35条第１項及び第２項中「支給認定子

ども」を「教育・保育給付認定子ども」に

改め、同条第３項中「含む」を「、施設型

給付費には特例施設型給付費（法第28条第

１項に規定する特例施設型給付費をいう。

次条第３項において同じ。）を、それぞれ

含む」に、「特定教育・保育施設（認定こ

ども園又は幼稚園に限る。以下この項にお

いて同じ。）」を「認定こども園又は幼稚園」

に、「特定教育・保育施設（特別利用保育

を提供している施設に限る。以下この項に

おいて同じ。）」を「特別利用保育を提供し

ている施設」に改め、「該当する支給認定

子ども」及び「区分に係る利用定員の数」

令和元年11月20日 （第704号）

― 24―



世 田 谷 区 公 報

を削り、「とする」を「と、第13条第２項

中「法第27条第３項第１号に掲げる額」と

あるのは「法第28条第２項第２号に規定す

る内閣総理大臣が定める基準により算定し

た費用の額」と、同条第４項第３号イ 中

「教育・保育給付認定子ども」とあるのは

「教育・保育給付認定子ども（特別利用保

育を受ける者を除く。）」と、同号イ 中

「教育・保育給付認定子ども」とあるのは

「教育・保育給付認定子ども（特別利用保

育を受ける者を含む。）」とする」に改める。

第36条第１項及び第２項中「支給認定子

ども」を「教育・保育給付認定子ども」に

改め、同条第３項中「含む」を「、施設型

給付費には特例施設型給付費を、それぞれ

含む」に、「該当する支給認定子ども」と

あるのは「同項第１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」と、

第13条第４項第３号中（除き、同項第２号

に掲げる小学校就学前子どもについては主

食の提供に係る費用に限る。）」とあるのは

「」を「」とあるのは「同項第１号又は第

２号に掲げる小学校就学前子どもに」と、

「同号に掲げる小学校就学前子どもの」と

あるのは「同項第１号に掲げる小学校就学

前子どもの」と、第13条第２項中「法第27

条第３項第１号に掲げる額」とあるのは

「法第28条第２項第３号に規定する内閣総

理大臣が定める基準により算定した費用の

額」と、同条第４項第３号イ 中「教育・

保育給付認定子ども」とあるのは「教育・

保育給付認定子ども（特別利用教育を受け

る者を含む。）」と、同号イ 中「教育・保

育給付認定子ども」とあるのは「教育・保

育給付認定子ども（特別利用教育を受ける

者を」に改める。

第37条の見出しを削り、同条第１項中

「のうち、家庭的保育事業にあっては、そ

の」を「（事業所内保育事業を除く。）の」

に、「）の数を」を「）の数は、家庭的保

育事業にあっては」に改め、「、その利用

定員の数を」を削る。

第38条第１項中「利用者負担の内容」を

「第43条の規定により支払を受ける費用に

関する事項」に改める。

第39条第１項中「支給認定保護者」を

「教育・保育給付認定保護者」に改め、同

条第２項中「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」を「満３

歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保

育認定子どもを除く。以下この章において

同じ。）」に、「、支給認定」を「、教育・

保育給付認定」に、「支給認定子どもが」

を「満３歳未満保育認定子どもが」に改め、

同条第３項中「支給認定保護者」を「教育・

保育給付認定保護者」に改め、同条第４項

中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育

認定子ども」に、「第42条」を「第42条第

１項」に改める。

第40条第２項中「法第19条第１項第３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」を「満３歳未満保育認定子

ども」に改める。

第41条中「支給認定子ども」を「満３歳

未満保育認定子ども」に改める。

第42条第１項第くＬ号中「支給認定子ど

も」を「満３歳未満保育認定子ども」に改

め、同項第３号中「支給認定子ども」を

「満３歳未満保育認定子ども」に、「支給認

定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に改め、同条第３項中「支給認定子ども」

を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。

第43条第１項中「（特別利用地域型保育

及び特定利用地域型保育を含む。以下この

条及び第50条において準用する第14条にお

いて同じ。）」を削り、「支給認定保護者」

を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

「（当該特定地域型保育事業者が特別利用地

域型保育を提供する場合にあっては法第30

条第２項第２号に規定する区市町村が定め

る額とし、特定利用地域型保育を提供する

場合にあっては同項第３号に規定する区市

町村が定める額とする。）」を削り、同条第

２項中「支給認定保護者」を「教育・保育

給付認定保護者」に改め、「（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）をいい、当該特定地域型保

育事業者が特別利用地域型保育を提供する

場合にあっては法第30条第２項第２号に規

定ずる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

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）を、特定利用地域型保育を提

供する場合にあっては同項第３号に規定す

る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）」を削り、同条第３項中「支給認定

保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に改め、同条第４項各号列記以外の部分中

「次の各号」を「次」に、「支給認定保護者」

を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

同項第４号及び同条第５項中「支給認定保

護者」を「教育・保育給付認定保護者」に

改め、同条第６項中「際は」を「ときは」

に、「支給認定保護者」を「教育・保育給

付認定保護者」に改める。

第46条各号列記以外の部分中「次の各号」

を「次」に改め、同条第５号中「支給認定

保護者から受領する利用者負担の内容その

他の」を「第43条の規定により教育・保育

給付認定保護者から支払を受ける」に改め

る。

第47条第１項及び第２項ただし書中「支

給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子

ども」に改める。

第49条第２項各号列記以外の部分中「支

給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子

ども」に、「次の各号」を「次」に改め、

同項第２号中「に規定する提供した特定地

域型保育に係る必要な事項」を「の規定に

よる特定地域型保育の提供」に改め、同項

第３号中「に規定する」を「の規定による」

に改める。

第50条中「特定地域型保育事業」を「特

定地域型保育事業者、特定地域型保育事業

所及び特定地域型保育」に、「第14条第１項

中「施設型給付費（特例施設型給付費を含

む。以下この項及び第19条において同じ。）」

とあるのは「地域型保育給付費（特例地域

型保育給付費を含む。以下この項及び第50

条において準用する第19条において同じ。）」

を「第11条中「教育・保育給付認定子ども

について」とあるのは「教育・保育給付認

定子ども（満３歳未満保育認定子どもに限

り、特定満３歳以上保育認定子どもを除く。

以下この節において同じ。）について」と、

第12条の見出し中「教育・保育」とあるの

は「地域型保育」と、第14条の見出し中

「施設型給付費」とあるのは「地域型保育

給付費」と、同条第１項中「施設型給付費

（法第27条第１項に規定する施設型給付費

をいう。以下）とあるのは「地域型保育給

付費（法第29条第１項に規定する地域型保

育給付費をいう。以下この項及び第19条に

おいて）と、「施設型給付費の」とあるの

は「地域型保育給付費の」と、同条第２項

中「特定教育・保育を」とあるのは「特定

地域型保育を」と、第19条中「施設型給付

費」とあるのは「地域型保育給付費」に、

「「支給認定子ども」を「「教育・保育給付

認定子ども」に、「その支給認定子ども」

を「その教育・保育給付認定子ども」に、

「に際し、支給認定子ども」を「ときは、

教育・保育給付認定子ども」に改める。

第51条第１項中「支給認定子ども」を

「教育・保育給付認定子ども」に改め、同

条第２項中「支給認定子ども及び」を「教

育・保育給付認定子ども及び」に、「同項

第３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」を「満３歳未満保育

認定子ども」に、「当該特定利用地域型保

育」を「、当該特定利用地域型保育」に、

「支給認定子どもを」を「教育・保育給付

認定子どもを」に改め、同条第３項中「含

むものとして、本章（第39条第２項及び第

40条第２項を除く。）の規定を適用する」

を「、地域型保育給付費には特例地域型保

育給付費（法第30条第１項の特例地域型保

育給付費をいう。次条第３項において同じ。）

を、それぞれ含むものとして、この章（第

40条第２項を除き、前条において準用する

第８条から第14条まで（第10条及び第13条

を除く。）、第17条から第19条まで及び第23

条から第33条までを含む。次条第３項にお

いて同じ。）の規定を適用する。この場合

において、第39条第２項中「法第19条第１

項第３号」とあるのは「法第19条第１項第

１号」と、「満３歳未満保育認定子ども

（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。

以下この章において同じ。）」とあるのは

「同号又は同項第３号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども（第52条第１項の規定により特定利用

地域型保育を提供する場合にあっては、当

該特定利用地域型保育の対象となる法第19

条第１項第２号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子どもを

含む。）」と、「同号」とあるのは「同項第

３号」と、「教育・保育給付認定に基づき、

保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案

し、保育を受ける必要性が高いと認められ

る満３歳未満保育認定子どもが優先的に利

用できるよう、」とあるのは「抽選、申込

みを受けた順序により決定する方法、当該

令和元年11月20日 （第704号）
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特定地域型保育事業者の保育に関する理念、

基本方針等に基づく選考その他公正な方法

により」と、第43条第１項中「教育・保育

給付認定保護者」とあるのは「教育・保育

給付認定保護者（特別利用地域型保育の対

象どなる法第19条第１項第１号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもに係る教育・保育給付認定保

護者を除く。）」と、同条第２項中「法第29

条第３項第１号に掲げる額」とあるのは

「法第30条第２項第２号に規定する内閣総

理大臣が定める基準により算定した費用の

額」と、同条第３項中「前２項」とあるの

は、「前項」と、同条第４項中「前３項」

とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」

とあるのは「掲げる費用及び食事の提供

（第13条第４項第３号アからウまでに掲げ

るものを除く｡）に要する費用」と、同条

第５項中「前各項」とあるのは「前３項」

とする」に改める｡

第52条第１項中「支給認定子ども」を

「教育・保育給付認定子ども」に改め、同

条第２項中「支給認定子ども及び」を「教

育・保育給付認定子ども及び」に、「支給

認定子ども（」を「教育・保育給付認定子

ども（」に、「当該特別利用地域型保育」

を「、当該特別利用地域型保育」に、「支

給認定子どもを」を「教育・保育給付認定

子どもを」に改め、同条第３項中「含むも

のとして、本章の規定を適用する」を「、

地域型保育給付費には特例地域型保育給付

費を、それぞれ含むものとして、この章の

規定を適用する。この場合において、第43

条第１項中「教育・保育給付認定保護者」

とあるのは「教育・保育給付認定保護者

（特定利用地域型保育の対象となる法第19

条第１項第２号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ども

（特定満３歳以上保育認定子どもに限る。）

に係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」

と、同条第２項中「法第29条第３項第１号

に掲げる額」とあるのは「法第30条第２項

第３号に規定する内閣総理大臣が定める基

準により算定した費用の額」と、同条第４

項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費

用及び食事の提供（特定利用地域型保育の

対象となる特定満３歳以上保育認定子ども

に対するもの及び満３歳以上保育認定子ど

も（令第４条第１項第２号に規定する満３

歳以上保育認定子どもをいう。）に係る第

13条第４項第３号アからウまでに掲げるも

のを除く。）に要する費用」とする」に改

める。

第55条中「法第14条第１項」の次に

「（法第30条め３において準用する場合を含

む。以下この条において同じ。）」を加える。

附則第２条第１項中「（法第27条第３項

第２号に掲げる額「特定教育・保育施設が」

とあるのは「（当該特定教育・保育施設が」

と、「額とし」とあるのは「額をいい」と、

「定める額とする。）をいう。）」とあるのは

「定める額をいう。）」と、同条第２項中

「（法第27条第３項第１号に掲げる額」とあ

るのは「（法附則第６条第３項の規定によ

り読み替えられた法第28条第２項第１号に

規定する内閣総理大臣が定める基準により

算定した費用の額」と、「法第28条第２項

第２号」とあるのは「同項第２号」を「教

育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育

認定子ども」とあるのは「教育・保育給付

認定保護者（満３歳未満保育認定子ども

（特定保育所（法附則第６条第１項に規定

する特定保育所をいう。次項において同じ。）

から特定教育・保育（保育に限る。第19条

において同じ。）を受ける者を除く。以下

この項において同じ。）」と、同条第２項中

「その特定教育・保育」とあるのは「その

特定教育・保育（特定保育所における特定

教育・保育（保育に限る。）を除く。）」に

改める。

附則第３条及び第４条を削る。

附則第５条中「５年」を「10年」に改め、

同条を附則第３条とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

世田谷区支給認定及び保育所等の利

用調整等に関する条例の一部を改正

する条例

世田谷区支給認定及び保育所等の利用調

整等に関する条例（平成26年９月世田谷区

条例第40号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

世田谷区教育・保育給付認定及び施

設等利用給付認定並びに保育所等の

利用調整等に関する条例

第１条中「及び」の次に「第30条の５並

びに」を加える。

第３条を次のように改める。

（教育・保育給付認定に係る申請等）

第３条 小学校就学前子どもの保護者は、

法第20条第１項の規定による小学校就学

前子どもごとの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

の該当する法第19条第１項各号に掲げる

小学校就学前子どもの区分についての認

定を受けようとするときは、規則で定め

るところにより、区長に申請をしなけれ

ばならない。

２ 区長は、前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

就学前子どもが法第19条第１項第２号又

は第３号に掲げる小学校就学前子どもに

該当すると認めるときは、規則で定める

ところにより、当該小学校就学前子ども

に係る保育必要量の認定を行うものとす

る。

第３条の次に次の１条を加える。

（施設等利用給付認定に係る申請）

第３条の２ 小学校就学前子どもの保護者

は、法第30条の５第１項の規定による小

学校就学前子どもごとの子育てのための

施設等利用給付を受ける資格を有するこ

と及びその該当する法第30条の４各号に

掲げる小学校就学前子どもの区分につい

ての認定を受けようとするときは、規則

で定めるところにより、区長に申請をし

なければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、法第30条の

５第７項各号に掲げる教育・保育給付認

定保護者であって、その保育認定子ども

について現に施設型給付費、特例施設型

給付費、地域型保育給付費又は特例地域

型保育給付費の支給を受けていないもの

は、前項に規定する認定に係る申請をす

ることを要しない。

第４条中「支給認定に」を「第３条第１

項及び第２項に規定する認定に」に改め、

「（第６条において「支給認定子ども」とい

う。）」を削る。

第５条第１項中「第13条第１項」の次に

「（法第30条の３において準用する場合を含

む。以下この項において同じ。）」を加え、

「同項」を「法第13条第１項」に改める。

第６条中「支給認定子ども（第２号又は

第３号認定子どもに限る。）」を「第３条第

２項に規定する認定に係る小学校就学前子

ども」に改める。

附 則

１ この条例は、公布の日（以下「施行日」

という。）から施行する。

２ この条例による改正後の第３条の２第

１項の規定に基づく申請は、施行日前に

おいても、同項の規定の例により行うこ

とができる。

世田谷区保育料条例の一部を改正す

る条例

世田谷区保育料条例（平成26年12月世田

谷区条例第54号）の一部を次のように改正

する。

第１条中「並びに」を「、」に、「その他」

を「並びに区立保育園における給食費（以

下「区立保育園給食費」という。）その他」

に改める。

第２条第１項第２号中「支給認定子ども」

を「教育・保育給付認定子ども」に、「の

規定による」を「に規定する」に改める。

第３条第１項中「支給認定子ども」を

「教育・保育給付認定子ども」に改め、同

条第12項中「、特定教育・保育のうち教育」

を「定めるとおりとし、教育」に、「別表

第２に定めるとおり」を「零」に改め、同

条第３項中「支給認定子ども」を「教育・

保育給付認定子ども」に改める。

第４条中「支給認定子ども」を「教育・

保育給付認定子ども」に改める。

第５条第１項中「支給認定子ども」を

「教育・保育給付認定子ども」に改め、同

条第２項中「別表第３」を「別表第２」に

改め、同条の次に次の２条を加える。

（区立保育園給食費）

第５条の２ 区立保育園を利用する教育・

保育給付認定子ども（３歳以上児（特定

教育・保育等の利用を開始した年度の初

日の前日において３歳に達している教育・

保育給付認定子どもをいう。）に限る。

以下この条及び次条において同じ。）の

保護者若しくは扶養義務者又はその教育・

保育給付認定子どもは、世帯の所得の状

況その他の事情に応じて、区立保育園給

食費を支払わなければならない。

２ 区立保育園給食費の１人当たりの月額

は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額とする。

別表第１に掲げる階層区分がＡ階層

からＤ９階層までに属する世帯 零

別表第１に掲げる階層区分がＤ10階

令和元年11月20日 （第704号）
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層からＤ30階層までに属する世帯 4,

500円

３ 月の中途において入園し、又は退園し

た場合の区立保育園給食費は、これを１

月として計算する。

（多子世帯の区立保育園給食費）

第５条の３ 前条第２項の規定にかかわら

ず、教育・保育給付認定子どもの属する

世帯が規則で定める多子世帯である場合

の区立保育園給食費め額は、規則で定め

るところによる。

第６条中「又は区立保育園延長保育料」

を「、区立保育園延長保育料又は区立保育

園給食費」に、「支給認定子ども」を、「教

育・保育給付認定子ども」に改める。

第７条の見出し中「保育料等の」を削る。

第８条の見出し中「保育園保育料及び区

立保育園延長保育料の」を削り、同条中

「及び区立保育園延長保育料」を「、区立

保育園延長保育料及び区立保育園給食費」

に改める。

第９条の見出し中「保育園保育料及び区

立保育園延長保育料の」を削り、同条第１

項中「支給認定子ども」を「教育・保育給

付認定子ども」に、「又は区立保育園延長

保育料」を「、区立保育園延長保育料又は

区立保育園給食費」に改める。

第10条の見出し中「保育園保育料の」を

削る。

別表第１備考以外の部分を次のように改

める。

別表第１（第３条、第５条の２関係）

令和元年11月20日 （第704号）
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世帯の階層区分 保育料の月額（１人につき）

階層 定義 ３歳未満児 ３歳以上児

保育標準時間 保育短時間

Ａ 生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護世帯 ０円 ０円 ０円

Ｂ１ Ａ階層を除き、所得割

課税額が０円の世帯

（均等割のみ課税世帯

を含む。）

ひとり親等の世帯 ０円 ０円 ０円

Ｂ２ ひとり親等の世帯以外の世帯 ０円 ０円 ０円

Ｄ１ Ａ階層を除き、所得割

課税額が０円以外の世

帯

所得割課税額が12,000円未満である世帯 7,400円 7,300円 ０円

Ｄ２ 所得割課税額が12,000円以上37,000円未満である世帯 9,500円 9,400円 ０円

Ｄ３ 所得割課税額が37,000円以上52,000円未満である世帯 11,300円 11,200円 ０円

Ｄ４ 所得割課税額が52,000円以上82,000円未満である世帯 18,300円 18,000円 ０円

Ｄ５ 所得割課税額が82,000円以上122,000円未満である世帯 23,000円 22,700円 ０円

Ｄ６ 所得割課税額が122,000円以上162,000円未満である世帯 27,000円 26,600円 ０円

Ｄ７ 所得割課税額が162,000円以上202,000円未満である世帯 29,700円 29,200円 ０円

Ｄ８ 所得割課税額が202,000円以上220,000円未満である世帯 32,300円 31,800円 ０円

Ｄ９ 所得割課税額が220,000円以上235,000円未満である世帯 35,700円 35,100円 ０円

Ｄ10 所得割課税額が235,000円以上250,000円未満である世帯 38,300円 37,700円 ０円

Ｄ11 所得割課税額が250,000円以上265,000円未満である世帯 40,800円 40,200円 ０円

Ｄ12 所得割課税額が265,000円以上280,000円未満である世帯 42,800円 42,100円 ０円

Ｄ13 所得割課税額が280,000円以上295,000円未満である世帯 45,500円 44,800円 ０円

Ｄ14 所得割課税額が295,000円以上310,000円未満である世帯 47,800円 47,000円 ０円

Ｄ15 所得割課税額が310,000円以上325,000円未満である世帯 50,000円 49,200円 ０円

Ｄ16 所得割課税額が325,000円以上340,000円未満である世帯 52,000円 51,200円 ０円

Ｄ17 所得割課税額が340,000円以上355,000円未満である世帯 53,500円 52,600円 ０円

Ｄ18 所得割課税額が355,000円以上370,000円未満である世帯 55,500円 54,600円 ０円

Ｄ19 所得割課税額が370,000円以上385,000円未満である世帯 57,000円 56,100円 ０円

Ｄ20 所得割課税額が385,000円以上400,000円未満である世帯 58,500円 57,600円 ０円

Ｄ21 所得割課税額が400,000円以上445,000円未満である世帯 61,000円 60,000円 ０円

Ｄ22 所得割課税額が445,000円以上490,000円未満である世帯 64,000円 63,000円 ０円

Ｄ23 所得割課税額が490,000円以上570,000円未満である世帯 67,300円 66,200円 ０円

Ｄ24 所得割課税額が570,000円以上650,000円未満である世帯 70,500円 69,400円 ０円

Ｄ25 所得割課税額が650,000円以上730,000円未満である世帯 73,000円 71,800円 ０円

Ｄ26 所得割課税額が730,000円以上840,000円未満である世帯 74,500円 73,300円 ０円

Ｄ27 所得割課税額が840,000円以上950,000円未満である世帯 76,000円 74,800円 ０円

Ｄ28 所得割課税額が950,000円以上1,130,000円未満である世帯 77,000円 75,700円 ０円
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別表第１備考第１項第１号中「次号、第

３号及び」を削り、「支給認定子ども」を

「教育・保育給付認定子ども」に改め、同

項第２号を次のように改める。

３歳以上児 第５条の２第１項に

規定する３歳以上児をいう。

別表第１備考第１項中第３号を削り、第

４号を第３号とし、第５号を第４号とし、

同項第６号ア、ウ及びエ中「支給認定子ど

も」を「教育、保育給付認定子ども」に改

め、同号を同項第５号とし、同項中第７号

を第６号とし、第８号を第７号とし、同表

備考第４項中「又は３歳児」を削り、「支

給認定子ども」を「教育・保育給付認定子

ども」に改め、同表備考第５項及び第６項

中「支給認定子ども」を「教育・保育給付

認定子ども」に改める。

別表第２を削る。

別表第３中「 200円」を「

０円」に改め、同表備考第１項中「、「３

歳児」、「４歳以上児」」及び「、３歳児、

４歳以上児」を削り、同表備考中第10項を

第11項とし、第９項を第10項とし、第８項

を第９項とし、同表備考第７項中「別表第

１備考第１項第５号」を「別表第１備考第

１項第４号」に改め、同項を同表備考第８

項とし、同表備考第６項中「支給認定子ど

も」を「教育・保育給付認定子ども」に改

め、同項を同表備考第７項とし、同表備考

第５項中「支給認定子ども」を「教育・保

育給付認定子ども」に改め、同項を同表備

考第６項とし、同表備考第４項中「支給認

定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」

に改め、同項を同表備考第５項とし、同表

備考中第３項を第４項とし、第２項を第３

項とし、第１項の次に次の１項を加え、同

表を別表第２とする。

２ 前項に規定するもののほか、この表

において、次の各号に掲げる用語の意

味は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。

３歳児 特定教育・保育等の利用

を開始した年度（次号において「当

該年度」という。）の初日の前日に

おいて３歳に達し、４歳に達してい

ない教育・保育給付認定子どもをい

う。

４歳以上児 当該年度の初日の前

日において４歳に達している教育・

保育給付認定子どもをいう。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例による改正後の別表第１及び

別表第２の規定は、令和元年10月以後の

月分の保育料（第１条に規定する保育料

をいう。以下同じ。）、区立保育園延長保

育料（同条に規定する区立保育園延長保

育料をいう。以下同じ。）及び区立保育

園給食費（同条に規定する区立保育園給

食費をいう。以下同じ。）について適用

し、同月前の月分の保育料、区立保育園

延長保育料及び区立保育園給食費につい

ては、なお従前の例による。

世田谷区家庭的保育事業等の設備及

び運営の基準に関する条例の一部を

改正する条例

世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運

営の基準に関する条例（平成26年９月世田

谷区条例第35号）の一部を次のように改正

する。

附則第３条中「５年」を「10年」に改め

る。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

世田谷区児童福祉施設の設備及び運

営の基準に関する条例

目次

第１章 総則（第１条－第20条）

第２章 助産施設（第21条－第24条）

第３章 乳児院（第25条－第32条）

第４章 母子生活支援施設（第33条－第

40条）

第５章 保育所（第41条－第48条）

第６章 児童厚生施設（第49条－第52条）

第７章 児童養護施設（第53条－第61条）

第８章 福祉型障害児入所施設（第62条－

第69条）

第９章 医療型障害児入所施設（第70条－

第72条）

第10章 福祉型児童発達支援センター

（第73条－第76条）

第11章 医療型児童発達支援センター

（第77条－第79条）

第12章 児童心理治療施設（第80条－第

86条）

第13章 児童自立支援施設（第87条－第

96条）

第14章 児童家庭支援センター（第97条－

第99条）

第15章 雑則（第100条）

附則

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この条例は、児童福祉法「昭和22

年法律第164号。以下「法」という。）第

59条の４第１項の規定により適用される

法第45条の規定に基づき、世田谷区（以

下「区」という。）における児童福祉施

設の設備及び運営に関する 低限度の基

準（次条及び第４条において「 低基準」

という。）を定めるものとする。

（目的）

第２条 低基準は、児童福祉施設に入所

している者（以下「入所者」という。）

が、明るく衛生的な環境において、素養

があり、適切な訓練を受けた職員の指導

により、心身ともに健やかに、かつ、社

会に適応するように育成されることを保

障するものとする。

（用語の意義）

第３条 この条例で使用する用語の意義は、

法で使用する用語の例による。

（ 低基準の向上）

第４条 区長は、 低基準を常に向上させ

るよう努めるとともに、その監督に属す

る児童福祉施設に対し、世田谷区児童福

祉審議会（世田谷区児童福祉審議会条例

（令和元年10月世田谷区条例第29号）第

１条に規定する世田谷区児童福祉審議会

をいう。）の意見を聴いた上で、 低基

準を超えて、その設備及び運営を向上さ

せるように勧告することができる。

２ 児童福祉施設は、 低基準を超えて、

常にその設備及び運営を向上させなけれ

ばならない。

３ 低基準を超えて設備を有し、又は運

営する児童福祉施設は、 低基準を理由

として、その設備又は運営を低下させて

はならない。

（児童福祉施設の一般原則）

第５条 児童福祉施設は、入所者の人権に

十分配慮するとともに、一人ひとりの人

格を尊重して、その運営を行わなければ

ならない。

２ 児童福祉施設は、地域社会との交流及

び連携を図り、児童の保護者及び地域社

会に対し、当該児童福祉施設の運営内容

を適切に説明するよう努めるとともに、

当該運営内容について評価を行い、その

結果を公表するよう努めなければならな

い。

３ 児童福祉施設は、法に定めるそれぞれ

の施設の目的を達成するために必要な設

備を設けるとともに、採光、換気その他

の入所者の保健衛生及び入所者に対する

危害防止に十分考慮した構造設備を設け

なければならない。

（職員の一般的要件）

第６条 入所者の保護に従事ずる職員は、

健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理

観を備えるとともに、児童福祉事業に熱

意を有し、かつ、その理論及び実務につ

いて訓練を受けた者とする。

（職員の知識及び技能の向上等）

第７条 児童福祉施設の職員は、常に自己

研鑚
さん

に励み、法に定めるそれぞれの施設

の目的を達成するために必要な知識及び

技能の修得、維持及び向上に努めなけれ

ばならない。

２ 児童福祉施設は、職員の資質向上のた

めの研修の機会を確保しなければならな

い。

（他の社会福祉施設を併せて設置するとき

の設備及び職員の基準）

第８条 児童福祉施設は、他の社会福祉施

設を併せて設置するときは、必要に応じ

当該児童福祉施設の設備及び職員の一部

と、併せて設置する社会福祉施設の設備

及び職員とを兼ねることができる。ただ

し、入所者の居室及び各施設に特有の設

備並びに入所者の保護に直接従事する職

員については、この限りでない。

（入所者への平等取扱原則）

第９条 児童福祉施設は、入所者の国籍、

令和元年11月20日 （第704号）

― 28―

Ｄ29 所得割課税額が1,130,000円以上1,310,000円未満である世帯 78,000円 76,700円 ０円

Ｄ30 所得割課税額が1,310,000円以上である世帯 79,000円 77,700円 ０円
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信条、社会的身分又は入所に要する費用

負担によって、差別的な取扱いをしては

ならない。

（虐待等の禁止）

第10条 児童福祉施設の職員は、入所中の

児童に対し、法第33条の10各号に掲げる

行為その他当該児童の心身に有害な影響

を与える行為をしてはならない。

（懲戒に係る権限の濫用禁止）

第11条 児童福祉施設の長は、入所中の児

童等（法第６条の２第１項に規定する児

童等をいう。）に対し、法第47条第１項

本文の規定により親権を行う場合であっ

て懲戒するとき又は同条第３項の規定に

より懲戒に関し当該児童等の福祉のため

に必要な措置を講じるときは、身体的苦

痛を与え、人格を辱める行為をする等そ

の権限を濫用してはならない。

（衛生管理等）

第12条 児童福祉施設は、入所者の使用す

る設備、食器等及び飲用に供する水につ

いて、衛生的な管理に努め、衛生上必要

な措置を講じるとともに、必要な医薬品

その他の医療品を備え、その管理を適正

に行わなければならない。

２ 児童福祉施設は、当該児童福祉施設に

おける感染症又は食中毒の発生又はまん

延を防止するため、必要な措置を講じる

よう努めなければならない。

３ 児童福祉施設（助産施設、保育所及び

児童厚生施設を除く。）は、入所者の希

望等を勘案し、その清潔を保持すること

ができるよう入浴させ、又は清しきしな

ければならない。

（食事）

第13条 児童福祉施設（助産施設を除く。

以下この項において同じ。）は、入所者

に食事を提供するときは、当該児童福祉

施設内で調理する方法（第８条の規定に

より当該児童福祉施設の調理室を兼ねる

他の社会福祉施設の調理室で調理する方

法を含む。）により行わなければならな

い。

２ 児童福祉施設は、入所者に食事を提供

するに当たっては、食品の種類及び調理

方法について栄養並びに入所者の身体的

状況及び嗜好を考慮するとともに、可能

な限り変化に富み、入所者の健全な発育

に必要な栄養量を含有する献立によらな

ければならない。

３ 調理は、あらかじめ作成された献立に

従って行わなければならない。ただし、

少数の児童を対象として家庭的な環境の

下で調理する場合は、この限りでない。

４ 児童福祉施設は、児童の健康な生活の

基本としての食を営む力の育成に努めな

ければならない。

（入所者及び職員の健康診断）

第14条 児童福祉施設（児童厚生施設及び

児童家庭支援センターを除く。次項にお

いて同じ。）の長は、入所者に対する入

所時の健康診断、少なくとも１年に２回

の定期健康診断及び臨時の健康診断を、

学校保健安全法（昭和33年法律第56号）

第11条、第13条及び第17条の規定に準じ

て行わなければならない。ただし、規則

で定める場合は、この限りでない。

２ 前項に規定する入所者に対する健康診

断を行った医師は、その結果について必

要な事項を母子健康手帳又は入所者の健

康を記録する表に記録するとともに、必

要に応じ入所の措置又は助産の実施、母

子保護の実施若しくは保育の提供若しく

は法第24条第５項若しぐは第６項の規定

による措置の解除若しくは停止その他の

必要な手続について、児童福祉施設の長

に勧告しなければならない。

３ 児童福祉施設の職員の健康診断に当たっ

ては、入所者の食事を調理する者につい

て、特に注意を払わなければならない。

（給付金として支払を受けた金銭の管理）

第15条 乳児院、児童養護施設、障害児入

所施設、児童心理治療施設及び児童自立

支援施設は、当該施設の設置者が入所中

の児童に係る厚生労働大臣が定める給付

金の支給を受けたときは、当該給付金と

して支払を受けた金銭を規則で定めると

ころにより管理しなければならない。

（規程）

第16条 児童福祉施設（保育所を除く。）

は、入所者の援助に関する事項その他施

設の管理に関する重要事項について、規

程を設けなければならない。

２ 保育所は、次に掲げる施設の運営につ

いての重要事項に関する規程を定めてお

かなければならない。

施設の目的及び運営の方針

提供する保育の内容

職員の職種、員数及び職務の内容

保育の提供を行う日及び時間並びに

提供を行わない日

保護者から受領する費用の種類、支

払を求める理由及びその額

乳児、満３歳に満たない幼児及び満

３歳以上の幼児の区分ごとの利用定員

保育所の利用の開始及び終了に関す

る事項並びに利用に当たっての留意事

項

緊急時等における対応方法

非常災害対策

虐待の防止のための措置に関する事

項

前各号に掲げるもののほか、保育所

の運営に関する重要事項

（帳簿の整備）

第17条 児童福祉施設は、職員、財産、収

支及び入所者の処遇の状況を明らかにし

た帳簿を整備しなければならない。

（秘密保持等）

第18条 児童福祉施設の職員は、正当な理

由なく、業務上知り得た利用者又はその

家族の秘密を漏らしてはならない。

２ 児童福祉施設は、職員であった者が、

正当な理由なく、業務上知り得た利用者

又はその家族の秘密を漏らすことがない

よう、必要な措置を講じなければならな

い。

（苦情への対応）

第19条 児童福祉施設は、入所者又はその

保護者等からの援助に関する苦情に迅速

かつ適切に対応するために、窓口の設置

その他の必要な措置を講じなければなら

ない。

２ 乳児院、児童養護施設、障害児入所施

設、児童発達支援センター、児童心理治

療施設及び児童自立支援施設は、前項の

必要な措置として、苦情の解決に当たっ

て、当該施設の職員以外の者を関与させ

なければならない。

３ 児童福祉施設は、区、都道府県又は他

の区市町村から、当該施設の行った援助

に関し当該措置又は助産の実施、母子保

護の実施若しくは保育の提供若しくは法

第24条第５項若しくは第６項の規定によ

る措置に関し、指導又は助言を受けた場

合は、当該指導又は助言に従って必要な

改善を行わなければならない。

４ 児童福祉施設は、社会福祉法（昭和26

年法律第45号）第83条に規定する運営適

正化委員会が行う同法第85条第１項の規

定による調査に協力するよう努めなけれ

ばならない。

（非常災害対策）

第20条 児童福祉施設は、消火器等の消火

用具、非常口その他非常災害に際して必

要な設備を設けるとともに、非常災害に

対する具体的な計画を策定し、不断の注

意を払い、訓練をするように努めなけれ

ばならない。

２ 前項の訓練のうち、避難訓練及び消火

訓練は、規則で定めるところにより行わ

なければならない。

第２章 助産施設

（種類）

第21条 助産施設は、第一種助産施設（病

院（医療法（昭和23年法律第205号）第

１条の５第１項に規定する病院をいう。

以下同じ。）又は診療所（同条第２項に

規定する診療所をいう。以下同じ。）で

あるものをいう。以下同じ。）及び第二

種助産施設（同法第２条に規定する助産

所であるものをいう。以下同じ。）とす

る。

（入所させる妊産婦）

第22条 助産施設は、法第22条第１項に規

定する妊産婦を入所させて、なお余裕の

ある場合に限り、その他の妊産婦を入所

させることができる。

（第二種助産施設の職員）

第23条 第二種助産施設は、医療法に規定

する職員のほか、１人以上の専任又は嘱

託の助産師を置かなければならない。

２ 第二種助産施設の嘱託医は、産婦人科

の診療に相当の経験を有する者でなけれ

ばならない。

（第二種助産施設と異常分べん）

第24条 第二種助産施設に入所した妊婦が

産科手術を必要とする異常分べんをする

おそれのある場合は、第二種助産施設の

長は、速やかに当該妊婦を第一種助産施

設その他適当な病院又は診療所に入所さ

せ、又は入院させる手続をとらなければ

ならない。ただし、応急の処置を要する

場合は、この限りでない。

第３章 乳児院

（設備の基準）

第25条 乳児院の設備の基準は、次のとお

りとする。
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乳児又は幼児（以下「乳幼児」とい

う。）10人以上を入所させる乳児院に

あっては寝室、観察室、診察室、病室、

ほふく室、相談室、調理室、浴室及び

便所を、乳幼児10人未満を入所させる

乳児院にあっては乳幼児の養育のため

の専用の室及び相談室を設けること。

前号に掲げるもののほか、規則で定

める基準を満たすこと。

（職員）

第26条 乳児院（乳幼児10人以上を入所さ

せる乳児院に限る。）は、次に掲げる職

員を置かなければならない。ただし、調

理業務の全部を委託する施設にあっては、

第６号の調理員を置かないことができる。

医師又は嘱託医（小児科め診療に相

当の経験を有する者に限る。）

看護師

個別対応職員

家庭支援専門相談員

栄養士

調理員

２ 乳児院（乳幼児10人未満を入所させる

乳児院に限る。）は、次に掲げる職員を

置かなければならない。

嘱託医

看護師

家庭支援専門相談員

調理員又はこれに代わる者

３ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若

しくは精神保健福祉士の資格を有する者、

乳児院において乳幼児の養育に５年以上

従事した者又は法第13条第３項各号のい

ずれかに該当する者でなければならない。

４ 乳児院は、心理療法を行う必要がある

と認められる乳幼児又はその保護者に心

理療法を行う場合（当該乳幼児又はその

保護者の合計数が10人以上である場合に

限る。）は、心理療法担当職員を置かな

ければならない。

５ 心理療法担当職員は、大学（学校教育

法（昭和22年法律第26号）第83条に規定

する大学をいう。以下同じ。）（短期大学

を除く。）において、心理学を専修する

学科若しくはこれに相当する課程を卒業

した者であって、個人及び集団心理療法

の技術を有するもの又はこれと同等以上

の能力を有すると認められる者でなけれ

ばならない。

６ 前各項に規定するもののほか、乳児院

の職員は、規則で定める基準を満たさな

ければならない。

（乳児院の長の資格等）

第27条 乳児院の長は、次の各号のいずれ

かに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定

する者が行う乳児院の運営に必要な知識

を習得するための研修を受講した者であっ

て、人格が高潔で識見が高く、乳児院を

適切に運営する能力を有するものでなけ

ればならない。

医師（小児保健に関して学識経験を

有する者に限る。）

社会福祉士の資格を有する者

乳児院の職員として３年以上勤務し

た者

区長が前３号に掲げる者と同等以上

の能力を有すると認める者であって、

規則で定める基準を満たすもの

２ 乳児院の長は、２年に１回以上、厚生

労働大臣が指定する者が行う資質向上の

ための研修を受講するものとする。

（養育等）

第28条 乳児院における養育は、規則で定

めるところにより、乳幼児の心身及び社

会性の健全な発達を促進し、人格の形成

に資するものでなければならない。

２ 乳児院は、入所している乳幼児の家庭

環境の調整に当たっては、当該乳幼児の

家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等

が図られるよう行わなければならない。

（乳児の観察）

第29条 乳児院（乳幼児10人以上を入所さ

せる乳児院に限る。）においては、乳児

が入所した日から、医師又は嘱託医が適

当と認めた期間、当該乳児を観察室に入

室させ、その心身の状況を観察しなけれ

ばなちない。

（自立支援計画の策定）

第30条 乳児院の長は、第28条に規定する

目的を達成するため、入所している個々

の乳幼児について、当該乳幼児及びその

家庭の状況等を勘案し、その自立を支援

するための計画を策定しなければならな

い。

（業務の質の評価等）

第31条 乳児院は、法第37条に規定する業

務の質の評価を自ら行うとともに、定期

的に外部の者による評価を受け、その結

果を公表し、常にその改善を図らなけれ

ばならない。

（関係機関等との連携）

第32条 乳児院の長は、入所している乳幼

児の養育及び家庭環境の調整に当たって

は、常に児童相談所及び必要に応じ児童

家庭支援センター、児童委員、保健所、

区市町村保健センターその他の関係機関

等と連携を図らなければならない。

第４章 母子生活支援施設

（設備の基準）

第33条 母子生活支援施設の設備の基準は、

次のとおりとする。

母子室、相談室及び集会、学習等を

行う室を設けること。

乳幼児を入所させる母子生活支援施

設は、付近の保育所又は児童厚生施設

が利用できない等の理由により必要が

ある場合は、保育所の設備に準ずる設

備を設けること。

乳幼児30人未満を入所させる母子生

活支援施設にあっては静養室を、乳幼

児30人以上を入所させる母子生活支援

施設にあっては医務室及び静養室を設

けること。

前３号に掲げるもののほか、規則で

定める基準を満たすこと。

（職員）

第34条 母子生活支援施設は、次に掲げる

職員を置かなければならない。

母子支援員（母子生活支援施設にお

いて母子の生活支援を行う者をいう。

以下同じ。）

嘱託医

少年を指導する職員

調理員又はこれに代わる者

２ 母子生活支援施設は、心理療法を行う

必要があると認められる母子に心理療法

を行う場合（当該母子の合計数が10人以

上である場合に限る。）は、心理療法担

当職員を置かなければならない。この場

合において、心理療法担当職員の資格に

ついては、第26条第５項の規定を準用す

る。

３ 母子生活支援施設は、配偶者からの暴

力を受けたこと等により個別に特別な支

援を行う必要があると認められる母子に

当該支援を行う場合は、個別対応職員を

置かなければならない。

４ 母子支援員及び少年を指導する職員の

員数についでは、規則で定める基準を満

たさなければならない。

（母子生活支援施設の長の資格等）

第35条 母子生活支援施設の長は、次の各

号のいずれかに該当し、かつ、厚生労働

大臣が指定する者が行う母子生活支援施

設の運営に必要な知識を習得するための

研修を受講した者であって、人格が高潔

で識見が高く、母子生活支援施設を適切

に運営する能力を有するものでなければ

ならない。

医師（精神保健又は小児保健に関し

て学識経験を有する者に限る。）

社会福祉士の資格を有する者

母子生活支援施設の職員として３年

以上勤務した者

区長が前３号に掲げる者と同等以上

の能力を有すると認める者であって、

規則に定める基準を満たすもの

２ 母子生活支援施設の長は、２年に１回

以上、厚生労働大臣が指定する者が行う

資質向上のための研修を受講するものと

する。

（母子支援員の資格）

第36条 母子支援員は、次の各号のいずれ

かに該当する者でなければならない。

都道府県知事の指定する児童福祉施

設の職員を養成する学校その他の養成

施設を卒業した者（学校教育法に規定

する専門職大学の前期課程を修了した

者を含む。

第50条第２項第１号及び第56条第１号にお

いて同じ。）

保育士の資格を有する者

社会福祉士の資格を有する者

精神保健福祉士の資格を有する者

高等学校（学校教育法第１条に規定

する高等学校をいう。以下同じ。）若

しくは中等教育学校（同条に規定する

中等教育学校をいう。以下同じ。）を

卒業した者、同法第90条第２項の規定

により大学への入学を認められた者若

しくは通常の課程による12年の学校教

育を修了した者（通常の課程以外の課

程によりこれに相当する学校教育を修

了した者を含む。）又は文部科学大臣

がこれと同等以上の資格を有すると認

定しした者であって、２年以上児童福

祉事業に従事したもの

（生活支援）
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第37条 母子生活支援施設における生活支

援は、母子ともに入所する施設の特性を

生かしつつ、入所中の母子の自立の促進

を目的とし、親子関係の再構築等及び退

所後の生活の安定が図られるよう、当該

母子の家庭生活及び就業の状況に応じ、

就労、家庭生活及び児童の養育に関する

相談、助言及び指導並びに関係機関との

連絡調整その他の支援により行わなけれ

ばならない。

（自立支援計画の策定及び業務の質の評価

等）

第38条 母子生活支援施設における自立支

援計画の策定及び業務の質の評価等につ

いては、第30条及び第31条の規定を準用

する。この場合において、第30条中「第

28条」とあるのは「第37条」と、「乳幼

児」とあるのは「母子」と、第31条中

「第37条」とあるのは「第38条」と読み

替えるものとする。

（保育所に準ずる設備）

第39条 第33条第２号の規定により、母子

生活支援施設に保育所の設備に準ずる設

備を設ける場合は、第５章（第43条第２

項を除く。）の規定を準用する。この場

合において、保育士の員数は、規則で定

める基準によらなければならない。

（関係機関等との連携）

第40条 母子生活支援施設の長は、入所し

ている母子の保護及び生活支援に当たっ

ては、常に福祉事務所、母子・父子自立

支援員、児童の通学する学校、児童相談

所、母子・父子福祉団体及び公共職業安

定所並びに必要に応じ児童家庭支援セン

ター、婦人相談所その他の関係機関等と

連携を図らなければならない。

第５章 保育所

（設備の基準）

第41条 保育所（乳児又は満２歳に満たな

い幼児を入所させる保育所に限る。）は、

次に掲げる基準を満たさなければならな

い。

乳児室又はほふく室、医務室、調理

室及び便所を設けること。

乳児室又はほふく室は、保育に必要

な用具を備えること。

乳児室又はほふく室の面積は、乳児

又は満２歳に満たない幼児１人につき

3.3平方メートル以上であること。

２ 保育所（満２歳以上の幼児を入所させ

る保育所に限る。）は、次に掲げる基準

を満たさなければならない。

保育室又は遊戯室、屋外遊戯場（保

育所の付近にある屋外遊戯場に代わる

べき場所を含む。第３号において同じ。）

、医務室、調理室及び便所を設けるこ

と。

保育室又は遊戯室は、保育に必要な

用具を備えること。

満２歳以上の幼児１人につき、保育

室又は遊戯室の面積にあっては1.98平

方メートル以上、屋外遊戯場の面積に

あっては3.3平方メートル以上とする

こと。

３ 保育所は、乳児室若しくはほふく室又

は保育室若しくは遊戯室（以下「保育室

等」という。）を２階以上に設ける場合

は、規則で定める基準を満たさなければ

ならない。

（保育所の設備の基準の特例）

第42条 第13条第１項の規定にかかわらず、

規則で定める基準を満たす保育所は、当

該保育所に入所している満３歳以上の幼

児に対する食事を当該保育所外で調理し、

搬入する方法により提供することができ

る。ただし、当該保育所で行うべき調理

のための加熱、保存等の調理機能を有す

る設備を備えなければならない。

（職員）

第43条 保育所は、保育士、嘱託医及び調

理員を置かなければならない。ただし、

調理業務の全部を委託する施設にあって

は、調理員を置かないことができる。

２ 保育士の員数は、規則で定める基準を

満たさなければならない。

（保育時間等）

第44条 保育所における保育時間は、原則

として１日につき８時間とし、入所して

いる乳幼児の保護者の労働時間、家庭の

状況等を考慮し、保育所の長がこれを定

める。

２ 保育所における開所時間は、規則で定

める基準によるものとする。

（保育の内容）

第45条 保育所における保育は、養護及び

教育を一体的に行うこととし、その内容

については、厚生労働大臣が定める指針

に従うものとする。

（保護者との連絡等）

第46条 保育所の長は、常に入所している

乳幼児の保護者と密接な連絡をとるとと

もに、保育の内容等につき、当該保護者

の理解及び協力を得るよう努めなければ

ならない。

（自己評価）

第47条 保育所は、自らその行う法第39条

に規定する業務の質め評価を行い、常に

その改善を図らなければならない。

（第三者評価）

第48条 保育所は、定期的に外部の者によ

る評価を受けて、その結果を公表し、常

にその改善を図るよう努めなければなら

ない。

第６章 児童厚生施設

（設備の基準）

第49条 児童厚生施設の設備の基準は、次

のとおりとする。

屋外の児童厚生施設は、広場、遊具

及び便所を設けること。

屋内の児童厚生施設は、集会室、遊

戯室、図書室及び便所を設けること。

（職員）

第50条 児童厚生施設は、児童の遊びを指

導する者を置かなければならない。

２ 児童の遊びを指導する者は、次の各号

のいずれかに該当する者でなければなら

ない。

都道府県知事の指定する児童福祉施

設の職員を養成する学校その他の養成

施設を卒業した者

保育士の資格を有する者

社会福祉士の資格を有する者

高等学校若しくは中等教育学校を卒

業した者、学校教育法第90条第２項の

規定により大学への入学を認められた

者若しくは通常の課程による12年の学

校教育を修了した者（通常の課程以外

の課程によりこれに相当する学校教育

を修了した者を含む。）又は文部科学

大臣がこれと同等以上の資格を有する

と認定した者であって、２年以上児童

福祉事業に従事したもの

教育職員免許法（昭和24年法律第14

7号）に規定する幼稚園、小学校、中

学校、義務教育学校、高等学校又は中

等教育学校の教諭の免許状を有する者

前各号に掲げる者のほか、規則で定

める基準を満たすもの

（遊びの指導を行うに当たって遵守すべき

事項）

第51条 児童厚生施設における遊びの指導

は、児童の自主性、社会性及び創造性を

高め、地域における健全育成活動の推進

を図るよう行うものとする。

（保護者との連絡）

第52条 児童厚生施設の長は、必要に応じ

児童の健康及び行動について、当該児童

の保護者に連絡しなければならない。

第７章 児童養護施設

（設備の基準）

第53条 児童養護施設の設備の基準は、次

のとおりとする。

児童の居室、相談室、調理室、浴室

及び便所を設けること。

児童30人以上を入所させる児童養護

施設には、前号の設備に加えて、医務

室及び静養室を設けること。

入所している児童の年齢、適性等に

応じた職業指導に必要な設備（第62条

において「職業指導に必要な設備」と

いう。）を設けること。

前３号に掲げるもののほか、規則で

定める基準を満たすこと。

（職員）

第54条 児童養護施設は、次に掲げる職員

を置かなければならない。ただし、児童

40人以下を入所させる施設にあっては第

６号の栄養士を、調理業務の全部を委託

する施設にあっては第７号の調理員を置

かないことができる。

児童指導員（児童の生活指導を行う

者をいう。以下同じ。）

嘱託医

保育士

個別対応職徒士

家庭支援専門相談員

栄養士

調理員

看護師（乳児が入所している施設に

限る。）

２ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若

しくは精神保健福祉士の資格を有する者、

児童養護施設において児童の指導に５年

以上従事した者又は法第13条第３項各号

のいずれかに該、当する者でなければな

らない。

３ 児童養護施設は、心理療法を行う必要

があると認められる児童10人以上に心理
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療法を行う場合は、心理療法担当職員を

置かなければならない。この場合におい

て、心理療法担当職員の資格については、

第26条第５項の規定を準用する。

４ 児童養護施設は、実習設備を設けて職

業指導を行う場合は、職業指導員を置か

なければならない。

５ 児童指導員、保育士及び看護師の員数

は、規則で定める基準を満たさなければ

ならない。

（児童養護施設の長の資格等）

第55条 児童養護施設の長は、次の各号の

いずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣

が指定する者が行う児童養護施設の運営

に必要な知識を習得するための研修を受

講した者であって、人格が高潔で識見が

高く、児童養護施設を適切に運営する能

力を有するものでなければならない。

医師（精神保健又は小児保健に関し

て学識経験を有する者に限る。）

社会福祉士の資格を有する者

児童養護施設の職員として３年以上

勤務した者

区長が前３号に掲げる者と同等以上

の能力を有すると認める者であって、

規則で定める基準を満たすもの

２ 児童養護施設の長は、２年に１回以上、

厚生労働大臣が指定する者が行う資質向

上のための研修を受講するものとする。

（児童指導員の資格）

第56条 児童指導員は、次の各号のいずれ

かに該当する者でなければならない。

都道府県知事の指定する児童福祉施

設の職員を養成する学校その他の養成

施設を卒業した者

社会福祉士の資格を有する者

精神保健福祉士の資格を有する者

大学（短期大学を除く。次号におい

て同じ。）において、社会福祉学、心

理学、教育学若しくは社会学を専修す

る学科又はこれらに相当する課程を卒

業した者

大学において、社会福祉学、心理学、

教育学又は社会学に関する科目の単位

を優秀な成績で修得したことにより、

学校教育法第102条第２項の規定によ

り大学院（同法第97条に規定する大学

院をいう。以下この条及び第81条にお

いて同じ。）への入学を認められた者

大学院において、社会福祉学、心理

学、教育学若しくは社会学を専攻する

研究科又はこれらに相当する課程を卒

業した者

外国の大学において、社会福祉学、

心理学、教育学若しくは社会学を専修

する学科又はこれらに相当する課程を

卒業した者

高等学校若しくは中等教育学校を卒

業した者、学校教育法第90条第２項の

規定により大学への入学を認められた

者若しくは通常の課程による12年の学

校教育を修了した者（通常の課程以外

の課程によりこれに相当する学校教育

を修了した者を含む。）又は文部科学

大臣がこれと同等以上の資格を有する

と認定した者であって、２年以上児童

福祉事業に従事したもの

教育職員免許法に規定する幼稚園、

小学校、中学校、義務教育学校、高等

学校又は中等教育学校の教諭の免許状

を有する者であって、区長が適当と認

めたもの

３年以上児童福祉事業に従事した者

で、区長が適当と認めたもの

（養護）

第57条 児童養護施設における養護は、児

童の安定した生活環境を整えるとともに

生活指導、学習指導、職業指導及び家庭

環境の調整を行いつつ児童を養育するこ

とにより、児童の心身の健やかな成長と

自立の支援を目的として行わなければな

らない。

（生活指導、学習指導、職業指導及び家庭

環境の調整）

第58条 児童養護施設における生活指導は、

児童の自主性を尊重しつつ、基本的な生

活習慣を確立するとともに、豊かな人間

性及び社会性を養い、かつ、将来自立し

た生活を営むために必要な知識及び経験

を得ることができるよう行わなければな

らない。

２ 児童養護施設における学習指導は、児

童が適性、能力等に応じた学習を行うこ

とができるよう、適切な相談、助言、情

報の提供その他の支援により行わなけれ

ばならない。

３ 児童養護施設における職業指導は、勤

労の基礎的な能力及び態度を育てるとと

もに、児童がその適性、能力等に応じた

職業の選択を行うことができるよう、適

切な相談、助言、情報の提供等及び実習、

講習その他の支援により行わなければな

らない。

４ 児童養護施設における家庭環境の調整

に当たっては、入所している児童の家庭

の状況に応じ、親子関係の再構築等が図

られるよう行わなければならない。

（自立支援計画の策定及び業務の質の評価

等）

第59条 児童養護施設における自立支援計

画の策定及び業務の質の評価等について

は、第30条及び第31条の規定を準用する。

この場合において、第30条中「第28条」

とあるのは「第57条」と、「乳幼児」と

あるのは「児童」と、第37条中「第37条」

とあるのは「第41条」と読み替えるもの

とする。

（児童と起居を共にする職員）

第60条 児童養護施設の長は、児童指導員

又は保育士のうち少なくとも１人を児童

と起居を共にさせなければならない。

（関係機関等との連携）

第61条 児童養護施設の長は、入所してい

る児童の指導及び家庭環境の調整に当たっ

ては、常に児童の通学する学校及び児童

相談所並びに必要に応じ児童家庭支援セ

ンター、児童委員、公共職業安定所その

他り関係機関等と連携を図らなくてはな

らない。

第８章 福祉型障害児入所施設

（設備の基準）

第62条 福祉型障害児入所施設の設備の基

準は、次のとおりとする。

児童の居室、調理室、浴室、便所、

医務室及び静養室を設けること。ただ

し、児童30人未満を入所させる施設で

あって主として知的障害のある児童を

入所させるものにあっては医務室を、

児童30人未満を入所させる施設であっ

て主として盲児又はろうあ児（以下

「盲ろうあ児」という。）を入所させる

ものにあっては医務室及び静養室を設

けないことができる。

主として知的障害のある児童を入所

させる福祉型障害児入所施設には、職

業指導に必要な設備を設けること。

主として盲児を入所させる福祉型障

害児入所施設には、次の設備を設ける

こと。

ア 遊戯室、訓練室、職業指導に必要

な設備及び音楽に関する設備

イ 浴室及び便所の手すり、特殊表示

等身体の機能の不自由を助ける設備

主としてろうあ児を入所させる福祉

型障害児入所施設には、遊戯室、訓

練室、職業指導に必要な設備及び映

像に関する設備を設けること。

主として肢体不自由のある児童を入

所させる福祉型障害児入所施設には、

次の設備を設けること。

ア 訓練室及び屋外訓練場

イ 浴室及び便所の手すり等身体の機

能の不自由を助ける設備

主として盲児を入所させる福祉型障

害児入所施設又は主として肢体不自

由のある児童を入所させる福祉型障

害児入所施設においては、その階段

の傾斜を緩やかにすること。

前各号に掲げるもののほか、規則で

定める基準を満たすこと。

（職員）

第63条 主として知的障害のある児童（自

閉症を主たる症状とする児童（以下「自

閉症児」という。）を除く。次項におい

て同じ。）を入所させる福祉型障害児入

所施設は、次に掲げる職員を置かなけれ

ばならない。ただし、児童40人以下を入

所させる施設にあっては第４号の栄養士

を、調理業務の全部を委託する施設にあっ

ては第５号の調理員を置かないことがで

きる。

嘱託医

児童指導員

保育士

栄養士

調理員

児童発達支援管理責任者（障害児通

所支援又は障害児入所支援の提供の管

理を行う者として厚生労働大臣が定め

るものをいう。以下同じ。）

２ 主として知的障害のある児童を入所さ

せる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、

精神科又は小児科の診療に相当の経験を

有する者でなければならない。

３ 主として自閉症児を入所させる福祉型

障害児入所施設は、第１項に規定する職

員並びに医師及び看護職員（保健師、助

産師、看護師又は准看護師をいう。以下
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この条及び第74条において同じ。）を置

かなければならない。ただし、児童40人

以下を入所させる施設にあっては同項第

４号の栄養士を、調理業務の全部を委託

する施設にあっては同項第５号の調理員

を置かないことができる。

４ 主として自閉症児を入所させる福祉型

障害児入所施設の嘱託医については、第

２項の規定を準用する。

５ 主として自閉症児を入所させる福祉型

障害児入所施設の医師は、児童を対象と

する精神科の診療に相当の経験を有する

者でなければならない。

６ 主として盲ろうあ児を入所させる福祉

型障害児入所施設については、第１項の

規定を準用する。

７ 主として盲ろうあ児を入所させる福祉

型障害児入所施設の嘱託医は、眼科又は

耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する

者でなければならない。

８ 主として肢体不自由のある児童を入所

させる福祉型障害児入所施設は、第１項

に規定する職員及び看護職員を置かなけ

ればならない。ただし、児童40人以下を

入所させる施設にあっては同項第４号の

栄養士を、調理業務の全部を委託する施

設にあっては同項第５号の調理員を置か

ないことができる。

９ 福祉型障害児入所施設は、心理指導を

行う必要があると認められる児童５人以

上に心理指導を行う場合にあっては心理

指導担当職員を、職業指導を行う場合に

あっては職業指導員を置かなければなら

ない。

10 心理指導担当職員の資格については、

第26条第５項の規定を準用する。

11 児童指導員、保育士及び看護職員の員

数は、規則で定める基準を満たさなけれ

ばならない。

（生活指導、学習指導及び職業指導）

第64条 福祉型障害児入所施設における生

活指導は、児童が日常の起居の間に、当

該福祉型障害児入所施設を退所した後、

可能な限り社会に適応できるよう行わな

ければならない。

２ 福祉型障害児入所施設における学習指

導については、第58条第２項の規定を準

用する。

３ 福祉型障害児入所施設における職業指

導は、児童の適性に応じ、児童が将来可

能な限り健全な社会生活を営むことがで

きるよう行わなければならない。

４ 前項の規定によるもののほか、福祉型

障害児入所施設における職業指導につい

ては、第58条第３項の規定を準用する。

（入所支援計画の作成）

第65条 福祉型障害児入所施設の長は、児

童の保護者及び児童の意向、児童の適性、

児童の障害の特性その他の事情を踏まえ

た計画を作成し、当該計画に基づき当該

児童に対して障害児入所支援を提供する

とともに、当該障害児入所支援の効果に

ついて継続的な評価を実施することその

他の措置を講じることにより当該児童に

対して適切かつ効果的に障害児入所支援

を提供しなければならない。

（児童と起居を共にする職員）

第66条 福祉型障害児入所施設（主として

盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入

所施設を除く。）については、第60条の

規定を準用する。

（保護者との連絡等）

第67条 福祉型障害児入所施設の長は、児

童の保護者に当該児童の性質及び能力を

説明するとともに、児童の通学する学校

及び必要に応じ当該児童を担当した児童

福祉司又は児童委員と常に密接な連絡を

とり、当該児童の生活指導、学習指導及

び職業指導につき、協力を求めなければ

ならない。

（心理学的及び精神医学的診査）

第68条 主としで知的障害のある児童を入

所させる福祉型障害児入所施設において

は、入所している児童を適切に保護する

ため、随時心理学的及び精神医学的診査

を行わなければならない。ただし、児童

の福祉に有害な実験に及んではならない。

（入所した児童に対する健康診断）

第69条 主として盲ろうあ児を入所させる

福祉型障害児入所施設においては、第14

条第１項に規定する入所時の健康診断に

当たり、特に盲ろうあの原因及び機能障

害の状況を精密に診断し、治療が可能な

者については、可能な限り治療しなけれ

ばならない。

２ 主として肢体不自由のある児童を入所

させる福祉型障害児入所施設においては、

第14条第１項に規定する入所時の健康診

断に当たり、整形外科的診断により肢体

の機能障害の原因及びその状況を精密に

診断し、入所の継続の必要性について考

慮しなければならない。

第９章 医療型障害児入所施設

（設備の基準）

第70条 医療型障害児入所施設の設備の基

準は、次のとおりとする。

病院として必要な設備並びに訓練室

及び浴室を設けること。

主として自閉症児を入所させる医療

型障害児入所施設には、静養室を設け

ること。

主として肢体不自由のある児童を入

所させる医療型障害児入所施設には、

屋外訓練場、ギブス室、特殊手工芸等

の作業の指導に必要な設備、義肢装具

を製作する設備を設けること。ただし、

義肢装具を製作する設備は、他に適当

な設備がある場合は、この限りでない。

主として肢体不自由のある児童を入

所させる医療型障害児入所施設におい

ては、その階段の傾斜を緩やかにする

ほか、浴室及び便所の手すり等身体の

機能の不自由を助ける設備を設けるこ

と。

（職員）

第71条 主として自閉症児を入所させる医

療型障害児入所施設は、次に掲げる職員

を置かなければならない。

病院として必要な職員

児童指導員

保育士

児童発達支援管理責任者

２ 主として肢体不自由のある児童を入所

させる医療型障害児入所施設は、前項各

号に掲げる職員及び理学療法士又は作業

療法士を置かなければならない。

３ 主として肢体不自由のある児童を入所

させる医療型障害児入所施設の長及び医

師は、肢体の機能の不自由な者の療育に

関して相当の経験を有する医師でなけれ

ばならない。

４ 主として重症心身障害児を入所させる

医療型障害児入所施設は、第１項各号に

掲げる職員及び理学療法士又は作業療法

士並びに心理指導を担当する職員を置か

なければなちない。

５ 主として重症心身障害児を入所させる

医療型障害児入所施設の長及び医師は、

内科、精神科、医療法施行令（昭和23年

政令第326号）第３条の２第１項第１号

ハ及びニ の規定により神経と組み合わ

せた名称を診療科名とする診療科、小児

科、外科、整形外科又はリハビリテーショ

ン科の診療に本日当の経験を有する医師

でなければならない。

６ 児童指導員及び保育士の員数は、規則

で定める基準を満たさなければならない。

（準用）

第72条 第60条、第64条及び第67条の規定

は、医療型障害児入所施設（主として重

症心身障害児を入所させる施設を除く。）

について準用する。

２ 第65条の規定は、医療型障害児入所施

設について準用する。

３ 第68条の規定は、主として自閉症児を

入所させる医療型障害児入所施設につい

て準用する。

４ 第69条第２項の規定は、主として肢体

不自由のある児童を入所させる医療型障

害児入所施設について準用する。

第10章 福祉型児童発達支援センター

（設備の基準）

第73条 福祉型児童発達支援センターの設

備の基準は、次のとおりとする。

福祉型児童発達支援センター（主と

して重症心身障害児を通所させる福祉

型児童発達支援センターを除く。以下

この号において同じ。）には、指導訓

練室、遊戯室、屋外遊戯場（福祉型児

童発達支援センターの付近にある屋外

遊戯場に代わるべき場所を含む。）、医

務室、相談室、調理室、便所並びに児

童発達支援の提供に必要な設備及び備

品を設けること。

主として知的障害のある児童を通所

させる福祉型児童発達支援センターに

は、静養室を設けること。

主として難聴児を通所させる福祉型

児童発達支援センターには、聴力検査

室を設けること。

主として重症心身障害児を通所させ

る福祉型児童発達支援センターには、

指導訓練室、調理室、便所並びに児童

発達支援の提供に必要な設備及び備品

を設けること。

前各号に掲げるもののほか、規則で

定める基準を満たすこと。

（職員）
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第74条 福祉型児童発達支援センター（主

として難聴児を通所させる福祉型児童発

達支援センター及び主として重症心身障

害児を通所させる福祉型児童発達支援セ

ンターを除く。）は、次に掲げる職員を

置かなければならない。ただし、児童40

人以下を通所させる施設にあっては第４

号の栄養士を、調理業務の全部を委託す

る施設にあっては第５号の調理員を置か

ないことができる。

嘱託医

児童指導員

保育士

栄養士

調理員

児童発達支援管理責任者

機能訓練担当職員（日常生活を営む

のに必要な機能訓練を担当する職員を

いう。第７項において同じ。）（日常生

活を営むのに必要な機能訓練を行う場

合に限る。）

２ 主として知的障害のある児童を通所さ

せる福祉型児童発達支援センターの嘱託

医は、精神科又は小児科の診療に相当の

経験を有する者でなければならない。

３ 主として難聴児を通所させる福祉型児

童発達支援センターは、第１項各号に掲

げる職員及び言語聴覚士を置かなければ

ならない。ただし、児童40人以下を通所

させる施設にあっては同項第４号の栄養

士を、調理業務の全部を委託する施設に

あっては同項第５号の調理員を置かない

ことができる。

４ 主として難聴児を通所させる福祉型児

童発達支援センターの嘱託医は、眼科又

は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有す

る者でなければならない。

５ 主として重症心身障害児を通所させる

福祉型児童発達支援センターは、第１項

各号に掲げる職員及び看護職員を置かな

ければならない。ただし、児童40人以下

を通所させる施設にあっては同項第４号

の栄養士を、調理業務の全部を委託する

施設にあっては同項第５号の調理員を置

かないことができる。

６ 主として重症心身障害児を通所させる

福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、

内科、精神科、医療法施行令第３条の２

第１項第１号ハ及びニ の規定により神

経と組み合わせた名称を診療科名とする

診療科、小児科、外科、整形外科又はリ

ハビリテーション科の診療に相当の経験

を有する者でなければならない。

７ 児童指導員、保育士、機能訓練担当職

員、言語聴覚士及び看護職員の員数は、

規則で定める基準を満たさなければなら

ない。

（保護者等との連絡）

第75条 福祉型児童発達支援センターの長

は、児童の保護者に当該児童の性質及び

能力を説明するとともに、必要に応じ当

該児童を担当した児童福祉司又は児童委

員と常に密接な連絡をとり、当該児童の

生活指導につき、協力を求めなければな

らない。

（準用）

第76条 第64条第１項及び第65条の規定は、

福祉型児童発達支援センターについて準

用する。この場合において、第65条中

「障害児入所支援」とあるのは、「障害児

通所支援」と読み替えるものとする。

２ 第68条の規定は、主として知的障害の

ある児童を通所させる福祉型児童発達支

援センターについて準用する。

３ 第69条第１項の規定は、主として難聴

児を通所させる福祉型児童発達支援セン

ターについて準用する。この場合におい

て、同項中「盲ろうあの」とあるのは、

「難聴の」と読み替えるものとする。

第11章 医療型児童発達支援センター

（設備の基準）

第77条 医療型児童発達支援センターの設

備の基準は、次のとおりとする。

診療所として必要な設備並びに指導

訓練室、屋外訓練場、相談室及び調理

室を設けること。

階段の傾斜を緩やかにするほか、浴

室及び便所の手すり等身体の機能の不

自由を助ける設備を設けること。

（職員）

第78条 医療型児童発達支援センターは、

次に掲げる職員を置かなければならない。

診療所として必要な職員

児童指導員

保育士

看護師

理学療法士又は作業療法士

児童発達支援管理責任者

（準用）

第79条 第64条第１項、第65条、第69条第

２項及び第75条の規定は、医療型児童発

達支援センターについて準用する。この

場合において、第65条中「障害児入所支

援」とあるのは、「障害児通所支援」と

読み替えるものとする。

第12章 児童心理治療施設

（設備の基準）

第80条 児童心理治療施設は、児童の居室、

医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理

検査室、相談室、工作室、調理室、浴室

及び便所を設けるとともに、規則で定め

る設備に係る基準を満たさなければなら

ない。

（職員）

第81条 児童心理治療施設は、次に掲げる

職員を規則で定める基準により置かなけ

ればならない。ただし、調理業務の全部

を委託する施設にあっては、第９号の調

理員を置かないことができる。

医師

心理療法担当職員

児童指導員

保育士

看護師

個別対応職員

家庭支援専門相談員

栄養士

調理員

２ 医師は、精神科又は小児科の診療に相

当の経験を有する者でなければならない。

３ 心理療法担当職員は、大学の学部で、

心理学を専修する学科若しくはこれに相

当する課程を卒業した者又は心理学に関

する科目の単位を優秀な成績で修得した

ことにより、学校教育法第102条第２項

の規定により大学院への入学を認められ

た者であって、個人及び集団に対する心

理療法の技術を有し、かつ、心理療法に

関する１年以上の経験を有するものでな

ければならない。

４ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若

しくは精神保健福祉士の資格を有する者、

児童心理治療施設において児童の指導に

５年以上従事した者又は法第13条第３項

各号のいずれかに該当する者でなければ

ならない。

５ 心理療法担当職員、児童指導員及び保

育士の員数は、規則で定める基準を満た

さなければならない。

（児童心理治療施設の長の資格等）

第82条 児童心理治療施設の長は、次の各

号のいずれかに該当し、かつ、厚生労働

大臣が指定する者が行う児童心理治療施

設の運営に必要な知識を習得するための

研修を受講した者であって、人格が高潔

で識見が高く、児童心理治療施設を適切

に運営する能力を有するものでなければ

ならない。

医師（精神保健又は小児保健に関し

て学識経験を有する者に限る。）

社会福祉士の資格を有する者

児童心理治療施設の職員として３年

以上勤務した者

区長が前３号に掲げる者と同等以上

の能力を有すると認める者であって、

規則で定める基準を満たすもの

２ 児童心理治療施設の長は、２年に１回

以上、厚生労働大臣が指定する者が行う

資質向上のための研修を受講するものと

する。

（心理療法、生活指導及び家庭環境の調整）

第83条 児童心理治療施設における心理療

法及び生活指導は、児童が社会に適応で

きるようその能力の回復を図り、当該児

童が、当該児童心理治療施設を退所した

後、健全な社会生活を営むことができる

ようにすることを目的として行わなけれ

ばならない。

２ 児童心理治療施設における家庭環境の

調整に当たっては、入所している児童の

保護者に当該児童の状態及び能力を説明

するとともに、当該児童の家庭の状況に

応じ、親子関係の再構築等が図られるよ

う行わなければならない。

（自立支援計画の策定及び業務の質の評価

等）

第84条 児童心理治療施設における自立支

援計画の策定及び業務の質の評価等につ

いてば、第30条及び第31条の規定を準用

する。この場合において、第30条中「第

28条」とあるのは「第83条第１項」と、

「乳幼児」とあるのは「児童」と、 第3

1条中「第37条」とあるのは「第43条の

２」と読み替えるものとする。

（児童と起居をともにする職員）

第85条 児童心理治療施設における児童と

起居をともにする職員については、第60

条の規定を準用する。
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（関係機関等との連携）

第86条 児童心理治療施設の長は、入所し

ている児童の指導及び家庭環境の調整に

当たっては、常に児童の通学する学校及

び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭

支援センター、児童委員、保健所、区市

町村保健センターその他の関係機関等と

連携を図らなくてはならない。

第13章 児童自立支援施設

（設備の基準）

第87条 児童自立支援施設の学科指導に関

する設備の基準については、学校教育法

第３条の規定による小学校、中学校又は

特別支援学校の設置基準における設備に

係る規定を準用する。ただし、学科指導

を行わない場合は、この限りでない。

２ 前項に規定する学科指導に関する設備

以外の設備については、第53条第１号か

ら第３号までの規定を準用するほか、規

則で定める基準を満たさなければならな

い。

（職員）

第88条 児童自立支援施設は、次に掲げる

職員を置かなければならない。ただし、

児童40人以下を入所させる施設にあって

は第７号の栄養士を、調理業務の全部を

委託する施設にあっては第８号の調理員

を置かないことができる。

児童自立支援専門員（児童自立支援

施設において児童の自立支援を行う者

をいう。以下同じ。）

児童生活支援員（児童自立支援施設

において児童の生活支援を行う者をい

う。以下同じ。）

嘱託医

医師又は嘱託医（精神科の診療に相

当の経験を有する者に限る。）

個別対応職員

家庭支援専門相談員

栄養士

調理員

２ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若

しくは精神保健福祉士の資格を有する者、

児童自立支援施設において児童の指導に

５年以上従事した者又は法第13条第３項

各号のいずれかに該当する者でなければ

ならない。

３ 児童自立支援施設は、心理療法を行う

必要があると認められる児童10人以上に

心理療法を行う場合は、心理療法担当職

員を置かなければならない。この場合に

おいて、心理療法担当職員の資格につい

ては、第26条第５項の規定を準用する。

４ 児童自立支援施設は、実習設備を設け

て職業指導を行う場合は、職業指導員を

置かなければならない。

５ 児童自立支援専門員及び児童生活支援

員の員数は、規則で定める基準を満たさ

なければならない。

（児童自立支援施設の長の資格）

第89条 児童自立支援施設の長は、次の各

号のいずれかに該当し、かつ、厚生労働

省組織規則（平成13年厚生労働省令第１

号）第622条に規定する児童自立支援専

門員養成所（以下この項において「養成

所」という。）が行う児童自立支援施設

の運営に関し必要な知識を習得するため

の研修又はこれに相当する研修を受けた

者であって、人格が高潔で識見が高く、

児童自立支援施設を適切に運営する能力

を有するものでなければならない。

医師（精神保健に関して学識経験を

有する者に限る。）

社会福祉士の資格を有する者

児童自立支援専門員の職にあった者

等児童自立支援事業に５年以上（養成

所が行う児童自立支援専門員として必

要な知識及び技能を習得させるための

講習の課程を修了した者にあっては、

３年以上）従事した者

区長が前３号に掲げる者と同等以上

の能力を有すると認める者であって、

規則で定める基準を満たすもの

２ 児童自立支援施設の長は、２年に１回

以上、厚生労働大臣が指定する者が行う

資質向上のための研修を受講するものと

する。

（児童自立支援専門員の資格）

第90条 児童自立支援専門員は、次の各号

のいずれかに該当する者でなければなら

ない。

医師（精神保健に関して学識経験を

有する者に限る。）

社会福祉士の資格を有する者

都道府県知事の指定する児童自立支

援専門員を養成する学校その他の養成

施設を卒業した者（学校教育法の規定

による専門職大学の前期課程を修了し

た者を含む。）

教育職員免許法に規定する小学校、

中学校、義務教育学校、高等学校又は

中等教育学校の教諭の免許状を有する

者であって、１年以上児童自立支援事

業に従事したもの又は２年以上教員と

してその職務に従事したもの

前各号に掲げる者のほか、規則で定

める基準を満たすもの

（児童生活支援員の資格）

第91条 児童生活支援員は、次の各号のい

ずれかに該当する者でなければならない。

保育士の資格を有する者

社会福祉士の資格を有する者

３年以上児童自立支援事業に従事し

た者

（生活指導、職業指導、学科指導及び家庭

環境の調整）

第92条 児童自立支援施設における生活指

導及び職業指導は、入所している児童が

その適性、能力等に応じて、自立した社

会人として健全な社会生活を営むことが

できるよう支援することを目的として行

わなければならない。

２ 児童自立支援施設における学科指導に

ついては、学校教育法施行規則（昭和22

年文部省令第11号）に規定する学習指導

要領を準用する。ただし、学科指導を行

わない場合は、この限りでない。

３ 児童自立支援施設における生活指導、

職業指導及び家庭環境の調整については、

第58条（第２項を除く。）の規定を準用

する。

（自立支援計画の策定及び業務の質の評価

等）

第93条 児童自立支援施設における自立支

援計画の策定及び業務の質の評価等につ

いては、第30条及び第31条の規定を準用

する。この場合において、第30条中「第

28条」とあるのは「第92条第１項」と、

「乳幼児」とあるのは「児童」と、第31

条中「第37条」とあるのは「第44条」と

読み替えるものとする。

（児童と起居を共にする職員）

第94条 児童自立支援施設の長は、児童自

立支援専門員又は児童生活支援員のうち

少なくとも１人を児童と起居を共にさせ

なければならない。

（関係機関等との連携）

第95条 児童自立支援施設の長と関係機関

等との連携については、第61条の規定を

準用する。

（心理学的及び精神医学的診査等）

第96条 児童自立支援施設においては、入

所している児童の自立支援のため、心理

学的及び精神医学的な観点からの診査並

びに教育評価（学科指導を行う場合に限

る。）を行わなければならない。

第14章 児童家庭支援センター

（設備の基準）

第97条 児童家庭支援センターは、相談室

を設けなければならない。

（職員）

第98条 児童家庭支援センターは、法第13

条第３項各号のいずれかに該当する者を、

法第44条の２第１項に規定する業務（次

条において「支援業務」という。）を担

当する職員として置かなければならない。

（支援を行うに当たって遵守すべき事項）

第99条 児童家庭支援センターは、児童、

保護者等の意向の把握に努めなければな

らない。

２ 児童家庭支援センターは、児童相談所、

福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、

児童委員、母子・父子自立支援員、母子・

父子福祉団体、公共職業安定所、婦人相

談員、保健所、区市町村保健センター、

精神保健福祉センター、学校等との連絡

調整を行うに当たっては、支援業務を迅

速かつ的確に行うことができるよう円滑

にこれを行わなければならない。

３ 児童家庭支援センターは、附置されて

いる施設等との緊密な連携を図るととも

に、その支援業務を円滑に行うことがで

きるよう必要な措置を講じなければなら

ない。

第15章 雑則

（委任）

第100条 この条例に定めるもののほか、

この条例の施行について必要な事項は、

規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施

行する。

（経過措置）

２ 地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律（平成23年法律第37号）

附則第４条の規定による厚生労働大臣が

令和元年11月20日 （第704号）
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指定する地域における第41条第１項第３

号の規定の適用については、令和５年３

月31日までの間、同号中「あること。」

とあるのは、「あること。ただし、年度

の途中に乳児又は満２歳に満たない幼児

の年齢別定員の合計を超えて入所させる

場合は、乳児又は満２歳に満たない幼児

１人につき2.5平方メートル以上とする

ことができる。」と読み替えるものとす

る。

３ 第36条第５号、第50条第２項第４号及

び第56条第８号に規定する高等学校は旧

中等学校令（昭和18年勅令第36号）第１

条の規定による中等学校を含み、第26条

第５項（第34条第２項、第54条第３項に

おいて準用する場合を含む。）第56条第

４号及び第５号並びに第81条第３項に規

定する大学は旧大学令（大正７年勅令第

388号）第１条の規定による大学を含む

ものとする。

４ 児童福祉施設 低基準等の一部を改正

する省令（平成10年厚生省令第15号）に

よる改正前の児童福祉施設 低基準（昭

和23年厚生省令第63号）第81条から第83

条までに規定する児童の教護事業に従事

した期間は、第89条から第91条までに規

定する児童自立支援事業に従事した期間

とみなす。

５ 第89条から第91条までの規定にかかわ

らず、平成19年４月１日前から児童福祉

施設 低基準の一部を改正する省令（平

成19年厚生労働省令第29号）による改正

前の児童福祉施設 低基準第81条から第

83条までに規定する児童自立支援施設の

長、児童自立支援専門員又は児童生活支

援員である者については、第89条から第

91条までに規定する児童自立支援施設の

長、児童自立支援専門員又は児童生活支

援員とみなす。

６ 平成23年６月17日前から存する乳児院、

母子生活支援施設、児童養護施設又は児

童自立支援施設（同日において建築中の

ものを含み、同日後に全面的に改築され

たものを除く。）における第25条第１号

若しくは第２号、第33条第１号又は第53

条第１号（第87条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定の適用について

は、第25条第１号中「ほふく室、相談室」

とあるのは「ほふく室」と、同条第２号

中「室及び相談室」とあるのは「室」と、

第33条第１号中「相談室及び集会、学習

等を行う室を設けること」とあるのは

「集会、学習等を行う室、調理場、浴室

及び便所を設けること。ただし、付近に

公衆浴場等があるときは、浴室を設けな

いことができる」と、第53条第１号中

「居室、相談室」とあるのは「居室」と

読み替えるものとする。

７ 平成23年６月17日前から乳児院、児童

養護施設、情緒障害児短期治療施設又は

児童自立支援施設（以下この項において

「乳児院等」という。）に置かれている家

庭支援専門相談員に相当する者は、第26

条第３項、第54条第２項、第81条第４項

又は第88条第２項の規定にかかわらず、

当該乳児院等における家庭支援専門相談

員となることができる。

８ 平成23年９月１日前から乳児院、母子

生活支援施設、児童養護施設又は情緒障

害児短期治療施設の長である者について

は、第27条第１項、第35条第１項、第55

条第１項又は第82条第１項の規定にかか

わらず、当該施設の長である者とみなす。

世田谷区小児慢性特定疾病審査会条

例

（趣旨）

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22

年法律第164号）第19条の４第１項の規

定に基づき設置する世田谷区小児慢性特

定疾病審査会（以下「審査会」という。）

について、法令に定めがあるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。

（組織）

第２条 審査会は、委員６人以内をもって

組織する。

（招集）

第３条 審査会は、会長が招集する。ただ

し、会長及びその職務を代理する者が在

任しないときの審査会は、区長が招集す

る。

（会議）

第４条 審査会は、過半数の委員が出席し

なければ、会議を開くことができない。

２ 審査会の議事は、出席した委員の過半

数をもって決し、可否同数のときは、会

長の決するところによる。

（委員以外の者の出席等）

第５条 会長は、必要があると認めるとき

は、委員以外の者を会議に出席させ、意

見を聴き、又は委員以外の者から資料の

提出を求めることができる。

（守秘義務）

第６条 委員は、職務上知り得た秘密を漏

らしではならない。その職を退いた後も、

同様とする。

（庶務）

第７条 審査会の庶務は、世田谷保健所に

おいて処理する。

（委任）

第８条 この条例に定めるもののほか、審

査会について必要な事項は、区長が定め

る。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区立幼稚園保育料条例の一部

を改正する条例

世田谷区立幼稚園保育料条例（平成26年

12月世田谷区条例第58号）の一部を次のよ

うに改正する。

第２条第１項第２号中「支給認定子ども」

を「教育・保育給付認定子ども」に改める。

第３条を次のように改める。

（保育料）

第31条 保育料は、無料とする。

第４条を削る。

第５条中「委員会」を「世田谷区教育委

員会（以下「委員会」という。）」に改め、

「し、又は変更」を削り、「支給認定子ども」

を「教育・保育給付認定子ども」に改め、

同条を第４条とする。

第６条を削る。

第７条第１項中「支給認定子ども」を

「教育・保育給付認定子ども」に改め、同

条を第５条とする。

第８条第１項を削り、同条第２項を同条

とし、同条を第６条とする。

第９条第１項中「区立幼稚園又は」を削

り、「支給認定子ども」を「教育・保育給

付認定子ども」に改め、「保育料又は」を

削り、同条を第７条とする。

第10条の見出し中「保育料等の」を削り、

同条中「保育料又は」を削り、同条を第８

条とする。

第11条を第９条とする。

別表を削る。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例による改正後の世田谷区立幼

稚園保育料条例の規定は、令和元年10月

以後の月分の保育料（第１条に規定する

保育料をいう。以下同じ。）について適

用し、同月前の月分の保育料については、

なお従前の例による。

世田谷区立認定こども園保育料条例

の一部を改正する条例

世田谷区立認定こども園保育料条例（平

成27年12月世田谷区条例第70号）の一部を

次のように改正する。

第２条第１項第２号中「支給認定子ども」

を「教育・保育給付認定子ども」に改める。

第３条第１項及び第３項を削り、同条第

２項中「別表に」を「第３条に」とし、同

項を同条とする。

第４条を削る。

第５条第１項中「支給認定子ども」を

「教育・保育給付認定子ども」に、「委員会」

を「世田谷区教育委員会（以下「委員会」

という。）」に改め、同条第２項中「別表第

３」を「別表第２」に改め、同条を第４条

とする。

第６条第１項中「支給認定子ども（特定

教育・保育のうち教育又は特別利用教育を

受ける者に限る。）」を「教育・保育給付認

定子ども」に、「支給認定子どもの保護者

又は扶養義務者は、」を「教育・保育給付

認定子どもの保護者又は扶養義務者は、世

帯の所得の状況その他の事情に応じた」に

改め、同条第２項中「１人あたり月額4,70

0円」を「特定教育・保育のうち教育に係

るもの及び特別利用教育に係るものについ

ては別表第１に、保育に係るもの及び特別

利用保育に係るものについては区保育料条

例第５条、の２第２項に定めるとおり」に

改め、同条を第５条とし、同条の次に次の

１条を加える。

（多子世帯の給食費）

第６条 前条第２項の規定にかかわらず、

教育・保育給付認定子どもの属する世帯

が規則で定める多子世帯である場合の給

食費の額は、規則で定めるところによる。

第７条第１項中「支給認定子ども」を

「教育・保育給付認定子ども」に改め、同

条第２項中「別表」を「別表第２」に改め

る。

令和元年11月20日 （第704号）
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第８条の見出し中「保育料、延長保育料

又は預かり保育料」を「保育料等」に改め、

同条中「、延長保育料又は預かり保育料」

を「の額を決定し、又は延長保育料、給食

費若しくは預かり保育料（以下「延長保育

料等」という。）」に、「又は変更」を「若

しくは変更」に、「支給認定子ども」を

「教育・保育給付認定子ども」に改める。

第９条の見出し中「保育料等の」を削り、

同条中「保育料、延長保育料、給食費又は

預かり保育料（以下「保育料等」という。）」

を「延長保育料等」に改める。

第10条第１項中「保育料、」を削る。

第11条第１項中「支給認定子ども」を

「教育・保育給付認定子ども」に、「保育料

等」を「延長保育料等」に改める。

第12条の見出し中「保育料等の」を削り、

同条中「保育料等」を「延長保育料等」に

改める。

別表を別表第２とし、同表の前に次の１

表を加える。

別表第１（第５条関係）

備考

１ この表において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

所得割課税額 地方税法（昭和25

年法律第226号）第292条第１項第２

号に規定する所得割（同法の規定に

よる特別区民税に係るものを含む。）

の額（規則で定める法令の規定を適

用しないで計算した額とする。）を

いう。

均等割 地方税法第292条第１項

第１号に規定する均等割（同法の規

定による特別区民税に係るものを含

む。）をいう。

２ 教育・保育給付認定子どもの属する

世帯の階層区分を証明することができ

ない場合は、当該世帯については、第

４階層にあるものとみなしてこの表を

適用する。

３ ４月から８月までの月分の給食費の

額にあっては前年度分の所得割課税額

を基に、９月から翌年３月までの月分

の給食費の額にあっては当該年度分の

所得割課税額を基に決定するものとす

る。

４ 婚姻（届出をしていないが、事実上

婚姻関係と同様の事情にある場合を含

む。以下同じ。）によらないで母又は

父となり、かつ、現に婚姻をしていな

い者であって、地方税法第292条第１

項第11号に規定する寡婦又は同項第12

号に規定する寡夫に該当しないものの

所得割課税額は、規則で定めるところ

による。

５ 当該年（４月から８月までにあって

は、前年）の１月１日現在において区

外に住所を有していた者のうち、世田

谷区特別区税条例（昭和39年12月世田

谷区条例第74号）第18条第１項に規定

する税率と異なる税率の市町村に住所

を有していたものの所得割課税額は、

規則で定めるところによる。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例による改正後の世田谷区立認

定こども園保育料条例の規定は、令和元

年10月以後の月分の保育料（第１条に規

定する保育料をいう。以下同じ。）、延長

保育料（同条に規定する延長保育料をい

う。以下同じ。）及び給食費について適

用し、同月前の月分の保育料、延長保育

料及び給食費については、なお従前の例

による。

規 則

次に掲げる規則を公布する。

令和元年10月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

世田谷区規則第29号

世田谷区組織規則の一部を改正する規則

世田谷区規則第30号

世田谷区教育委員会に対する区長の権限

に属する事務の委任及び補助執行に関す

る規則の一部を改正する規則

世田谷区規則第31号

世田谷区特別区税条例施行規則の一部を

改正する規則

世田谷区規則第32号

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有す

る軽自動車等に対する軽自動車税の賦課

徴収の特例に関する条例施行規則の一部

を改正する規則

世田谷区規則第33号

世田谷区住民基本台帳事務の適正管理に

関する条例施行規則の一部を改正する規

則

世田谷区規則第34号

世田谷区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条

例施行規則の一部を改正する規則

世田谷区規則第35号

世田谷区児童福祉法の施行に関する規則

の一部を改正する規則

世田谷区規則第36号

世田谷区学童クラブ条例施行規則の一部

を改正する規則

世田谷区規則第37号

世田谷区支給認定及び保育所等の利用調

整等に関する条例の施行等に関する規則

の一部を改正する規則

世田谷区規則第38号

世田谷区保育料条例施行規則の一部を改

正する規則

世田谷区規則第39号

世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運

営の基準に関する条例施行規則の一部を

改正する規則

世田谷区規則第40号

世田谷区会計事務規則の一部を改正する

規則

世田谷区組織規則の一部を改正する

規則

世田谷区組織規則（平成３年３月世田谷

区規則第７号）の一部を次のように改正す

る。

第19条の２の表住民記録・戸籍課の部住

民記録担当係長の項中第15号を第16号とし、

第８号から第14号までを１号ずつ繰り下げ、

第７号の次に次の１号を加える。

多機能端末機（区が設置するもの

に限る。）の運用に係る指導及び調

整に関すること。

第23条第３項の表保育認定・調整課の部

入園担当係長の項第１号中「支給認定」を

「教育・保育給付認定及び施設等利用給付

認定」に改める。

別表第１の２の部北沢総合支所副支所長

の款世田谷区梅丘まちづくりセンターの項

中「東京都世田谷区梅丘一丁目２番18号」

を「東京都世田谷区梅丘一丁目61番16号」

に改め、同款世田谷区代沢まちづくりセン

ターの項中「東京都世田谷区代沢三丁目27

番３号」を「東京都世田谷区代沢五丁目１

番15号」に改める。

附 則

この規則は、令和元年10月16日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

第23条第３項の表保育認定・調整課

の部入園担当係長の項第１号の改正規

定及び別表第１の２の部北沢総合支所

副支所長の款世田谷区代沢まちづくり

センターの項の改正規定 公布の日

別表第１の２の部北沢総合支所副支

所長の款世田谷区梅丘まちづくりセン

ターの項の改正規定 令和元年11月25

日

世田谷区教育委員会に対する区長め

権限に属する事務の委任及び補助執

行に関する規則の一部を改正する規

則

世田谷区教育委員会に対する区長の権限

に属する事務の委任及び補助執行に関する

規則（平成29年３月世田谷区規則第８号）

の一部を次のように改正する。

第２条第３号中「世田谷区支給認定及び

保育所等の利用調整等に関する条例の施行

等に関する規則」を「世田谷区教育・保育

給付認定及び施設等利用給付認定並びに保

育所等の利用調整等に関する条例の施行等

令和元年11月20日 （第704号）
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世帯の階層区分 給食費の月額

（１人につき）
階層 定義

第１

階層

生活保護法（昭和

25年法律第144号）

による被保護世帯

０円

第２

階層

第１階層を除き、

所得割課税額が０

円の世帯（均等割

のみ課税世帯を含

む。）

1,900円

第３

階層

第１階層を除き、

所得割課税額が77,

100円以下である

世帯

1,900円

第４

階層

第１階層を除き、

所得割課税額が77,

100円を超える世

帯

4,700円
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に関する規則」に改め、同号ア中「世田谷

区支給認定及び保育所等の利用調整等に関

する条例」を「世田谷区教育・保育給付認

定及び施設等利用給付認定並びに保育所等

の利用調整等に関する条例」に改める。

第３条中「支給認定」を「教育・保育給

付認定」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

世田谷区特別区税条例施行規則の一

部を改正する規則

世田谷区特別区税条例施行規則（昭和40

年３月世田谷区規則第15号）の一部を次の

ように改正する。

第17条を次のように改める。

（軽自動車税の環境性能割の非課税及び減

免の特例）

第17条 条例付則第14条の５第１項の規定

に基づき東京都が法第148条第２項の規

定により条例で定める自動車に相当する

ものとして区長が定める三輪以上の軽自

動車は、東京都都税条例（昭和25年東京

都条例第56号）第68条各号に掲げる自動

車に相当する三輪以上の軽自動車とする。

２ 条例付則第14条の５第２項の規定に基

づき東京都知事が自動車税の環境性能割

を減免する自動車に相当するものとして

区長が定める三輪以上の軽自動車は、東

京都都税条例第76条第１項各号に掲げる

取得に係る自動車に相当する三輪以上の

軽自動車とする。

第17条の２の見出し中「軽自動車税」を

「種別割」に改め、同条第１項第１号の表

中「こう頭摘出」を「喉頭摘出」に、「じ

ん臓機能障害」を「腎臓機能障害」に改め、

同項第２号の表中「こう頭摘出」を「喉頭

摘出」に、「じん臓機能障害」を「腎臓機

能障害」に改める。

第６号の２の２様式中「都道府県」を

「特例控除の対象である都道府県」に、「共

同募金会又は」を「共同募金会若しくは」

に改め、「東京支部に対する寄附金」の次

に「又は特例控除の対象でない都道府県、

市町村若しくは特別区に対する寄附金」を

加える。

第17号様式裏面及び第26号様式の 裏面

中「納付場所について」を「納付場所」に

改める。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

ただし、第６号の２の２様式の改正規定

は、令和２年１月１日から施行する。

２ この規則による改正後の第６号の２の

２様式の規定は、令和２年度以後の年度

分の特別区民税について適用し、令和元

年度分までの特別区民税については、な

お従前の例による。

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所

有する軽自動車等に対する軽自動車

税の賦課徴収の特例に関する条例施

行規則の一部を改正する規則

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有す

る軽自動車等に対する軽自動車税の賦課徴

収の特例に関する条例施行規則（昭和28年

８月世田谷区規則第３号）の一部を次のよ

うに改正する。

題名中「軽自動車税」の次に「の種別割」

を加える。

第１条中「アメリカ合衆国軍隊の構成員

等の所有する軽自動車等に対する軽自動車

税の賦課徴収の特例に関する条例」を「ア

メリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽

自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦

課徴収の特例に関する条例」に改める。

第２条の見出し中「交付場所」を「様式

等」に改め、同条中「の軽自動車税納税証

紙（第１号様式。以下「証紙」という。）」

を「に規定する証紙は、軽自動車税（種別

割）納税証紙（第１号様式。以下「証紙」

という。）とし、その証紙」に改める。

第３条の見出し中「寸法」を「様式」に

改め、同条中「の軽自動車税納税済検印

（第２号様式）の寸法及び証紙の地色は」

を「に規定する検印は、軽自動車税（種別

割）納税済検印（第２号様式）とし、その

検印の寸法及び証紙の地色は、」に改める。

第１号様式中「軽自動車税納税証紙」を

「軽自動車税（種別割）納税証紙」に、「Li

ght motor Vehicle Tax Stamp」を「Li

ght Motor Vehicle Tax (Category Bas

e) Stamp」に改める。

第２号様式中「軽自動車税納税済検印」

を「軽自動車税（種別割）納税済検印」に

改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

世田谷区住民基本台帳事務の適正管

理に関する条例施行規則の一部を改

正する規則

世田谷区住民基本台帳事務の適正管理に

関する条例施行規則（平成15年７月世田谷

区規則第91号）の一部を次のように改正す

る。

第４条第１項第３号中「又は」を「若し

くは」に改め、「請求」の次に「又は法第

15条の４第１項の規定による除票の写し若

しくは除票記載事項証明書（以下「除票の

写し等」という。）の交付の請求」を加え、

同項第４号中「請求」の次に「又は法第15

条の４第２項の規定による除票の写し等の

交付の請求」を加え、同項第５号中「又は」

を「若しくは」に改め、「申出」の次に

「又は法第15条の４第３項若しくは第４項

の規定による除票の写し等の交付の申出」

を加え、同項第７号中「請求」の次に「又

は法第21条の３第１項の規定による戸籍の

附票の除票の写しの交付の請求」を加え、

同項第８号中「請求」の次に「又は法第21

条の３第２項の規定による戸籍の附票の除

票の写しの交付の請求」を加え、同項第９

号中「又は」を「若しくは」に改め、「申

出」の次に「又は法第21条の３第３項若し

くは第４項の規定による戸籍の附票の除票

の写しの交付の申出」を加える。

第５条第１項第１号中「請求」の次に

「又は法第15条の４第１項の規定による除

票の写し等の交付の請求」を加え、同項第

２号中「又は」を「若しくは」に改め、

「申出」の次に「又は法第15条の４第３項

若しくは第４項の規定による除票の写し等

の交付の申出」を加え、同項第３号中「請

求」の次に「又は法第21条の３第１項の規

定による戸籍の附票の除票の写しの交付の

請求」を加え、同項第４号中「又は」を

「若しくは」に改め、「申出」の次に「又は

法第21条の３第３項若しくは第４項の規定

による戸籍の附票の除票の写しの交付の申

出」を加える。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

世田谷区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

関する条例施行規則の一部を改正す

る規則

世田谷区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条例

施行規則（平成27年10月世田谷区規則第80

号）の一部を次のように改正する。

別表第１条例別表第１区長の部１の項の

部１の項中「軽自動車税」を「種別割」に

改める。

別表第２条例別表第２区長の部１の款の

部１の款中「軽自動車税」を「種別割」に

改め、同表条例別表第２区長の部３の款の

部１の款に次のように加える。

別表第２条例別表第２区長の部４の款の

部１の款に次のように加える。

別表第２条例別表第２区長の部11の款の

部１の款に次のように加える。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

世田谷区児童福祉法の施行に関する

規則の一部を改正する規則

世田谷区児童福祉法の施行に関する規則

（昭和62年３月世田谷区規則第33号）の一

部を次のように改正する。

第１号の２様式中「世田谷区長」を「世

令和元年11月20日 （第704号）
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４ これらの申請若しくは

届出を行う者又はその者

と同一の世帯に属する者

に係る年金給付関係情報

（国民年金法（昭和34年

法律第141号）、私立学校

教職員共済法（昭和28年

法律第245号）、厚生年金

保険法（昭和29年法律第

115号）、国家公務員共済

組合法（昭和33年法律第

128号）若しくは地方公

務員等共済組合法（昭和

37年法律第152号）によ

る年金である給付の支給

又は保険料の徴収に関す

る情報をいう。以下同じ。）

４ 当該申請を行う者又は

その者と同一の世帯に属

する者に係る年金給付関

係情報

16 要保護者等に係る年金

給付関係情報
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田谷区長名」に、「第21条の５の５」を

「第21条の５の７」に改める。

第１号の３の４様式中「世田谷区長」を

「世田谷区長名」に、「第21条の５の５」を

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

世田谷区学童クラブ条例施行規則の

一部を改正する規則

世田谷区学童クラブ条例施行規則（平成

25年２月世田谷区規則第４号）の一部を次

のように改正する。

第１号様式を次のように改める。

様式省略

第10号様式を次のように改める。

様式省略

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の世田谷区学童クラブ条例施行規

則の規定に基づき作成された様式の用紙

で現に残存するものは、当分の間、修正

して使用することができる。

世田谷区支給認定及び保育所等の利

用調整等に関する条例の施行等に関

する規則の一部を改正する規則

世田谷区支給認定及び保育所等の利用調

整等に関する条例の施行等に関する規則

（平成27年２月世田谷区規則第５号）の一

部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

世田谷区教育・保育給付認定及び施

設等利用給付認定並びに保育所等の

利用調整等に関する条例の施行等に

関する規則

目次中「支給認定」を「教育・保育給付

認定及び施設等利用給付認定」に改める。

第１条中「世田谷区支給認定及び保育所

等の利用調整等に関する条例」を「世田谷

区教育・保育給付認定及び施設等利用給付

認定並びに保育所等の利用調整等に関する

条例」に改める。

「第２章 支給認定」を「第２章 教育・

保育給付認定及び施設等利用給付認定」に

改める。

第３条の見出し中「支給認定」を「教育・

保育給付認定」に改め、同条中「第１条第

１号」を「第１条の５第１号」に改める。

第４条（見出しを含む。）中「第１条第

10号」を「第１条の５第10号」に改める。

第５条の見出し中「支給誌定の」を「教

育・保育給付認定に係る」に改め、同条第

１項各号列記以外の部分中「第３条」を

「第３条第１項」に、「支給認定申請書（１

号認定用）」を「教育・保育給付認定申請

書（１号認定用）」に、「支給認定申請書

（２号・３号認定用）」を「教育・保育給付

認定申請書（２号・３号認定用）」に改め、

同項第２号中「第１条各号」を「第１条の

５各号」に改め、同条の次に次の１条を加

える。

（施設等利用給付認定に係る申請）

第５条の２ 条例第３条の２第１項の申請

は、認定を受けようとする法第30条の４

各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

により、施設等利用給付認定申請書（１

号認定用）（第４号の２様式）又は施設

等利用給付認定申請書（２号・３号認定

用）（第４号の３様式）に、次に掲げる

書類を添えて行わなければならない。た

だし、区長が公簿等により確認すること

ができるときその他必要がないと認める

ときは、当該書類の添付を省略すること

ができる。

小学校就学前子どもの属する世帯の

所得の状況を証明する書類

保育の必要性事由を証明する書類

（法第30条の４第２号又は第３号に掲

げる小学校就学前子どもの区分につい

ての認定を受けようとする場合に限る。）

前２号に掲げるもののほか、区長が

必要と認める書類

２ 前項の規定にかかわらず、条例第３条

の２第１項の申請は、法第30条の４第２

号又は第３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受けようとす

る場合であって、現に法第19条第１項第

２号又は第３号に掲げる小学校就学前子

どもに係る教育・保育給付を受けている

ときは、教育・保育給付認定変更申請書

（１号認定用）兼施設等利用給付認定申

請書（２号・３号認定用）（第４号の４

様式）により行うものとし、前項第２号

に掲げる書類の添付を省略することがで

きる。 第６条各号列記以外の部分中

「第１条第２号」を「第１条の５第２号」

に改め、同条第１号中「第１条第１号」

を「第１条の５第１号」に改め、同条第

２号中「第１条第３号」を「第１条の５

第３号」に改め、同条第３号中「第１条

第10号」を「第１条の５第10号」に改め

る。

第７条第１項中「第３条」を「第３条第

１項」に、「支給認定を」を「教育・保育

給付認定を」に改め、同条第２項中「の支

給認定」を「に規定する教育・保育給付認

定」に、「第１条各号」を「第１条の５各

号」に改め、同条の次に次の１条を加える。

（施設等利用給付認定の通知）

第７条の２ 区長は、条例第３条の２第１

項の申請があった場合において、施設等

利用給付認定を行ったときは、法第30条

の５第３項の規定により、当該申請をし

た者に対し、書面により通知するものと

する。

２ 前項の場合において、通知書に記載す

る事項のうち、府令第28条の４第５号に

規定する施設等利用給付認定に係る府令

第１条の５各号に掲げる事由については、

主たる事由について記載するものとする。

第８条の見出し中「支給認定」を「教育・

保育給付認定」に改め、同条中「第３条」

を「第３条第１項」に、「支給認定を」を

「教育・保育給付認定を」に、「支給認定申

請却下通知書」を「教育・保育給付認定申

請却下通知書」に改め、同条の次に次の１

条を加える。

（施設等利用給付認定の却下）

第８条の２ 区長は、条例第３条の２第１

項の申請があった場合において、施設等

利用給付認定をしないときは、当該申請

をした者に対し、書面により通知するも

のとする。

第９条の見出し中「支給認定」を「教育・

保育給付認定」に改め、同条中「第３条」

を「第３条第１項」に、「支給認定処分延

期通知書」を「教育・保育給付認定処分延

期通知書」に改め、同条の次に次の１条を

加える。

（施設等利用給付認定の申請に対する処分

の延期）

第９条の２ 区長は、条例第３条の２第１

項の申請があった場合において、法第30

条の５第５項ただし書の規定により、当

該申請に対する処分を延期するときは、

当該申請をした者に対し、書面により通

知するものとする。

第10条の見出し中「支給認定」を「教育・

保育給付認定」に改め、同条第２項第１号

中「支給認定」を「教育・保育給付認定」

に、「以下」を「以下この条において」に

改め、同項第２号中「育児休業」の次に

「（育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律（平成３

年法律第76号）その他の法令に規定する育

児休業をいう。以下同じ。）」を加え、同条

の次に次の１条を加える。

（区が定める施設等利用給付認定の有効期

間）

第10条の２ 府令第28条の５第４号ロの規

定により区が定める期間は、90日とする。

２ 府令第28条の５第６号の規定により区

が定める期間は、次の各号に掲げる期間

のうちいずれか短い期間とする。

施設等利用給付認定が効力を生じた

日（次号において「効力発生日」とい

う。）から小学校就学前子どもが小学

校就学の始期に達するまでの期間

効力発生日から小学校就学前子ども

の保護者の育児休業の終了する日が属

する月の末日までの期間

第11条の見出しを「（法第22条の規定に

よる届出）」に改め、同条中「支給認定に」

を「教育・保育給付認定に」に、「支給認

定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に改め、同条の次に次の１条を加える。

（法第30条の７の規定による届出）
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第11条の２ 施設等利用給付認定に係る保

護者（以下「施設等利用給付認定保護者」

という。）は、法第30条の７の規定によ

り、区長が必要と認める書類を添えた届

出書を区長に提出しなければならない。

第12条の見出し中「支給認定」を「教育・

保育給付認定」に改め、同条第で１項中

「支給認定の」を「教育・保育給付認定の」

に、「支給認定保護者」を「教育・保育給

付認定保護者」に、「支給認定変更申請書」

を「教育・保有給付認定変更申請（届出）

書」に改め、同条第２項中「支給認定保護

者」を「教育・保育給付認定保護者」に、

「支給認定変更届出書（第９号様式）」を

「教育・保育給付認定変更申請（届出）書」

に改め、同条の次に次の１条を加える。

（施設等利用給付認定の変更の認定の申請

等）

第12条の２ 法第30条め８第１項の規定に

よる施設等利用給付認定の変更の認定の

申請をしようとする施設等利用給付認定

保護者は、区長が必要と認める書類を添

えた申請書を区長に提出しなければなら

ない。

２ 府令第28条の12第１項の規定による府

令第28条の３第１項第１号又は第２号に

掲げる事項の変更の届出をしようとする

施設等利用給付認定保護者は、区長が必

要と認める書類を添えた届出書を区長に

提出しなければならない。

第13条の見出し中「支給認定」を「教育・

保育給付認定」に改め、同条中「支給認定

の」を「教育・保育給付認定の」に、「支

給認定保護者」を「教育・保育給付認定保

護者」に改め、同条の次に次の１条を加え

る。

（職権による施設等利用給付認定の変更の

認定の通知）

第13条の２ 区長は、法第30条の８第４項

の規定により、職権により施設等利用給

付認定の変更の認定を行おうとするとき

は、当該施設等利用給付認定の変更の認

定に係る施設等利用給付認定保護者に対

し、書面により通知するものとする。

第14条の見出し中「支給認定」を「教育・

保育給付認定」に改め、同条中「支給認定

の」を「教育・保育給付認定の」に、「支

給認定保護者」を「教育・保育給付認定保

護者」に改め、同条の次に次の１条を加え

る。

（施設等利用給付認定の取消しの通知）

第14条の２ 長は、法第30条の９第１項の

規定により、施設等利用給付認定の取消

しを行ったときは、当該取消しに係る施

設等利用給付認定保護者に対し、書面に

より通知するものとする。

第15条中「支給認定保護者」を「教育・

保育給付認定保護者」に改める。

第16条第１項各号列記以外の部分中「支

給認定保護者」を「教育・保育給付認定保

護者」に、「保育所等入園（転園）申込書

兼支給認定申請書（２号・３号認定用）」

を「保育所等入園（転園）申込書兼教育・

保育給付認定申請書（２号・３号認定用）」

に、「「申込書兼支給認定申請書」を「「申

込書兼教育・保育給付認定申請書」に改め、

同項第１号中「支給認定子ども」を「教育・

保育給付認定子ども」に改め、同条第２項

中「申込書兼支給認定申請書」を「申込書

兼教育・保育給付認定申請書」に、「支給

認定保護者」を「教育・保育給付認定保護

者」に、「保育所等入園（転園）申込内容

変更、取下届」を「保育所等入園（転園）・

区立保育園延長保育申込内容変更・取下届」

に改める。

第17条第１項中「第２号又は第３号認定

子ども」を「条例第３条第２項に規定する

認定に係る小学校就学前子ども（以下「第

２号又は第３号認定子ども」という。）」に

改める。

第18条第１項中「支給認定子ども」を

「教育・保育給付認定子ども」に改め、同

条第３項中「支給認定保護者」を「教育・

保育給付認定保護者」に改める。

第19条中「支給認定保護者」を「教育・

保育給付認定保護者」に改める。

第20条第１項各号列記以外の部分中「次」

を「次の各号」に改め、同項第３号中「支

給認定保護者」を「教育・保育給付認定保

護者」に改め、同項第３号中「申込書兼支

給認定申請書」を「申込書兼教育・保育給

付認定申請書」に改め、同条第２項中「退

園届」を「退園（延長保育辞退）届」に改

め、同条第３項中「支給認定保護者」を

「教育・保育給付認定保護者」に改める。

第21条中「支給認定保護者」を「教育・

保育給付認定保護者」に、「支給認定子ど

も」を「教育・保育給付認定子ども」に改

める。

第22条中「支給認定子どもの氏名」を

「教育・保育給付認定子ども及び施設等利

用給付認定子どもの氏名」に、「支給認定

子どもの支給認定保護者」を「教育・保育

給付認定子どもの教育・保育給付認定保護

者及び当該施設等利用給付認定子どもの施

設等利用給付認定保護者」に、「支給認定

の有効期間」を「教育・保育給付認定及び

施設等利用給付認定の有効期間」に、「支

給認定の区分」を「教育・保育給付認定及

び施設等利用給付認定の区分」に改める。

第23条中「支給認定保護者」を「教育・

保育給付認定保護者」に、「支給認定子ど

も」を「教育・保育給付認定子ども」に改

める。

第24条中「支給認定保護者」を「教育・

保育給付認定保護者」に、「支給認定子ど

も」を「教育・保育給付認定子ども」に改

める。

第25条中「支給認定保護者」を「教育・

保育給付認定保護者」に改める。

第26条第１項中「支給認定保護者」を

「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認

定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」

に改める。

第27条第１項中「支給認定子ども」を

「教育・保育給付認定子ども」に改め、同

条第２項中「支給認定保護者」を「教育・

保育給付認定保護者」に改める。

第28条中「支給認定保護者」を「教育・

保育給付認定保護者」に改める。

第29条第１項各号列記以外の部分中「次」

を「次の各号」に改め、同項第２号中「支

給認定保護者」を「教育・保育給付認定保

護者」に改め、同条第２項中「延長保育辞

退届（第18号様式）」を「退園（延長保育

辞退）届」に改め、同条第３項中「支給認

定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に改める。

第30条中「支給認定保護者」を「教育・

保育給付認定保護者」に改める。

別表第１備考第２項中「支給認定子ども」

を「教育・保育給付認定子ども」に改め、

同表備考第10項中「（育児休業、介護休業

等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律（平成３年法律第76号）その他

の法令に規定する育児休業をいう。以下同

じ。）」を削る。

別表第２の25の項中「支給認定子ども」

を「教育・保育給付認定子ども」に改め、

同表備考第４項及び第21項中「支給認定保

護者」を「教育・保育給付認定保護者」に

改める。

別表第５備考第３項を削り、同表備考第

４項第１号中「支給認定子ども」を「教育・

保育給付認定子ども」に改め、同項を同表

備考第３項とし、同表備考第５項を同表備

考第４項とする。

別表第６備考中「別表第５備考第４項第

１号」を「別表第５備考第３項第１号」に

改める。

第１号様式を次のように改める。

第２号様式中「支給認定申請書（21号・

３号認定用）」を「教育・保育給付認定申

請書（２号・３号認定用）」に、「支給認定

を」を「教育・保育給付認定を」に改める。

第４号様式の次に次の３様式を加える。

様式省略

第５号様式中「支給認定保護者氏名」を

「保護者氏名」に、「支給認定区分」を「認

定区分」に、「支給認定事由」を「認定事

由」に改める。

第６号様式中「支給認定申請却下通知書」

を「教育・保育給付認定申請却下通知書」

に、「支給認定の」を「教育・保育給付認

定の」に、「支給認定申請日」を「教育・

保育給付認定申請日」に改める。

第７号様式中「支給認定処分延期通知書」

を「教育・保育給付認定処分延期通知書」

に、「支給認定の」を「教育・保育給付認

定の」に、「支給認定申請日」を「教育・

保育給付認定申請日」に改める。

第８号様式裏面中「支給認定」を「教育・

保育給付認定」に改める。

「 申請書
第９号様式中 支給認定変更

届出書」

を「教育・保育給付認定変更申請（届出）

書」に、「父・母」を「保護者（続柄：

）」に、「支給認定区分」を「認定区分」

に、「支給認定有効期間」を「認定有効期

間」に改める。

第10号様式中「支給認定の」を「教育・

保育給付認定の」に改める。

第11号様式中「支給認定を」を「教育・

保育給付認定を」に、「取消の」を「取消

しの」に改める。

第13号様式第１面中「保育所等入園（転

園）申込書兼支給認定申請書」を「保育所

等入園（転園）申込書兼教育・保育給付認
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定申請書」に、「支給認定に」を「教育・

保育給付認定に」に、「支給認定を」を

「認定を」に改める。

第16号様式中「支給認定申請書又は保育

所等入園（転園）申込書」を「保育所等入

園（転園）申込書兼教育・保育給付認定申

請書」に改める。

「 退園届
第18号様式中 を「退

延長保育辞退届」

園（延長保育辞退）届」に改める。

附 則

１ この規則は、公布の日（以下「施行日」

という。）から施行する。

２ 施行日前に行われた施設等利用給付の

認定に係る申請その他の施設等利用給付

の認定に係る手続は、この規則による改

正後の世田谷区教育・保育給付認定及び

施設等利用給付認定並びに保育所等の利

用調整等に関する条例の施行等に関する

規則により行われた施設等利用給付の認

定に係る申請その他の施設等利用給付の

認定に係る手続とみなす。

３ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第１号様式、第２号様式、第８

号様式、第９号様式、第13号様式及び第

18号様式の規定に基づき作成された様式

の用紙で現に残存するものは、当分の間、

修正して使用することができる。

世田谷区保育料条例施行規則の一部

を改正する規則

世田谷区保育料条例施行規則（平成27年

３月世田谷区規則第43号）の一部を次のよ

うに改正する。

第３条第１項中「支給認定子ども」を

「教育・保育給付認定子ども」に、「別表第

１備考第１項第７号」を「別表第１備考第

１項第６号」に改め、同条第２項及び第３

項中「支給認定子ども」を「教育・保育給

付認定子ども」に改める。

第４条中「、別表第２備考第４項及び別

表第３備考第５項の支給認定子ども」を

「及び別表第２備考第６項の教育・保育給

付認定子ども」に改める。

第５条第１項中「別表第１備考第１項第

７号」を「別表第１備考第１項第６号」に

「第５条の４の２第６項、第５条の５第２

項及び」を「第５条の４の２第５項、第５

条の６第２項、第７条の２第４項及び第５

項、第７条の３第２項並びに」に改め、同

条第２項中「別表第３備考第６項」を「別

表第２備考第７項」に、「第292条第１項第

８号」を「第292条第ｉ項第９号」に改め、

同条第３項中「、別表第２備考第５項及び

別表第３備考第９項」を「及び別表第２備

考第10項」に改め、同条第４項中「、別表

第２備考第６項及び別表第３備考第10項」

を「及び別表第２備考第11項」に改める。

第６条第１項各号列記以外の部分中「第

19条第１項第２号又は第３号」を「第19条

第１項第３号」に、「支給認定子ども（」

を「教育・保育給付認定子ども（」に「第

２号又は第３号認定子ども」を「第３号認

定子ども」に、「特定教育・保育等を利用

する者」を「被監護者（教育・保育給付認

定子どもの保護者に監護される者、教育・

保育給付認定子どもの保護者に監護されて

いた者又は教育・保育給付認定子どもの保

護者若しくはその配偶者の直系卑属（教育・

保育給付認定子どもの保護者に監護される

者及び教育・保育給付認定子どもの保護者

に監護されていた者を除く。）であって、

教育・保育給付認定子どもの保護者と生計

を一にするものをいう。以下同じ。）」に、

「支給認定子どもの」を「教育・保育給付

認定子どもの」に改め、「及び第３項」を

削り、同項第１号中「支給認定子どもの」

を「被監護者の」に、「である支給認定子

ども」を「である教育・保育給付認定子ど

も」に改め、同項第２号中「支給認定子ど

もの」を「被監護者の」に、「でない支給

認定子ども」を「でない教育・保育給付認

定子ども」に改め、同条第２項から第５項

までを削り、同条第６項各号列記以外の部

分中「前各項」を「前項」に、「保育料等

の」を「保育料の」に、「支給認定子ども

の保護者は、次の各号に掲げる支給認定子

どもの区分に応じ、当該各号に定める申込

書を」を「第３号認定子どもの保護者は、

保育料等減額・免除申込書（第２号様式。

以下「減免申込書」という。）に区長が必

要と認める書類を添えて」に改め、同項各

号を削り、同項を同条第２項とする。

第６条の２第１項中「又は別表第２」を

削り、同条第２項各号列記以外の部分中

「前条第１項及び第２項」を「前条第１項」

に、「支給認定子ども」を「教育・保育給

付認定子ども」に改め、「又は別表第２」

を削り、同項第１号中「支給認定子ども」

を「教育・保育給付認定子ども」に改め、

「又は別表第２」を削り、同項第21号中

「支給認定子ども」を「教育・保育給付認

定子ども」に改め、同条第３項中「第４条

第４項、第５条第４項、第６条第２項、第

７条第２項、第９条第２項、第10条第２項、

第11条第２項、第12条第３項又は第13条第

４項の規定により読み替えて適用する政令

第４条第１項から第３項まで、第５条第１

項から第３項まで、第６条第１項、第７条

第１項、第９条第１項、第10条第１項、第

11条第１項、第12条第１項若しくは第２項

又は第13条第１項から第３項までの」を

「第４条第２項（政令第５条第２項、第９

条、第11条第２項又は第12条第２項におい

て準用する場合を含む。）に規定する」に

改め、同条第４項中「前条第６項」を「前

条第２項」に改め、同条の次に次の１条を

加える。

（多子世帯の区立保育園給食費の額）

第６条の３ 条例第５条の３の規定による

多子世帯の区立保育園給食費の第８条第

１項中「条例第１条、に規定する保育料

（区立幼稚園の保育料を除く。）をいう。」

を「区立幼稚園の保育料を除く。」に、「、

支給認定子ども」を「、教育・保育給付

認定子ども」に、「又は支給認定子ども」

を「又は教育・保育給付認定子ども」に、

「保育料額決定通知書」を「保育料額等

決定通知書」に、「世田谷区支給認定及

び保育所等の利用調整等に関する条例の

施行等に関する規則」を「世田谷区教育・

保育給付認定及び施設等利用給付認定並

びに保育所等の利用調整等に関する条例

の施行等に関する規則」に、「支給認定

規則」を「教育・保育給付認定規則」に、

「当該支給認定子ども」を「当該教育・

保育給付認定子ども」に、「保育料額決

定（変更）通知一覧」を「保育料額等決

定（変更）通知一覧」に改め、同条第２

項中「（条例第１条に規定する区立保育

園延長保育料をいう。以下同じ。）」を削

り、「支給認定子ども」を「教育・保育

給付認定子ども」に、「支給認定規則」

を「教育・保育給付認定規則」に改め、

同条に次の１項を加える。

３ 条例第６条の規定による区立保育園給

食費の額の決定の通知は、教育・保育給

付認定子どもの保護者若しくは扶養義務

者又は教育・保育給付認定子どもに対し

保育料額等決定通知書又は入園（転園）

承諾書により、行うものとする。

第９条第１項中「、支給認定子ども」を

「、教育・保育給付認定子ども」に、「又は

支給認定子ども」を「又は教育・保育給付

認定子ども」に、「保育料額変更通知書」

を「保育料額等変更通知書」に、「当該支

給認定子ども」を「当該教育・保育給付認

定子ども」に、「保育料額決定（変更）通

知一覧」を「保育料額等決定（変更）通知

一覧」に改め、同条第２項中「支給認定子

ども」を「教育・保育給付認定子ども」に

改め、同条に次の１項を加える。

３ 条例第６条の規定による区立保育園給

食費の額の変更の通知は、教育・保育給

付認定子どもの保護者若しくは扶養義務

者又は教育・保育給付認定子どもに対し

保育料額等変更通知書により、行うもの

とする。

第10条の見出し中「保育料等の」を削り、

同条第１項中「又は区立保育園延長保育料」

を「、区立保育園延長保育料又は区立保育

園給食費」に改め、同条第３項各号列記以

外の部分中「支給認定子どもの保護者は、

次の各号に掲げる支給認定子どもの区分に

応じ、当該各号に定める申込書」を「法第

19条第１項第２号又は第３号に掲げる小学

校就学前子どもに該当すると認められた教

育・保育給付認定子ども（以下「第２号又

は第３号認定子ども」という。）の保護者

は、減免申込書」に改め、同項各号を削り、

同条第４項中「保育料・区立保育園延長保

育料減額・免除申込書又は保育料減額・免

除申込書（１号認定用）（以下これらを

「減免申込書」という。）」を「減免申込書」

に、「保育料減額・免除決定通知書」を

「保育料額等減額・免除決定通知書」に、

［保育料・延長保育料減額・免除不承認通

知書］を「保育料等減額・免除不承認通知

書」に改め、同条第５項第１号中「別表１

の部」を「別表１の項」に改め、同項第２

号中「別表４の部」を「別表５の項」に改

め、同項第３号中「前２号」を「前２号及

び別表４の項」に改める。

第11条中「支給認定子ども」を「教育・

保育給付認定子ども」に改める。

第12条第１項中「、別表第２備考第４項

及び別表第３備考第５項」を「及び別表第

２備考第６項」に改める。
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第14条中「支給認定子ども」を「教育・

保育給付認定子ども」に改める。

別表１の部中「第２号又は第３号認定子

ども」を「保育料又は区立保育園等延長保

育料について、第２号又は第３号認定子ど

も」に改め、同表２の部を次のように改め

る。

別表３の部中「第２号又は第３号認定子

ども」を「保育料又は区立保育園等延長保

育料について、第２号又は第３号認定子ど

も」に改め、「（Ｂ２階層に属する世帯にあっ

ては、免除）」を削り、同表６の部中「１

から５まで」を「１の項から６の項まで」

に改め、銷部を同表７の部とし、同表５の

部中「第２号又は第３号認定子ども」を

「保育料又は区立保育園等延長保育料につ

いて、第２号又は第３号認定子ども」に改

め、「（Ｂ２階層に属する世帯にあっては免

除）」を削り、同部を同表６の部とし、同

表４の部を同表５の部とし、同表３の部の

次に次のように加える。

別表備考第１項中「別表第３」を「別表

第２」に改める。

第２号様式中「（第６条、第10条関係）」

を「（第６条、第６条の３、第10条関係）」

「保 育 料
に、 を「保育料

区立保育園延長保育料」

等」に、「又は区立保育園延長保育料」を

「、区立保育園延長保育料又は区立保育園

給食費」に改める。

第３号様式を次のように改める。

第３号様式 削除

第４号様式中「保育料額決定通知書」を

「保育料額等決定通知書」に、「保育料の額」

を「保育料の額等」に、「保育料月額」を

「保育料額等月額」に改め、「保育料につい

て変更があった場合は、その旨を別途通知

します。」を削る。

第５号様式中「保育料額決定（変更）通

知一覧」を「保育料額等決定（変更）通知

一覧」に、「保育料月額」を「保育料額等

月額」に改める。

第７号様式中「保育料額変更通知書」を

「保育料額等変更通知書」に、「保育料の額」

を「保育料の額等」に、「保育料月額」を

「保育料額等月額」に改める。

第９号様式中「保育料減額・免除決定通

知書」を「保育料額等減額・免除決定通知

書」に、「保育料の」を「保育料の額等の」

に改める。

「保 育 料
第11号様式中 を「保育料

延長保育料」

等」に、「又は区立保育園延長保育料」を

「、区立保育園延長保育料又は区立保育園

給食費」に改める。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第２号様式の規定に基づき作成

された様式の用紙で現に残存するものは、

当分の間、修正して使用することができ

る。

世田谷区家庭的保育事業等の設備及

び運営の基準に関する条例施行規則

の一部を改正する規則

世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運

営の基準に関する条例施行規則（平成26年

９月世田谷区規則第76号）の一部を次のよ

うに改正する。

第６条第５号中「支給認定保護者」を

「教育・保育給付認定保護者」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

世田谷区会計事務規則の一部を改正

する規則

世田谷区会計事務規則（昭和40年３月世

田谷区規則第９号）の一部を次のように改

正する。

第26条の２第１項中（をいう。）」の次に

「及び多機能端末機（区の電子計算機と通

信回路で結合された住民票の写し等を自動

的に交付する端末機で、区が設置するもの

をいう。）」を加える。

第59条第２項中「銀行法施行令」の次に

「（昭和57年政令第40号）」を加え、「定める」

を「掲げる」に改める。

第86条第１項第11号中「生活保護法」の

次に「（昭和25年法律第144号）」を加え、

「及び」を「、」に改め、「児童福祉法」の

次に「（昭和22年法律第164号）」を加える。

別表出張所所長の項の次に次のように加

える。

別表高齢福祉部介護保険課資格保険料係

長の項の次に次のように加える。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。た

だし、第26条の２第１項の改正規定は、令

和元年10月16日から施行する。

次に掲げる規則を公布する。

令和元年10月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

世田谷区規則第41号

会計年度任用職員の任用等に関する規則

世田谷区規則第42号

世田谷区立特別養護老人ホーム等条例施

行規則を廃止する規則

会計年度任用職員の任用等に関する

規則

（趣旨）

第１条 この規則は、地方公務員法（昭和

25年法律第261号。以下「法」という。）

第22条の２第１項第１号に規定する会計

年度任用職員（以下「会計年度任用職員」

という。）の任用等に関し必要な事項を

定めるものとする。

２ 教育公務員特例法（昭和24年法律第１

号）第２条第１項に規定する教育公務員

（世田谷区立幼稚園、小学校及び中学校

の講師に限る。）の任用等に関する事項

は、別に定める。

（職及び任用数）

第２条 会計年度任用職員の職及び任用数

は、任命権者が別に定める。

（任用）

第３条 会計年度任用職員は、職員の競争

試験及び選考に関する規則（昭和53年特

別区人事委員会規則第５号）第２条第７

号の規定に基づき、その職の職務遂行能

力を有する者のうちから、選考により任

命権者が任用する。

２ 会計年度任用職員の任用の手続は、任

命権者が別に定める。

３ 会計年度任用職員の選考は、包括委任

選考（職員の採用・昇任等に関する一般

基準（平成13年３月29日特別区人事委員

会決定）13 に規定する包括委任選考を

いう。）によるものとし、その方法は、

任命権者が別に定める。

４ 選考は、公募によるものとする。ただ

令和元年11月20日 （第704号）
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２ 保育料又は区立

保育園等延長保

育料について、

第２号又は第３

号認定子どもが

属する世帯の主

たる稼働者が失

業したとき（自

己都合によるも

のを除く。）。

Ｄ１階層からＤ30

階層までに属する

世帯 次の算式に

より算出する仮定

現年度所得割課税

額に対応する階層

区分に適用される

保育料又は区立保

育園等延長保育料

め額（以下この項、

３の項及び６の項

において「保育料

等の額」という。）

（当該仮定現年度

所得割課税額が０

円以下となる場合

にあっては、Ｂ２

階層に適用する保

育料等の額）への

減額 仮定現年度

所得割課税額＝世

帯の現年度所得割

課税額－失業した

稼働者の現年度所

得割課税額＋当該

者の退職所得に係

る区市町村民税額

４ 区立保育園給食

費について、第

２号認定子ども

が長期入院等の

ため月の初日か

らその月又はそ

の月の翌月の末

日までの期間継

続して特定教育・

保育等を利用す

ることができな

くなる場合であっ

て、区長が必要

と認めたとき。

免除。この場合に

おいて、適用期間

は特定教育・保育

等を利用すること

ができなくなる日

の属する月から２

月を限度とし、適

用は１年度につき

１回を限度とする。

玉川総合支所地域施設

整備担当課

地域施設整備担当係

長

地域施設整備担

当課に属する収

納金の収納及び

払込み

障害福祉部障害保健福

祉課

障害保健福祉担当係

長（障害保健福祉課

長が指定する者）

障害保健福祉課

に属する収納金

の収納及び払込

み
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し、次の各号めいずれかに該当する場合

は、公募によらないことができる。

任用しようとする年度の前年度（以

下「前年度」という。）に設置されて

いた職（以下この号において「当該職」

という。）に任用されていた会計年度

任用職員を当該職と同一の職務内容と

認められる職への任用の選考の対象と

する場合において、面接、当該職にお

けるその者の勤務実績等に基づき、能

力の実証を行うことができると任命権

者が認める場合

会計年度任用職員の職に必要とされ

る職務遂行能力及び公署の所在地がへ

き地である等の事情を考慮し、公募に

より難いと任命権者が認める場合

５ 前項第１号の規定による公募によらな

い任用は、次に掲げる要件を全て満たす

者に限り認めるものとする。

前項第１号の規定による能力の実証

の結果が良好であること。

業務の遂行に支障を及ぼすような健

康上の問題がないこと。

別表の左欄に掲げる欠勤等の事由に

応じ、同表の中欄に掲げる欠勤等の日

数及び回数を換算した同表の右欄に掲

げる換算後の欠勤等の日数が、任期中

に所定の勤務日数（時間額で報酬を定

める会計年度任用職員にあっては、別

に定める基準に規定する日数）の２分

の１に達していないこと。ただし、病

気休暇及び病気休職をする者について、

任期満了時においておおむね３月以内

に回復する見込みがあり、かつ、それ

以降業務の遂行に支障がなく勤務する

ことが可能であると任命権者が認める

場合は、この限りでない。

前年度において法第29条及び職員の

懲戒に関する条例（昭和26年12月世田

谷区条例第25号）第２条に規定する処

分を受けていないこと。

任用しようとする年度の前々年度及

び前年度に会計年度任用職員に任用さ

れていた者にあっては、当該任用ざれ

ていた期間における人事評価の結果が

良好であること。

（任期）

第４条 会計年度任用職員の任期は、その

採用の日から同日の属する会計年度の末

日までの期間の範囲内で任命権者が別に

定める。

（委任）

第５条 この規則に定めるもののほか、会

計年度任用職員の任用等に関し必要な事

項は、任命権者が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和２年４月１日（以下

「施行日」という。）から施行する。

（準備行為）

２ 第３条第１項の規定による任用、同条

第２項の任用の手続、同条第３項の選考

その他会計年度任用職員の任用に関し必

要な行為については、施行日前において

も、同条の規定の例により行うことがで

きる。

（公募によらない任用の特例）

３ 施行日の前日に非常勤職員（法第28条

の５第１項又は第28条の６第２項に規定

する短時間勤務の職を占める職員を除く。）

として任用されている者及びそれに準ず

ると任命権者が認める者をその者の任用

されている職と同一の職務内容と認めら

れる職へと任用しようとする場合におい

て、面接、その者の任用されている職に

おけるその者の勤務実績等に基づき、能

力の実証を行うことができると任命権者

が認めるときは、施行日に任用を行う場

合に限り、公募によらずに選考を行うこ

とができる。

別表（第３条関係）

世田谷区立特別養護老人ホーム等条

例施行規則を廃止する規則

世田谷区立特別養護老人ホーム等条例施

行規則（平成12年３月世田谷区規則第79号）

は、廃止する。

附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行

する。

訓 令 甲

◎世田谷区訓令甲第14号

庁 中 一 般

世田谷区事案決定手続規程（昭和54年３

月世田谷区訓令甲第４号）の一部を次のよ

うに改正する。

令和元年10月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別表９の部住民記録・戸籍課の款１の項

課長決定の欄第９号中「住民票の写し」の

次に「及び除票の写し」を加え、同欄第11

号中「住民票記載事項証明書」の次に「及

び除票記載事項証明書」を加え、同款中７

の項を８の項とし、４の項から６の項まで

を１項ずつ繰り下げ、３の項の次に次のよ

うに加える。

別表13の３の部保育認定・調整課の款５

の項中「支給認定」を「教育・保育給付認

定及び施設等利用給付認定」に改める。

附 則

別表９の部住民記録・戸籍課の款中７の

項を８の項とし、４の項から６の項までを

１項ずつ繰り下げ、３の項の次に次のよう

に加える改正規定は、令和元年10月16日か

ら施行する。

◎世田谷区訓令甲第15号

庁 中 一 般

総 合 支 所

保 健 所

出 張 所

事 業 所

世田谷区原動機付自転車及び自転車の管

理運営規程（昭和41年６月世田谷区訓令甲

第８号）の一部を次のように改正する。

令和元年10月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

第１号様式中「（第４条）」を「（第４条

関係）」に改め、「（日本工業規格Ｂ５）」を

削る。

第３号様式中「（第５条、第10条）」を

「（第５条、第10条関係）」に、「原動機付自

転車月末走行粁数」を「原動機付自転車月

末走行距離数」に、「総走行粁」を「総走

行距離」に改め、「（日本工業規格Ｂ４）」

を削る。

告 示

◎世田谷区告示第337号

子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号）第30条の11第１項の規定による子ど

も・子育て支援施設等の確認をしたので、

同法第58条の11の規定に基づき、別紙のと

おり告示する。

令和元年10月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第338号

子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号）第30条の11第１項の規定による子ど

も・子育て支援施設等の確認をしたので、

同法第58条の11の規定に基づき、別紙のと

おり告示する。

令和元年10月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第339号

次のとおり都市公園の区域を変更するの

で、世田谷区立公園条例（昭和33年４月世

田谷区条例第４号）第２条の２の規定に基

令和元年11月20日 （第704号）
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欠勤等の事由 欠勤等の日

数及び回数

換算後の欠

勤等の日数

病気休暇 １日 １日

私事欠勤 １日 ３日

無届欠勤 １日 ４日

遅参早退 ３回 １日

分限休職 １日 １日

４ 多機能端末機（区

が設置するものに限

る。以下この項にお

いて同じ。）に関す

ること。

１ 多機能端末機に係る

収納事務に関すること。
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づき告示する。

令和元年10月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 名 称 世田谷区立目黒

川緑道

２ 位 置 東京都世田谷区

池尻四丁目24番

から池尻三丁目

１番先まで

３ 区 域 別紙案内図のと

おり

４ 変 更 の 期 日 令和元年10月１

日

◎世田谷区告示第340号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月１日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区三軒茶屋一丁目324番５

の内から324番26の内まで

３ 変更の区域

延 長 11.06メートル

幅 員 0.15メートルから

0.18メートルまで

面 積 1.91平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月１日

◎世田谷区告示第341号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月２日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月２日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区梅丘一丁目1446番１から

1446番７まで

３ 変更の区域

延 長 11.34メートル

幅 員 0.63メートルから

0.92メートルまで

面 積 8.83平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月２日

◎世田谷区告示第342号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260

条の２第10項の規定に基づき地縁による団

体認可の告示をしたが、その告示事項に変

更があった旨の届出があったので、同項及

び地方自治法施行規則（昭和22年内務省令

第29号）第19条第１項第５号の規定により

次のとおり告示する。

令和元年10月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 名称

下馬５丁目町会

２ 区域

世田谷区下馬五丁目１番から５番、

８番から41番

３ 主たる事務所

東京都世田谷区下馬五丁目19番３

号

４ 代表者の氏名及び住所

佐藤啓太郎

東京都世田谷区下馬五丁目21番２

号

５ 変更があった事項及びその内容

代表者の氏名及び住所

鈴木茂

東京都世田谷区下馬五丁目25番

２号

◎世田谷区告示第343号

平成19年２月９日世田谷区告示第67号の

一部を次のように訂正する。

令和元年10月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

告示中「36－５」を「28－１」に訂正す

る。

◎世田谷区告示第344号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の２第１項の規定により指定地域密着

型サービス事業者を指定したので、同法第

78条の11第１号の規定により告示する。

令和元年10月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 デイサービスクロ

ーバー学芸大学

２ 事業所の所在地 東京都目黒区中町

一丁目25番22号

３ 事業者の名称 株式会社ＣＬＯＶ

ＥＲ

４ 指定年月日 令和元年８月２日

５ サービスの種類 地域密着型通所介

護

◎世田谷区告示第345号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月７日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月７日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世由谷区成城四丁目1982番11から

1985番14まで

３ 変更の区域

延 長 9.48メートル

幅 員 0.96メートルから

1.00メートルまで

面 積 9.44平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月７日

◎世田谷区告示第346号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第２項の規定に基づき、特別区道路線の供

用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月７日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月７日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

40－１

２ 供用開始の区間

世田谷区千歳台五丁目478番11の

内

３ 供用開始の区域

延 長 1.96メートル

幅 員 2.91メートルから

2.96メートルまで

面 積 5.84平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月７日

◎世田谷区告示第347号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第２項の規定に基づき、特別区道路線の供

用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月７日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月７日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 供用開始の区間

世田谷区千歳台五丁目478番10の

内

３ 供用開始の区域

延 長 7.28メートル

幅 員 1.07メートルから

1.10メートルまで

面 積 7.90平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月７日

◎世田谷区告示第348号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の供用を開始す

る。

この関係図面は、令和元年10月７日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月７日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

43－Ｇ153

２ 供用開始の区間

世田谷区千歳台五丁目482番28か

ら478番11の内まで

３ 供用開始の区域

延 長 23.44メートル

幅 員 4.00メートル

面 積 93.89平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月７日

令和元年11月20日 （第704号）
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◎世田谷区告示第349号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第

42条第１項第５号の規定により、次のとお

り道路の位置の指定をした。

なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。

令和元年10月７日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号 第2828号

２ 指定年月日 令和元年10月４日

３ 指定の位置 世田谷区代沢五丁目11

70番３の一部、1170番

４、1170番５及び1170

番６の一部

４ 道路の幅員 6.00メートル

５ 道路の延長 28.18メートル

６ 申請者氏名 膳場 忠

◎世田谷区告示第350号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第２項の規定に基づき、特別区道路線の供

用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月９日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月９日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

28－１

２ 変更の区間

世田谷区南烏山四丁目394番１地

先無番

世田谷区南烏山四丁目396番６か

ら396番７まで

３ 変更の区域

延 長 7.46メートル

幅 員 0.18メートル

面 積 1.39平方メートル

延 長 23.33メートル

幅 員 0.18メートル

面 積 4.27平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月９日

◎世田谷区告示第351号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線を次のように廃

止する。

この関係図面は、令和元年10月10日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月10日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

23－Ｇ136

２ 廃止する起終点

世田谷区船橋四丁目531番２地先

無番から521番１地先無番まで

３ 廃止の期日

令和元年10月10日

◎世田谷区告示第352号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月10日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月10日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区大蔵一丁目266番７の内

３ 変更の区域

延 長 2.03メートル

幅 員 0.63メートル

面 積 1.29平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月10日

◎世田谷区告示第353号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月10日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月10日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

36－５

２ 変更の区間

世田谷区祖師谷四丁目1037番53の

内

３ 変更の区域

延 長 4.51メートル

幅 員 0.00メートルから

0.17メートルまで

面 積 0.58平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月10日

◎世田谷区告示第354号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第１項の規定に基づき、特別区道路線の区

域を次のように変更する。

この関係図面は、令和元年10月11日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月11日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区船橋一丁目217番30地先

無番

３ 変更の区域

延 長 13.18メートル

幅 員 0.13メートルから

0.24メートルまで

面 積 2.45平方メートル

◎世田谷区告示第355号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月11日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月11日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区成城三丁目2318番18

３ 変更の区域

延 長 5.04メートル

幅 員 1.60メートル

面 積 6.83平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月11日

◎世田谷区告示第356号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月11日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月11日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

36－５

２ 変更の区間

世田谷区成城三丁目236番18

３ 変更の区域

延 長 22.48メートル

幅 員 1.61メートルから

1.62メートルまで

面 積 36.32平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月11日

◎世田谷区告示第357号

介護保険法（平成９年法律第123号）第7

8条の５第２項の規定による指定地域密着

型サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。

令和元年10月11日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 アタマの体操教

室ふくろう舎

２ 事業所の所在地 東京都調布市国

領町三丁目８番

15号

３ 事業者の名称 合同会社創

４ 廃止届受理年月日 令和元年９月30

日

５ サービスの種類 地域密着型通所

介護

◎世田谷区告示第358号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月15日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月15日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

令和元年11月20日 （第704号）
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世田谷区弦巻二丁目592番48の内

から592番46の内まで

３ 変更の区域

延 長 12.68メートル

幅 員 0.00メートルから

0.11メートルまで

面 積 0.85平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月15日

◎世田谷区告示第359号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月15日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月15日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

33－Ｄ252－03

２ 変更の区間

世田谷区奥沢一丁目88番31

３ 変更の区域

延 長 2.62メートル

幅 員 0.50メートル

面 積 1.33平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月15日

◎世田谷区告示第360号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第２項の規定に基づき、特別区道路線の供

用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月15日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月15日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

58－１

２ 供用開始の区間

世田谷区成城二丁目260番９から2

61番10まで

３ 供用開始の区域

延 長 27.37メートル

幅 員 2.07メートルから

2.10メートルまで

面 積 57.18平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月15日

◎世田谷区告示第361号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第

42条第１項第５号の規定により、次のとお

り道路の位置の指定をした。

なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。

令和元年10月15日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号 第2829号

２ 指定年月日 令和元年10月11日

３ 指定の位置 世田谷区大蔵四丁目92

番７の一部、93番２の

一部、93番８の一部、

93番８地先無番の一部、

93番９の一部、93番10

の一部、94番５の一部、

94番６の一部、94番７

の一部、95番３の一部、

95番４の一部、95番５

の一部、95番６の一部、

95番８の一部、95番９

の一部、96番１の一部、

96番１地先無番の一部、

98番２の一部、200番

１の一部及び200番２

の一部

４ 道路の幅員 6.41メートルから

7.08メートルまで

５ 道路の延長 293.10メートル

６ 申請者氏名 世田谷区長 保坂 展

人

◎世田谷区告示第362号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月15日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月15日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

34－29

２ 変更の区間

世田谷区松原五丁目146番11の内

３ 変更の区域

延 長 12.22メートル

幅 員 0.17メートルから

0.19メートルまで

面 積 2.25平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月15日

◎世田谷区告示第363号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月15日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月15日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区赤堤一丁目159番６の内

３ 変更の区域

延 長 5.29メートル

幅 員 0.15メートルから

0.16メートルまで

面 積 0.85平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月15日

◎世田谷区告示第364号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月15日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月15日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区桜丘五丁目2866番15の内

３ 変更の区域

延 長 10.62メートル

幅 員 0.61メートル

面 積 6.51平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月15日

◎世田谷区告示第365号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月16日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月16日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区南烏山四丁目1087番12の

内

３ 変更の区域

延 長 8.95メートル

幅 員 1.09メートル

面 積 9.56平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月16日

◎世田谷区告示第366号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月16日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月16日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区南烏山四丁目598番２の

内

３ 変更の区域

延 長 16.73メートル

幅 員 0.28メートルから

0.42メートルまで

面 積 5.89平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月16日

◎世田谷区告示第367号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月16日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月16日

令和元年11月20日 （第704号）
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世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区北烏山九丁目2008番22の

内

３ 変更の区域

延 長 13.33メートル

幅 員 0.63メートル

面 積 8.43平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月16日

◎世田谷区告示第368号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月16日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月16日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

32－14

２ 変更の区間

世田谷区大原一丁目1087番35の内

３ 変更の区域

延 長 12.24メートル

幅 員 0.18メートルから

0.22メートルまで

面 積 2.51平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月16日

◎世田谷区告示第369号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月16日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月16日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

11－Ｄ224－05

２ 変更の区間

世田谷区北沢二丁目1077番26の内

から1077番47の内まで

３ 変更の区域

延 長 12.48メートル

幅 員 0.20メートルから

0.38メートルまで

面 積 3.54平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月16日

◎世田谷区告示第370号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月16日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月16日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区松原六丁目287番67から2

87番69の内まで

３ 変更の区域

延 長 8.50メートル

幅 員 0.00メートルから

0.33メートルまで

面 積 3.12平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月16日

◎世田谷区告示第371号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月17日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月17日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

32－Ｅ003－07

２ 変更の区間

世田谷区深沢三丁目６番247の内

３ 変更の区域

延 長 3.63メートル

幅 員 0.99メートル

面 積 3.63平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月17日

◎世田谷区告示第372号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月17日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月17日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

23－Ｄ535－03

２ 変更の区間

世田谷区桜丘四丁目2830番16の内

３ 変更の区域

延 長 4.18メートル

幅 員 0.42メートルから

0.43メートルまで

面 積 1.79平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月17日

◎世田谷区告示第373号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の一部を次のよ

うに廃止する。

この関係図面は、令和元年10月17日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月17日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

12－Ｇ003

２ 一部を廃止する起終点

世田谷区池尻三丁目390番26地先

無番

３ 廃止の期日

令和元年10月17日

◎世田谷区告示第374号

令和元年10月18日世田谷区議会において

認定された次の決算について、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第233条第６項の規

定に基づき別添のとおり公表する。

令和元年10月18日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 平成30年度世田谷区一般会計歳入歳

出決算

２ 平成30年度世田谷区国民健康保険事

業会計歳入歳出決算

３ 平成30年度世田谷区後期高齢者医療

会計歳入歳出決算

４ 平成30年度世田谷区介護保険事業会

計歳入歳出決算

５ 平成30年度世田谷区学校給食費会計

歳入歳出決算

別添省略

◎世田谷区告示第375号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月23日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月23日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区岡本三丁目411番１

３ 変更の区域

延 長 37.56メートル

幅 員 0.25メートル

面 積 9.49平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月23日

◎世田谷区告示第376号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月23日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月23日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

34－38

２ 変更の区間

世田谷区下馬二丁目259番129の内

世田谷区下馬二丁目259番129の内

３ 変更の区域

延 長 8.30メートル

幅 員 0.06メートルから

0.07メートルまで

令和元年11月20日 （第704号）
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面 積 0.58平方メートル

面 積 0.83平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月23日

◎世田谷区告示第377号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月23日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月23日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区池尻二丁目130番５の内

３ 変更の区域

延 長 10.26メートル

幅 員 0.15メートルから

0.19メートルまで

面 積 1.80平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月23日

◎世田谷区告示第378号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第１項の規定に基づき、特別区道路線の区

域を次のように変更する。

この関係図面は、令和元年10月23日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月23日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区池尻二丁目130番５の内

３ 変更の区域

延 長 0.20メートル

幅 員 0.15メートル

面 積 0.03平方メートル

◎世田谷区告示第379号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月24日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

44－Ｇ108

２ 変更の区間

世田谷区喜多見九丁目2099番９

３ 変更の区域

延 長 12.70メートル

幅 員 0.98メートルから

1.01メートルまで

面 積 12.67平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月24日

◎世田谷区告示第380号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月24日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

43－Ｄ445－07

２ 変更の区間

世田谷区砧三丁目186番331の内か

ら186番330の内まで

３ 変更の区域

延 長 10.34メートル

幅 員 0.08メートルから

0.10メートルまで

面 積 0.92平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月24日

◎世田谷区告示第381号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月24日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区太子堂三丁目34番13の内

から34番12の内まで

３ 変更の区域

延 長 13.42メートル

幅 員 0.15メートルから

0.19メートルまで

面 積 2.25平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月24日

◎世田谷区告示第382号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の供用を開始す

る。

この関係図面は、令和元年10月24日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

23－Ｄ113－04

２ 供用開始の区間

世田谷区桜丘二丁目2636番88の内

３ 供用開始の区域

延 長 0.12メートル

幅 員 0.21メートル

面 積 0.02平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月24日

◎世田谷区告示第383号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月24日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

23－Ｄ113－05

２ 変更の区間

世田谷区桜丘二丁目2636番21の内

３ 変更の区域

延 長 18.76メートル

幅 員 0.21メートルから

0.23ﾒｰﾄﾙまで

面 積 4.22平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月24日

◎世田谷区告示第384号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第

42条第１項第５号の規定による指定道路に

ついて、次のとおり指定の変更をした。

なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。

令和元年10月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定変更番号 第2831号

２ 指定変更年月日 令和元年10月25日

３ 指定変更の位置 世田谷区代田四丁

目745番５の一部

４ 道路の幅員 4.00メートル

５ 道路の延長 3.31メートル（変

更後の延長 24.7

1メートル）

６ 申請者氏名 中臺 紘子

◎世田谷区告示第385号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の２第１項の規定により指定地域密着

型サービス事業者を指定したので、同法第

78条の11第１号の規定により告示する。

令和元年10月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 リハビリ型デイサ

ービスムービズ祖

師谷

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区祖

師谷一丁目８番18

号

３ 事業者の名称 株式会社スリーエ

ス

４ 指定年月日 令和元年11月１日

５ サービスの種類 地域密着型通所介

護

◎世田谷区告示第386号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月28日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年11月20日 （第704号）
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令和元年10月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

26－51

２ 変更の区間

世田谷区南烏山五丁目677番10か

ら上祖師谷一丁目681番33の内まで

３ 変更の区域

延 長 28.26メートル

幅 員 0.00メートルから

5.46メートルまで

面 積 91.09平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月28日

◎世田谷区告示第387号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第２項の規定に基づき、特別区道路線の供

用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月28日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

26－51

２ 供用開始する区間

世田谷区南烏山五丁目677番９か

ら上祖師谷一丁目681番30まで

３ 供用開始する区域

延 長 107.53メートル

幅 員 6.00メートルから

6.21メートルまで

面 積 657.32平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月28日

◎世田谷区告示第388号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道の区域を次のよ

うに変更し、その供用を廃止する。

この関係図面は、令和元年10月28日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更により廃止する区間

世田谷区上祖師谷一丁目681番33

地先無番から681番31地先無番まで

３ 変更により廃止する区域

延 長 84.77メートル

幅 員 4.00メートルから

5.56メートルまで

面 積 344.16平方メートル

４ 供用廃止の期日

令和元年10月28日

◎世田谷区告示第389号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の５第２項の規定による指定地域密着

型サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。

令和元年10月29日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 ファミリハ田園

調布

２ 事業所の所在地 東京都大田区田

園調布二丁目35

番14号

３ 事業者の名称 株式会社Ｌｏｈ

ａｓｎａ

４ 廃止届受理年月日 令和元年10月８

日

５ サービスの種類 地域密着型通所

介護

◎世田谷区告示第390号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の５第２項の規定により指定地域密着

型サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。

令和元年10月29日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 りはびり空間

プレミア・ケア

世田谷店

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区

梅丘一丁目26番

５号第一小山ビ

ル１Ｆ

３ 事業者の名称 株式会社プレミ

ア・ケア

４ 廃止届受理年月日 令和元年10月９

日

５ サービスの種類 地域密着型通所

介護

◎世田谷区告示第391号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和元年10月30日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和元年10月30日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

28－１

２ 変更の区間

世田谷区駒沢四丁目152番29

世田谷区駒沢四丁目152番30

３ 変更の区域

延 長 34.14メートル

幅 員 0.00メートルから

0.29メートルまで

面 積 5.86平方メートル

延 長 12.42メートル

幅 員 0.07メートルから

1.77メートルまで

面 積 4.93平方メートル

４ 供用開始の期日

令和元年10月30日

◎世田谷区告示第392号

世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。

令和元年10月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

公 告

◎世田谷区公告第32号

予防接種法（昭和23年法律第68号）第５

条第１項の規定に基づき、インフルエンザ

予防接種を次のとおり実施するので、予防

接種法施行令（昭和23年政令第197号）第

４条第１項及び第５条の規定により公告す

る。

令和元年10月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 予防接種の種類

インフルエンザ予防接種

２ 予防接種の対象者

別紙のとおり

３ 予防接種を行う期間

別紙のとおり

４ 予防接種を行う医師の氏名及び場所

別紙のとおり

５ 予防接種を受けるに当たって注意す

べき事項

別紙のとおり

別紙省略

◎世田谷区公告第33号

世田谷区立ひだまり友遊会館条例（昭和

51年12月世田谷区条例第54号）第15条第４

項の規定により、世田谷区立ひだまり友遊

会館の指定管理者を指定したので、同条第

５項の規定により次のとおり公告する。

令和元年10月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

令和元年11月20日 （第704号）
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施設の名称
指定管理者

指定の期間
名称 所在地

世田谷区立ひだまり友遊会

館

シダックス大新東ヒュー

マンサービス株式会社

東京都調布市調布ヶ丘三丁

目６番地３

令和２年４月１日から

令和７年３月31日まで
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◎世田谷区公告第34号

公聴会の開催について

建築基準法（昭和25年法律第201号）第

74条第２項の規定により準用する同法第72

条第１項の規定に基づき、次のとおり公開

による意見の聴取を行うので、世田谷区建

築基準法施行細則（昭和58年３月世田谷区

規則第19号）第24条第１項の規定により公

告する。

令和元年10月７日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 件名

世田谷区桜丘２丁目街づくりの会

建築協定に関する公聴会

２ 意見を聴取する事由

世田谷区桜丘２丁目街づくりの会

建築協定に係る建築協定区域等の変

更について

３ 対象者

世田谷区桜丘２丁目街づくりの会

建築協定の変更に係る建築協定区域

（変更前の建築協定区域を含む。）内

に土地を所有する者及び借地権を有

する者

４ 日時

令和元年10月23日（水）午後３時

30分

５ 場所

世田谷区立桜丘小学校１階会議室

◎世田谷区公告第35号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和元年10月７日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第36号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

21条第２項において準用する同法第20条第

１項の規定による都市計画の関係図書の写

しの送付を受けたので、同法第21条第２項

において準用する同法第20条第２項の規定

により、次のとおり公衆の縦覧に供する。

令和元年10月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 都市計画の種類

東京都市計画道路都市高速道路第

４号線、都市高速道路第４号線分岐

線及び都市高速道路第６号線

２ 縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課

◎世田谷区公告第37号

世田谷区立障害者福祉施設条例（平成19

年12月世田谷区条例第64号）第14条第４項

の規定により、世田谷区立障害者福祉施設

の指定管理者を指定したので、同条第５項

の規定により次のとおり公告する。

令和元年10月25日

世田谷区長 保 坂 展 人

令和元年11月20日 （第704号）
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１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

船橋三丁目

206番16

206番36

206番46

206番47

206番48

206番49

206番50

206番51

206番52

206番53

206番54

206番55

206番56

206番57

206番58

206番59

206番60

206番61

206番62

206番63

206番64

愛知県名古屋市

東区泉一丁目23番22

号

トヨタホーム株式会

社

代表取締役 後藤

裕司

206番65

206番66

206番67

206番68

206番69

施設の名称
指定管理者

指定の期間
名称 所在地

世田谷区立駒沢生活実習所 社会福祉法人武蔵野会 東京都八王子市旭町12番４号日

本生命八王子ビル２階201

令和２年４月１日から

令和７年３月31日まで

世田谷区立桜上水福祉園 社会福祉法人東京都手

をっなぐ育成会

東京都新宿区西新宿七丁目８番

10号（オークラヤビル内）

令和２年４月１日から

令和７年３月31日まで

世田谷区立奥沢福祉園 社会福祉法人東京都手

をっなぐ育成会

東京都新宿区西新宿七丁目８番

10号（オークラヤビル内）

令和２年４月１日から

令和７年３月31日まで

世田谷区立九品仏生活実習

所

社会福祉法人武蔵野会 東京都八王子市旭町12番４号日

本生命八王子ビル２階201

令和２年４月１日から

令和７年３月31日まで

世田谷区立九品仏生活実習

所中町分場

社会福祉法人武蔵野会 東京都八王子市旭町12番４号日

本生命八王子ビル２階201

令和２年４月１日から

令和７年３月31日まで

世田谷区立千歳台福祉園 社会福祉法人せたがや

樫の木会

東京都世田谷区代田一丁目29番

５号

令和２年４月１日から

令和７年３月31日まで

世田谷区立給田福祉園 社会福祉法人東京都手

をっなぐ育成会

東京都新宿区西新宿七丁目８番

10号（オークラヤビル内）

令和２年４月１日から

令和７年３月31日まで

世田谷区立障害者就労支援

センターすきっぷ

社会福祉法人東京都手

をつなぐ育成会

東京都新宿区西新宿七丁目８番

10号（オークラヤビル内）

令和２年４月１日から

令和７年３月31日まで

世田谷区立下馬福祉工房 社会福祉法人せたがや

樫の本会

東京都世田谷区代田一丁目29番

５号

令和２年４月１日から

令和７年３月31日まで

世田谷区立玉川福祉作業所 社会福祉法人大三島育

徳会

東京都世田谷区鎌田三丁目16番

６号

令和２年４月１日から

令和７年３月31日まで

世田谷区立玉川福祉作業所

等々力分場

社会福祉法人大三島育

徳会

東京都世田谷区鎌田三丁目16番

６号

令和２年４月１日から

令和７年３月31日まで

世由谷区立砧工房 社会福祉法人東京都手

をつなぐ育成会

東京都新宿区西新宿七丁目８番

10号（オークラヤビル内）

令和２年４月１日から

令和７年３月31日まで
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◎世田谷区公告第38号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和元年10月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第39号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和元年10月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

規 則（教）

次に掲げる規則を公布する。

令和元年10月１日

世田谷区教育委員会

世田谷区教育委員会規則第12号 世田谷

区立幼稚園管理運営規則の一部を改正する

規則

世田谷区教育委員会規則第13号 世田谷

区立幼稚園保育料条例施行規則の一部を改

正する規則

世田谷区教育委員会規則第14号 世田谷

区立認定こども園保育料条例施行規則の一

部を改正する規則

世田谷区立幼稚園管理運営規則の一

部を改正する規則

世田谷区立幼稚園管理運営規則（昭和41

年３月世田谷区教育委員会規則第７号）の

一部を次のように改正する。

本則及び別表中「支給認定子ども」を

「教育・保育給付認定子ども」に改める。

第２号様式中「保育料について変更のあっ

た場合は、その旨を別途通知します。」「こ

の処分について不服があるときは、この通

知を受け取った日の翌日から起算して３箇

月以内に世田谷区長に対し、審査請求をす

ることができます。」及び「また、この処

分の取消しの訴えは、この通知を受け取っ

た日の翌日から起算して６箇月以内に、世

田谷区を被告として（訴訟において世田谷

区を代表する者は、世田谷区教育委員会に

なります。）、提起しなければなりません

（なお、この通知を受け取った日から６箇

月以内であっても、処分の日から１年を経

過すると処分の取消しの訴えを提起するこ

どができなくなります。）。ただし、審査請

求をした場合には、処分の取消しの訴えは、

その審査請求に対する裁決の送達を受けた

日の翌日から起算して６箇月以内に提起し

なければなりません。」を削る。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

世田谷区立幼稚園保育料条例施行規

則の一部を改正する規則

世田谷区立幼稚園保育料条例施行規則

（平成27年３月世田谷区教育委員会規則第

16号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項を削り、同条第２項中「前

項に定めるもののほか、」及び「。以下

「法」という。」を削り、同項を同条とする。

第３条から第６条の２までを削る。

第７条の見出し中「等」を削り、同条第

１項中「第５条」を「第４条」に改め、同

条第２項を削り、同条を第３条とする。

第８条から第10条までを削る。

第11条第１項を削り、同条第２項中「第

９条第１項」を「第７条第１項」に、「第

８条第２項」を「第６条」に、「委員会」

を「世田谷区教育委員会（以下「委員会」

という。）」に改め、同項を同条とし、同条

を第４条とする。

第12条の見出し中「保育料等の」を削り、

同条第１項各号列記以外の部分中「第10条」

を「第８条」に改め、「保育料又は」を削

り、同項第１号中「保育料又は」を削り、

同項第２号及び第３号を削り、同項第４号

中「前３号」を「前号」に改め、同号を同

項第２号とし、同条第２項中「第10条」を

「第８条」に改め、「保育料又は」を削り、

「支給認定保護者」を「教育・保育給付認

定子どもの保護者」に、「第６号様式」を

「第２号様式」に改め、同条を第５条とす

る。

第13条を第６条とする。

第１号様式中「（第７条関係）」を「（第

３条関係）」に改め、「保育料について変更

のあった場合は、その旨を別途通知します。」

、「この処分について不服があるときは、

この通知を受け取った日の翌日から起算し

て３箇月以内に世田谷区長に対し、審査請

求をすることができます。」及び「また、

この処分の取消しの訴えは、この通知を受

け取った日の翌日から起算して６箇月以内

に、世田谷区を被告として（訴訟において

世田谷区を代表する者は、世田谷区教育委

員会になります。）、提起しなければなりま

せん（なお、この通知を受け取った日から

６箇月以内であっても、処分の日から１年

を経過すると処分の取消しの訴えを提起す

ることができなくなります。）。ただし、審

査請求をした場合には、処分の取消しの訴

えは、その審査請求に対する裁決の送達を

受けた日の翌日から起算して６箇月以内に

提起しなければなりません。」を削る。

第２号様式から第５号様式までを削る。

第６号様式中「（第12条関係）」を「（第

５条関係）」に改め、「保育料又は」を削り、

同様式を第２号様式とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

世田谷区立認定こども園保育料条例

施行規則の一部を改正する規則

世田谷区立認定こども園保育料条例施行

規則（平成28年２月世田谷区教育委員会規

則第５号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項を削り、同条第２項中「前

項に定めるもののほか、」を削り、同項を

同条とする。

第３条の見出し中「保育料」を「保育等

を受ける子どもに係る保育料及び給食費」

に改め、同条第１項を削り、同条第２項中

「支給認定子ども」を「教育・保育給付認

定子ども」に、「保育料の」を「保育料及

び条例第５条の規定による給食費の」に、

「第３条第１項中「条例第３条第１項」と

あるのは「世田谷区立認定こども園保育料

条例第３条第１項」と、同条第２項及び第

３項」を「第３条第２項及び第３項」に、

「「世田谷区教育委員会」を「、「世田谷区

教育委員会」に改め、同項を同条とし、同

条の次に次の３条を加える。

（教育等を受ける子どもに係る給食費の額

の算定）

第３条の２ 特定教育・保育のうち教育又

は特別利用教育を受ける教育・保育給付

認定子ども（以下「教育等を受ける子ど

も」という。）に係る条例第５条の規定

による給食費の額の算定については、区

立認定こども園を利用する教育等を受け

る子どもと同一の世帯に属し、かつ、生

計を一にする当該教育等を受ける子ども

の保護者及びそれ以外の者の所得割課税

額（条例別表第１備考第１項第１号に規

定する所得割課税額をいう。以下同じ。）

の合計額により同条第１項に規定する世

帯の所得の状況（以下「世帯の所得の状

況」という。）を認定し、算定するもの

とする。

令和元年11月20日 （第704号）

― 51―

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

用賀一丁目

276番１

276番２

276番３

東京都中央区

銀座六丁目17番１号

三井不動産レジデン

シャル株式会社

代表取締役 藤林

清隆

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

千歳台二丁目

730番12

749番９

749番10

752番６

752番10

752番12

752番13

752番14

752番15

753番６

753番８

753番15

東京都日野市

神明四丁目22番地１

秀峰建設株式会社

代表取締役 中嶋

秀治

世田谷区立砧工房分場キタ

ミ・クリーンファーム

社会福祉法人東京都手

をつなぐ育成会

東京都新宿区西新宿七丁目８番

10号（オークラヤビル内）

令和２年４月１日から

令和７年３月31日まで
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２ 教育等を受ける子どもの保護者は、毎

年世田谷区教育委員会（以下「委員会」

という。）が指定する期日までに教育等

を受ける子どもの属する世帯の所得の状

況を証明する書類（以下「証明書類」と

いう。）を委員会に提出しなければなら

ない。ただし、委員会が公簿等により確

認することができるときその他証明書類

を提出する必要がないと認めるときは、

この限りでない。

（教育等を受ける子どもに係る世帯の階層

区分を証明することができない場合）

第３条の３ 条例別表第１備考第２項の教

育・保育給付認定子どもの属する世帯の

階層区分を証明することができない場合

は、証明書類の提出がない場合（前条第

２項ただし書の規定に該当する場合を除

く。）とする。

（教育等を受ける子どもに係る所得割課税

額の計算の特例）

第３条の４ 条例別表第１備考第１項第１

号の規則で定める法令の規定は、地方税

法（昭和25年法律第226号）第314条の７、

第314条の８及び第314条の９並びに附則

第５条第３項、第５条の４第６項、第５

条の４の２第６項、第５条の５第２項及

び第45条第４項から第６項までの規定と

する。

２ 条例別表第１備考第４項の規定による

規則で定める所得割課税額は、所得割課

税額から次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める額に世田谷区特別区税

条例（昭和39年12月世田谷区条例第74号）

第18条第１項に規定する税率を乗じて得

た額を減じた額とする。ただし、前年の

合計所得金額（地方税法第292条第１項

第13号に規定する合計所得金額をいう。

以下同じ。）が1,250,000円以下である者

については、その者の所得割課税額は、

零とする。

世帯の所得の状況の認定に係る母

（次号に掲げる者を除く。） 260,000

円

世帯の所得の状況の認定に係る母で

あって、前年の合計所得金額が5,000,

000円以下であるもの 300,000円

世帯の所得の状況の認定に係る父で

あって、前年の合計所得金額が5,000,

000円以下であるもの 260,000円

３ 条例別表第１備考第５項の規定による

規則で定める所得割課税額は、当該年

（４月から８月ま。でにあっては、前年）

の１月１日現在において区内に住所を有

していたものとして計算する。

第４条を次のように改める。

（多子世帯の給食費の額）

第４条 教育等を受ける子どもに係る条例

第６条の規定による多子世帯の給食費の

額は、所得割課税額が77,100円を超える

世帯であり、かつ、認定こども園、幼稚

園、保育所等を利用する者又は小学校１

年生から３年生までの児童が３人以上あ

る世帯である場合において、そのうち

年長者でなく、かつ、その次の年長者で

ない教育等を受ける子どもについては、

月額1,900円とする。

２ 保育等を受ける子どもに係る条例第６

条の規定による多子世帯の給食費の額は、

区保育料規則第６条の３の規定を準用す

る。この場合において、同条第１項中

「条例第５条の３」とあるのは「世田谷

区立認定こども園保育料条例第６条」と、

同条第２項中「区長」とあるのは「世田

谷区教育委員会」と読み替えるものとす

る。

第４条の２を削る。

第５条の見出し中「支給認定子ども」を

「教育・保育給付認定子ども」に改め、同

条中「保育短時間「区保育料条例」を「保

育短時間（世田谷区保育料条例（平成26年

12月世田谷区条例第54号。以下「区保育料

条例」という。）」に、「支給認定子ども」

を「教育・保育給付認定子ども」に、「別

表第３」を「別表第２」に改める。

第６条の見出し中「保育料、延長保育料

又は預かり保育料」を「保育料等」に改め、

同条第２項中「世田谷区支給認定及び保育

所等の利用調整等に関する条例の施行等に

関する規則」を「世田谷区教育・保育給付

認定及び施設等利用給付認定並びに保育所

等の利用調整等に関する条例の施行等に関

する規則」に改め、同条第３項を削り、同

条第４項中「（第４号様式）」を「（第３号

様式）」に改め、同項を同条第３項とし、

同項の次に次の１項を加える。

４ 条例第８条の規定による給食費の額の

決定の通知は、給食費額決定通知書（第４

号様式）により行うものとする。

第６条第５項を同条第６項とし、同項の

前に次の１項を加える。

５ 条例第８条の規定による給食費の額の

変更の通知は、給食費額変更通知書（第

５号様式）により行うものとする。

第７条の見出し中「保育料等の」を削り、

同条第１項各号列記以外の部分中「世田谷

区教育委員会（以下「委員会」という。）」

を「委員会」に改め、「、保育料」を削り、

「保育料等」を「延長保育料等」に改め、

同項第２号中「保育料等」を「延長保育料

等」に改め、同条第２項中「保育料又は延

長保育料」を「延長保育料又は給食費」に、

「読み替える」を「、「第３条第２項ただし

書」とあるのは「第３条第２項ただし書又

は世田谷区立認定こども園保育料条例施行

規則第３条の２第２項ただし書」と読み替

える」に改め、同条第３項中「支給認定子

ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、

「保育料等の減額又は免除」を「延長保育

料等の減額又は免除」に、「保育料等減額・

免除申込書（第５号様式）を「延長保育料

等減額・免除申込書（第６号様式）に改め、

同条第４項中「保育料等の減額又は免除を

する」を「延長保育料等の減額又は免除を

する」に、「保育料等減額・免除決定通知

書「第６号様式」を「延長保育料等減額・

免除決定通知書（第７号様式）に、「保育

料等の減額又は免除をしない」を「延長保

育料等の減額又は免除をしない」に、「保

育料等減額・免除却下通知書（第７号様式）

を「延長保育料等減額・免除却下通知書

「第８号様式」に改め、同条第５項中「保

育料等の減額又は免除を行う月について」

を「給食費又は預かり保育料の減額又は免

除」に、「幼稚園保育料規則第８条第４項

の規定を準用する。この場合において、同

項中「保育料」とあるのは「保育料、給食

費又は預かり保育料」と、「申請書」とあ

るのは「保育料等減額・免除申込書」と読

み替える」を「減免申込書の提出があった

日の属する年度において、区立認定こども

園の利用を開始した日の属する月から行う」

に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、世帯の状況等の変更により給

食費又は預かり保育料の減額又は免除を決

定した場合は、当該変更が生じた日の属す

る月から給食費又は預かり保育料の減額又

は免除を行うものとする。

第７条第６項中「保育料等の減額又は免

除」を「延長保育料又は給食費の減額又は

免除」に改める。

第８条の見出し中「等による保育料又は

延長保育料」を「による延長保育料又は給

食費」に改め、同条第１項を次のように改

める。

教育・保育給付認定子どもの保護者は、

教育・保育給付認定子どもの属する世帯

の所得の状況等に変更があったときは、

証明書類その他委員会が必要と認める書

類を委員会に提出することにより届け出

なければならない。ただし、委員会が公

簿等により確認することができるときそ

の他必要がないと認めるときは、この限

りでない。

第８条第２項中「又は世帯の階層区分を

証明することができない場合の保育料又は

延長保育料」を「の延長保育料又は給食費」

に改め、「又は第12条」を削り、同項を同

条第３項とし、同条第１項の次に次め１項

を加える。

２ 委員会は、教育等を受ける子どもの保

護者から前項の規定による届出があった

場合（同項ただし書の規定に該当する場

合を含む。）において、教育等を受ける

子どもの属する世帯の所得の状況等に変

更があったと認めるときは、当該届出の

あった日（同項ただし書の規定に該当す

る場合においては、委員会が当該変更を

認める日。以下この項において同じ。）

の属する月の翌月（その日が月の初日で

あるときは、その日の属する月。以下こ

の項において「認定月」という。）以後

の月分の給食費の額を変更することがで

きる。この場合において、委員会は、必

要があると認めるときは、認定月前の月

分（当該届出のあった日の属する年度内

の月分に限る。）の給食費の額を変更す

ることができるものとする。

第８条の次に次の１条を加える。

（世帯の階層区分を証明することができな

い場合の延長保育料又は給食費の額の変更）

第８条の２ 委員会は、条例別表第１備考

第２項の規定により決定した教育等を受

ける子どもに係る給食費については、当

該給食費に係る給食の提供が行われる期

間の属する年度の末日までに、委員会が

世帯の所得の状況等を確認することがで

きた場合に限り、その額を変更すること

ができるものとする。
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２ 前項の場合において、委員会は、世帯

の所得の状況等を確認することができ、

税額が判明したときは、その年度に限り、

４月に遡って給食費の額を変更するもの

とする。

３ 保育等を受ける子どもに係る世帯の階

層区分を証明することができない場合の

延長保育料又は給食費の額の変更につい

ては、区保育料規則第12条の規定を準用

する。この場合において、同条中「区長」

とあるのは、「世田谷区教育委員会」と

読み替えるものとする。

第９条（見出しを含む。）中「保育料又

は延長保育料」を「延長保育料又は給食費」

に改める。

第10条中「支給認定子ども」を「教育・

保育給付認定子ども」に改める。

第11条第１項中「保育料、」を削る。

第12条の見出し中「保育料等の」を削り、

同条第１項各号列記以外の部分並びに同項

第１号及び第２号中「保育料、」を削り、

同項第３号中「第８条」の次に「又は第８

条の２」を加え、「保育料又は延長保育料」

を「延長保育料又は給食費」に改め、同条

第３項中「保育料等」を「延長保育料等」

に、「支給認定子ども」を「教育・保育給

付認定子ども」に、「（第８号様式）」を、

「（第９号様式）」に改める。

第１号様式中「保育料について変更のあっ

た場合は、その旨を別途通知します。」、

「この処分について不服があるときは、こ

の通知を受け取った日の翌日から起算して

３箇月以内に世田谷区長に対し、審査請求

をすることができます。」及び「また、こ

の処分の取消しの訴えは、この通知を受け

取った日の翌日から起算して６箇月以内に、

世田谷区を被告として（訴訟において世田

谷区を代表する者は、世田谷区教育委員会

になります。）、提起しなければなりません

（なお、この通知を受け取った日から６箇

月以内であっても、処分の日から１年を経

過すると処分の取消しの訴えを提起するこ

とができなくなります。）。ただし、審査請

求をした場合には、処分の取消しの訴えは、

その審査請求に対する裁決の送達を受けた

日の翌日から起算して６箇月以内に提起し

なければなりません。」を削る。

第３号様式を削り、第４号様式を第３号

様式とし、同様式の次に次の１様式を加え

る。

第８号様式中「保育料等」を「延長保育

料等」に改め、同様式を第９号様式とする。

第７号様式中「保育料等減額・免除却下

通知書」を「延長保育料等減額・免除却下

通知書」に、「保育料等の」を「延長保育

料等の」に改め、同様式を第８号様式とす

る。

第６号様式中「保育料等減額・免除決定

通知書」を「延長保育料等減額・免除決定

通知書」に、「保育料等の」を「延長保育

料等の」に改め、同様式を第７号様式とす

る。

第５号様式中「保育料等減額・免除申込

書」を「延長保育料等減額・免除申込書」

に、「保育料等の」を「延長保育料等の」

に改め、同様式を第６号様式とし、同様式

の前に次の１様式を加える。

様式省略

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第５号様式及び第８号様式の規

定に基づき作成された様式の用紙で現に

残存するものは、当分の間、修正して使

用することができる。

次に掲げる規則を公布する。

令和元年10月31日

世田谷区教育委員会

世田谷区教育委員会規則第15号

世田谷区教育委員会会計年度任用職員の

設置に関する規則

世田谷区教育委員会会計年度任用職

員の設置に関する規則

（目的）

第１条 この規則は、世田谷区教育委員会

（以下「委員会」という。）に必要な地方

公務員法（昭和25年法律第261号）第22

条の２第１項第１号に規定する会計年度

任用職員（以下「職員」という。）の設

置について、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律施行令（昭和31年政令第

221号）第６条に定めるもののほか、必

要な事項を定めることを目的とする。

（職及び職務）

第２条 職員の職及び職務は、別表第１の

とおりとする。

（任命）

第３条 職員は、別表第２の左欄に掲げる

職の区分に応じ、同表の右欄に掲げる資

格等を有する者のうちから委員会が任命

する。

（委任）

第４条 この規則に定めるもののほか、職

員の設置に関し必要な事項は、世田谷区

教育委員会教育長が別に定める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

別表第１（第２条関係）

別表第２（第３条関係）

訓 令 甲（教）

◎世田谷区教育委員会訓令甲第３号

教 育 委 員 会 事 務 局

教 育 機 関

世田谷区立学校等衛生管理者等設置規程

を次のように定める。

令和元年10月１日

世田谷区教育委員会

世田谷区立学校等衛生管理者等設置

規程

（趣旨）

第１条 この規程は、学校職員等の労働安

全を確保し、健康障害を防止するため設

置する総括安全衛生管理者等について、

必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規程において「学校」とは、

世田谷区立学校設置条例（昭和39年３月

世田谷区条例第21号）第１条に規定する

幼稚園、小学校及び中学校をいう。

２ この規程において「学校等」とは、学

校及び世田谷区立学校給食調理場設置条

例（昭和46年３月世田谷区条例第13号）

第１条に規定する調理場をいう。

３ この規程において「学校職員等」とは、

学校等に勤務する者をいう。

４ この規程において「学校長等」とは、

学校の長又は第２項の調理場の長をいう。

（設置）

第３条 世田谷区教育委員会（以下「教育

委員会」という。）に総括安全衛生管理

者を置く。

２ 学校職員等の数が常時50人以上の学校

等に学校等衛生管理者（以下「学校等管

理者」という。）及び衛生管理者を置く。

３ 学校職員等の数が常時10人以上50人未

満の学校等に衛生推進者を置く。

４ 前項の規定にかかわらず、必要がある

ときは、学校職員等の数が常時10人未満

の学校等に衛生推進者を置くことができ

令和元年11月20日 （第704号）
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職 職務

スクールカウ

ンセラー

区立の小・中学校におけ

る教育相談活動上必要な

援助に関すること。

学校包括支援

員

１ 区立の幼稚園及び小・

中学校における教育相

談活動上必要な援助に

関すること。

２ 区立の小・中学校に

おける生活指導上必要

な相談及び援助に関す

ること。

３ 児童及び生徒の生活

指導に関する情報の収

集に関すること。

心理教育相談

員

１ 幼児、児童及び生徒

の教育上の相談に関す

ること。

２ 区立の幼稚園及び小・

中学校における教育相

談活動上必要な援助に

関すること。

職 任用の資格等

スクールカウ

ンセラー

別表第１に掲げるスクー

ルカウンセラーの職務を

遂行するために必要な知

識及び経験を有すると認

められる者

学校包括支援

員

別表第１に掲げる学校包

括支援員の職務を遂行す

るために必要な知識及び

経験を有すると認められ

る者

心理教育相談

員

別表第１に掲げる心理教

育相談員の職務を遂行す

るために必要な知識及び

経験を有すると認められ

る者
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る。

５ 学校職員等の数が常時50人以上の学校

等に産業医を置く。

（選任）

第４条 総括安全衛生管理者は、教育政策

部長の職にある者をもって充てる。

２ 学校等管理者は、学校長等の職にある

者をもって充てる。

３ 衛生管理者は、労働安全衛生法（昭和

47年法律第57号。以下この条において

「法」という。）第12条に規定する資格を

有する学校職員等のうちから労働安全衛

生規則（昭和47年労働省令第32号。以下

「規則」という。）第７条第１項第４号の

規定により学校等の規模に応じて必要な

数の者を、教育委員会が任命する。

４ 衛生推進者は、その業務を担当するた

め必要な能力を有すると認められる学校

職員等のうちから法第12条の２の規定に

基づき、教育委員会が任命する。

５ 産業医は、法第13条に規定する資格を

有する者のうちから、教育委員会が任命

する。

（総括安全衛生管理者の職務）

第５条 総括安全衛生管理者は、学校等管

理者を指揮し、次に掲げる事項（以下

「安全衛生管理事項」という。）を総括管

理する。

学校職員等の安全又は衛生のための

教育の実施に関すること。

健康診断の実施その他健康管理に関

すること。

公務災害の原因の調査及び再発防止

対策に関すること。

学校職員等の危険又は健康障害を防

止するための措置に関すること。

規則第３条の２に掲げる業務に関す

ること。

前各号に掲げるもののほか、学校職

員等の安全及び衛生に関すること。

（学校等管理者の職務）

第６条 学校等管理者は、その学校等に所

属する学校職員等の衛生に関する次に掲

げる事項に係る業務を行う。

建物、設備、作業方法等に危険があ

る場合における防止の措置に関するこ

と。

職場環境及び危険防止のための設備、

器具等に関する定期的点検に関するこ

と。

健康に異状のある者の発見に関する

こと。

前３号に掲げるもののほか、学校職

員等の安全及び衛生に関すること。

（衛生管理者の職務）

第７条 衛生管理者は、安全衛生管理事項

のうち衛生に関する技術的事項を管理す

る。

２ 衛生管理者は、健康障害を防止するた

めの措置を講じたときは、学校等管理者

に報告しなければならない。

３ 衛生管理者は、公務災害及び健康障害

を防止するため必要があると認めたとき

は、学校等管理者に意見を述べることが

できる。

（衛生推進者の職務）

第８条 衛生推進者は、安全衛生管理事項

のうち衛生に関する事項を管理する。

２ 衛生推進者は、危険及び健康障害を防

止するための措置を講じたときは、学校

長等に報告しなければならない。

３ 衛生推進者は、公務災害、危険及び健

康障害を防止するため必要があると認め

たときは、学校長等に意見を述べること

ができる。

（産業医の職務）

第９条 産業医は、規則に定める事項を行

うものとする。

（意見の聴取）

第10条 総括安全衛生管理者及び学校等管

理者は、安全又は衛生に係る重要な事項

を執行する場合は、世田谷区立学校等衛

生委員会設置規程（令和元年10月世田谷

区教育委員会訓令甲第４号）第１条に規

定する世田谷区立学校等衛生委員会の意

見を聴くものとする。

（報告）

第11条 学校等管理者は、その学校等の衛

生委員会の開催状況等を総括安全衛生管

理者に報告しなければならない。

（学校等管理者以外の学校長等の責務）

第12条 学校等管理者以外の学校長等は、

職務を行うに当たっては、この規程の趣

旨に従い、その学校等に所属する学校職

員等の安全の確保及び健康障害の防止に

努めなければならない。

（委任）

第13条 この規程の実施細目は、別に定め

る。

◎世田谷区教育委員会訓令甲第４号

教 育 委 員 会 事 務 局

教 育 機 関

世田谷区立学校等衛生委員会設置規程を

次のように定める。

令和元年10月１日

世田谷区教育委員会

世田谷区立学校等衛生委員会設置規

程

（趣旨）

第１条 この規程は、学校職員等の労働安

全及び衛生に関する事項を調査審議する

世田谷区立学校等衛生委員会（以下「衛

生委員会」という。）の設置及び運営に

ついて、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規程において「学校等」、「学

校職員等」、「学校長等」、「学校等衛生管

理者」、「衛生管理者」又は「産業医」と

は、世田谷区立学校等衛生管理者等設置

規程（令和元年10月世田谷区教育委員会

訓令甲第３号）第２条第２項、第３項若

しくは第４項又は第３条第２項若しくは

第５項に規定する学校等、学校職員等、

学校長等、学校等衛生管理者、衛生管理

者又は産業医をいう。

（設置）

第３条 学校職員等が常時50人以上の学校

等ごとに、衛生委員会を置く。

２ 衛生委員会の名称は、当該衛生委員会

を設置する学校の名称を冠するものとす

る。

（構成）

第４条 衛生委員会は、次に掲げる委員を

もって構成する。

学校等衛生管理者 １人

衛生管理者 １人

労働安全又は衛生について経験を有

する者 ２人

産業医 １人

２ 前項第２号及び第３号の委員の数は、

必要に応じて増やすことができる。

３ 委員長は、第１項第１号の委員がなる

ものとする。

（選任）

第５条 前条第１項第２号の委員は、学校

長等が選任する。

２ 前条第１項第３号の委員は、学校職員

等の推薦に基づき、学校長等が選任する。

（任期）

第６条 委員の任期は１年とし、再任を妨

げない。

２ 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。

（所掌事項）

第７条 衛生委員会は、次に掲げる事項を

調査審議し、世田谷区教育委員会（以下

「教育委員会」という。）に意見を述べる

ものとする。

学校職員等の危険及び健康障害を防

止するため基本となるべき対策に関す

ること。

公務災害の原因及び再発防止対策に

関する事項で、労働安全及び衛生に関

すること。

前２号に定めるもののほか、学校職

員等の危険及び健康障害の防止に関す

ること。

（開催）

第８条 委員長は、月１回衛生委員会を開

催するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、委員長は、

必要と認めるとき、又は委員の３分の１

以上の要求があったときは、速やかに衛

生委員会を開催しなければならない。

（定足数、表決等）

第９条 衛生委員会は、委員の過半数の出

席により成立し、議事は出席委員全員の

一致により決定するものとする。

２ 学校等衛生管理者は、衛生委員会の開

催の都度、遅滞なく、衛生委員会におけ

る議事の概要を労働安全衛生規則（昭和

47年労働省令第32号）第23条第３項に規

定する方法により学校職員等に周知させ

なければならない。

（関係職員の出席等）

第10条 衛生委員会は、必要があると認め

たときは、関係職員の出席を求め、若し

くは意見を聴取し、又は資料の提出、説

明その他必要な協力を求めることができ

る。

（議決事項の尊重）

第11条 教育委員会は、衛生委員会の意見

を尊重し、議決事項について、速やかに

措置を講じるよう努めなければならない。

（庶務）

第12条 衛生委員会の庶務は、当該衛生委

員会を設置した学校等において処理する

令和元年11月20日 （第704号）
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ものとする。

（委任）

第13条 この規程の実施細目は、別に定め

る。

告 示（農）

◎世田谷区農業委員会告示第10号

農業委員会等に関する法律（昭和26年法

律第88号）第27条第１項の規定に基づき、

第27回世田谷区農業委員会総会を次のとお

り開催する。

令和元年10月24日

世田谷区農業委員会会長

髙 橋 昌 規

１ 開催日時 令和元年10月31日（木）

午後３時

２ 開催場所 世田谷区役所第２庁舎第

５委員会室

３ 審議事項

第１号議案 農地法に基づく許可

申請について

第２号議案 農地法に基づく転用

届出について

第３号議案 その他の事項につい

て

監 査

◎世田谷区監査委員告示第15号

住民監査請求に係る監査の結果を、次の

とおり公表する。

令和元年10月17日

世田谷区監査委員 萩 原 賢 一

同 阿 部 能 章

同 山 口 裕 久

同 津 上 仁 志

令和元年11月20日 （第704号）

― 55―



世 田 谷 区 公 報令和元年11月20日 （第704号）
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世 田 谷 区 公 報

◎世田谷区監査委員告示第16号

住民監査請求に係る監査の結果を、次の

とおり公表する。

令和元年10月17日

世田谷区監査委員 萩 原 賢 一

同 阿 部 能 章

同 山 口 裕 久

同 津 上 仁 志

令和元年11月20日 （第704号）
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世 田 谷 区 公 報令和元年11月20日 （第704号）
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世 田 谷 区 公 報

◎世田谷区監査委員告示第17号

住民監査請求に係る監査の結果を、次の

とおり公表する。

令和元年10月17日

世田谷区監査委員 萩 原 賢 一

同 阿 部 能 章

同 山 口 裕 久

同 津 上 仁 志

令和元年11月20日 （第704号）
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世 田 谷 区 公 報令和元年11月20日 （第704号）
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世 田 谷 区 公 報

◎世田谷区監査委員告示第18号

住民監査請求に係る監査の結果を、次の

とおり公表する。

令和元年10月17日

世田谷区監査委員 萩 原 賢 一

同 阿 部 能 章

同 山 口 裕 久

同 津 上 仁 志

令和元年11月20日 （第704号）
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世 田 谷 区 公 報令和元年11月20日 （第704号）
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世 田 谷 区 公 報

◎世田谷区監査委員告示第19号

住民監査請求に係る監査の結果を、次の

とおり公表する。

令和元年10月17日

世田谷区監査委員 萩 原 賢 一

同 阿 部 能 章

同 山 口 裕 久

同 津 上 仁 志

令和元年11月20日 （第704号）
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世 田 谷 区 公 報令和元年11月20日 （第704号）
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世 田 谷 区 公 報

◎世田谷区監査委員告示第20号

住民監査請求に係る監査の結果を、次の

とおり公表する。

令和元年10月17日

世田谷区監査委員 萩 原 賢 一

同 阿 部 能 章

同 山 口 裕 久

同 津 上 仁 志

令和元年11月20日 （第704号）
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世 田 谷 区 公 報令和元年11月20日 （第704号）
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世 田 谷 区 公 報

◎世田谷区監査委員告示第21号

住民監査請求に係る監査の結果を、次の

とおり公表する。

令和元年10月17日

世田谷区監査委員 萩 原 賢 一

同 阿 部 能 章

同 山 口 裕 久

同 津 上 仁 志

令和元年11月20日 （第704号）
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世 田 谷 区 公 報令和元年11月20日 （第704号）
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世 田 谷 区 公 報

◎世田谷区監査委員告示第22号

住民監査請求に係る監査の結果を、次の

とおり公表する。

令和元年10月17日

世田谷区監査委員 萩 原 賢 一

同 阿 部 能 章

同 山 口 裕 久

同 津 上 仁 志

令和元年11月20日 （第704号）
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世 田 谷 区 公 報令和元年11月20日 （第704号）
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世 田 谷 区 公 報

◎世田谷区監査委員告示第23号

住民監査請求に係る監査の結果を、次の

とおり公表する。

令和元年10月17日

世田谷区監査委員 萩 原 賢 一

同 阿 部 能 章

同 山 口 裕 久

同 津 上 仁 志

令和元年11月20日 （第704号）
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世 田 谷 区 公 報令和元年11月20日 （第704号）
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世 田 谷 区 公 報

◎世田谷区監査委員告示第24号

住民監査請求に係る監査の結果を、次の

とおり公表する。

令和元年10月17日

世田谷区監査委員 萩 原 賢 一

同 阿 部 能 章

同 山 口 裕 久

同 津 上 仁 志

令和元年11月20日 （第704号）
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世 田 谷 区 公 報令和元年11月20日 （第704号）
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世 田 谷 区 公 報

◎世田谷区監査委員告示第25号

住民監査請求に係る監査の結果を、次の

とおり公表する。

令和元年10月17日

世田谷区監査委員 萩 原 賢 一

同 阿 部 能 章

同 山 口 裕 久

同 津 上 仁 志

令和元年11月20日 （第704号）
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世 田 谷 区 公 報令和元年11月20日 （第704号）
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世 田 谷 区 公 報

◎世田谷区監査委員告示第26号

住民監査請求に係る監査の結果を、次の

とおり公表する。

令和元年10月17日

世田谷区監査委員 萩 原 賢 一

同 阿 部 能 章

同 山 口 裕 久

同 津 上 仁 志

令和元年11月20日 （第704号）
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世 田 谷 区 公 報令和元年11月20日 （第704号）
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世 田 谷 区 公 報

◎世田谷区監査委員告示第27号

住民監査請求に係る監査の結果を、次の

とおり公表する。

令和元年10月17日

世田谷区監査委員 萩 原 賢 一

同 阿 部 能 章

同 山 口 裕 久

同 津 上 仁 志

令和元年11月20日 （第704号）
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世 田 谷 区 公 報令和元年11月20日 （第704号）
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世 田 谷 区 公 報

◎世田谷区監査委員告示第28号

住民監査請求に係る監査の結果を、次の

とおり公表する。

令和元年10月17日

世田谷区監査委員 萩 原 賢 一

同 阿 部 能 章

同 山 口 裕 久

同 津 上 仁 志

令和元年11月20日 （第704号）
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世 田 谷 区 公 報令和元年11月20日 （第704号）
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世 田 谷 区 公 報

◎世田谷区監査委員告示第29号

住民監査請求に係る監査の結果を、次の

とおり公表する。

令和元年10月17日

世田谷区監査委員 萩 原 賢 一

同 阿 部 能 章

同 山 口 裕 久

同 津 上 仁 志

令和元年11月20日 （第704号）
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世 田 谷 区 公 報令和元年11月20日 （第704号）
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