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みどり賞被表彰候補者推薦要領

１ 表彰の目的

教育的な見地から考えてよく努力し、成績・功績・貢献・奉仕・社会づくり等で顕

著な実績をあげた者を表彰し、本市の教育の推進に資することを目的としています。

２ 表彰の対象

（１）候補者の資格

   ア）丹波篠山市内に在住する者で、顕著な実績をあげた者

   イ）丹波篠山市内に本拠を置く団体で、顕著な実績をあげた団体

  ウ）その他特に表彰に値すると認められる者

※過去に「みどり賞」を受賞した個人や団体は対象となりません。ただし、過去の

  受賞実績と異なる実績をあげた場合、または学校における団体活動については、

  この限りではありません。

（２）推薦基準

前項に規定する「顕著な実績をあげた者」とは、次の実績をあげた者（団体）と

   します。ただし、成績や活動年数は選考を行う上での目安です。

    ア）豊かで活力ある地域社会を構築するため、概ね10年以上にわたり奉仕活動等

    を通じて教育的効果をもたらした者

    イ）県レベル以上で組織される団体の一員(強化選手等)に選出された者

    ウ）各種競技団体が設定している全国大会参加標準記録を突破し、全国大会に出

場する権利を得た者

    エ）各種大会及びコンクール大会等において、兵庫県大会で２位以内、近畿大会

     で４位以内、全国大会で８位以内、またはそれに相当する成績を収めた者

オ）ひたむきな取組や他の模範となる活動により、地域または学校の教育力向上

    に大きく寄与したと認められる者【活動年数は不問】

３ 推薦者

（１）丹波篠山市内の小学校、中学校及び特別支援学校の長

（２）丹波篠山市内の高等学校の長

（３）丹波篠山市内の社会教育機関の長

（４）丹波篠山市教育委員会事務局の各所属長

４ 推薦方法

「みどり賞表彰候補者調書」（みどり賞表彰要綱別記様式）を丹波篠山市教育委員

会へ提出してください。※参考資料があれば、添付してください。
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○みどり賞表彰要綱

平成１９年１０月１７日

教委要綱第３号

改正 平成２０年１０月１５日教委要綱第３号

平成２９年３月２２日教委要綱第２号

（目的）

第１条 この要綱は、教育的な見地から考えてよく努力し、成績、功績、貢献、

奉仕、社会づくり等で顕著な実績を上げた者を表彰することにより、本市の

教育の推進に資することを目的とする。

（表彰の対象）

第２条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者を表彰することがで

きる。

(1) 丹波篠山市内に在住する者で、顕著な実績をあげた者

(2) 丹波篠山市内に本拠を置く団体で、顕著な実績をあげた団体

(3) その他特に表彰に値すると認められる者

２ 過去において「みどり賞」を受賞した者は除くこととする。ただし、過去

の受賞実績と異なる実績をあげた場合又は学校における団体活動については、

この限りでない。

（推薦）

第３条 被表彰候補者の推薦は、次の各号のいずれかに該当する者が行う。

(1) 市内の小学校、中学校及び特別支援学校の長

(2) 市内の高等学校の長

(3) 市内の社会教育機関の長

(4) 教育委員会事務局の各所属長

２ 推薦を行う場合は、みどり賞表彰候補者調書（別記様式）を別に定める期

限までに教育総務課へ提出しなければならない。

（選考の方法）

第４条 被表彰者の選考は、第３条第１項に定める者より推薦のあった個人又

は団体の中から選考委員会が行う。

（選考委員会）

第５条 選考委員会は、教育長、教育委員１名、教育部長及び次長をもって組

織する。ただし、教育部長又は次長の職が存在しない場合は、相当職にある

事務局職員をもって充てることができる。

２ 委員長は、教育長をもって充てる。

（委員長の職務及びその代理）

第６条 委員長は、会務を掌理する。
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２ 委員長に事故があるときは、教育委員がその職務を代理する。

（表彰の期日）

第７条 表彰は、毎年２月１１日に行う。ただし、特別の理由により他の期日

に表彰することが適当と認められる場合は、この限りでない。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（平成２０年１０月１５日教委要綱第３号）

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（平成２９年３月２２日教委要綱第２号）

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。
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三宅剣龍賞被表彰候補者推薦要領

１ 表彰の目的

三宅教育文化基金の活用により学術その他文化の高揚に貢献してその功績が顕著な者

に、三宅剣龍賞を贈ってこれを表彰することにより、教育文化の向上発展を図ることを

目的とします。

２ 表彰の対象

（１）候補者の資格

ア）市内の小中学校及び特別支援学校が主催する書写展で特に優秀な成績をおさめ

た者

イ）健全な芸術、芸能文化等における活動によりその向上発展に貢献した者又は団

体

ウ）その他特に表彰に値すると認められた者

※過去に「三宅剣龍賞」を受賞した個人や団体は対象となりません。ただし、過

去の受賞実績と異なる成績をあげた場合又は団体活動についてはこの限りでは

ありません。

（２）推薦基準

ア）「市内、小中学校及び特別支援学校が主催する書写展で特にも優秀な成績をお

さめた者」とは、『丹波篠山市教育書道展』において展示された作品の中から

最優秀に選ばれた者、小学校（小学部）、中学校（中学部）各１名とします。

   イ）「健全な芸術、芸能文化等における活動」の中に「読書活動の推進」を含みま

す。

３ 推薦者

（１）丹波篠山市内の小学校、中学校及び特別支援学校の長

（２）丹波篠山市内の高等学校の長

（３）丹波篠山市内の文化協会の長

（４）丹波篠山市内の社会教育機関の長

（５）教育委員会事務局の各所属長

４ 推薦方法

「三宅剣龍賞表彰候補者調書」（三宅剣龍賞表彰要綱別記様式）を丹波篠山市教育

委員会へ提出してください。※参考資料があれば、添付してください。

4



○三宅剣龍賞表彰要綱

平成２２年１０月７日

教委要綱第１４号

改正 平成２９年３月２２日教委要綱第３号

平成２９年３月３１日教委要綱第７号

（目的）

第１条 この要綱は、三宅教育文化基金の活用により学術その他文化の高揚に

貢献してその功績が顕著な者に、三宅剣龍賞を贈ってこれを表彰することに

より、教育文化の向上発展を図ることを目的とする。

（表彰の対象）

第２条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者を表彰することがで

きる。

(1) 市内の小中学校及び特別支援学校が主催する書写展で特に優秀な成績

をおさめた者

(2) 健全な芸術、芸能文化等における活動によりその向上発展に貢献した者

又は団体

(3) その他特に表彰に値すると認められた者

２ 過去において「三宅剣龍賞」を受賞した者は除くこととする。ただし、過

去の受賞実績と異なる成績をあげた場合又は団体活動については、この限り

でない。

（被表彰者の推薦）

第３条 被表彰推薦候補者の推薦は、次の各号のいずれかに該当するものが行

う。

(1) 市内の小学校、中学校、特別支援学校及び高等学校の長

(2) 市内の文化協会の長

(3) 市内の社会教育機関の長

(4) 教育委員会事務局の各所属長

２ 推薦を行う場合は、三宅剣龍賞表彰候補者調書（別記様式）を別に定める

期限までに文化財課へ提出しなければならない。

（選考の方法）

第４条 被表彰者の選考は、第３条第１項各号に定める者より推薦のあった者

の中から、選考委員会が行う。

（選考委員会）

第５条 選考委員会は、教育長、教育委員１名、教育部長及び次長をもって組

織する。ただし、教育部長又は次長の職が存在しない場合は、相当職にある

事務局職員をもって充てることができる。
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２ 委員長は、教育長をもって充てる。

（委員長の職務及びその代理）

第６条 委員長は、会務を掌理する。

２ 委員長に事故があるときは、教育委員がその職務を代理する。

（表彰の期日）

第７条 表彰は、毎年２月１１日に行う。ただし、特別の理由により他の期日

に表彰することが適当と認められる場合は、この限りでない。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成２２年１０月７日から施行する。

附 則（平成２９年３月２２日教委要綱第３号）

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則（平成２９年３月３１日教委要綱第７号）

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。

6



議案第４号説明資料

丹波篠山市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

の一部を改正する規則の制定について

１ 改正の趣旨

学校運営協議会の会議の傍聴にかかる手続きを簡略化し、市民の知る権利を

保障するとともに、市民の参画と協働による学校運営協議会を更に推進するた

め、規則を改正します。

２ 改正の概要

第１３条第２項「会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出な

ければならない。」を削除します。また、同条第１項に会議を公開すること及

び個人の秘密を保つ必要がある場合は、非公開とする旨を記述します。

３ 施行期日

平成２年４月１日

7



現 行

○丹波篠山市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成２

９年３月２２日

教委規則第２号

（目的）

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年

法律第１６２号。以下「法」という。）第４７条の６の規定に基づき設置す

る学校運営協議会（以下「協議会」という。）について、必要な事項を定め

るものとする。

（趣旨）

第２条 協議会は、学校運営に関して丹波篠山市教育委員会（以下「教育委員

会」という。）及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営

への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等

と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取

り組むものとする。

（指定）

第３条 教育委員会は、前条の趣旨が達成できると認める場合には、協議会を

置く学校を指定することができる。

２ 教育委員会は、前項の指定を行おうとするときは、指定しようとする学校

の校長、保護者及び地域住民の意向を踏まえ、前項の指定を行うものとする。

３ 指定の期間は、３年とし、再指定することができる。

（学校運営に関する基本的な方針の承認）

第４条 前条の指定を受けた学校（以下「指定学校」という。）の校長は、次

の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認

を得るものとする。

(1) 教育目標及び学校経営方針に関すること。

(2) 教育課程編成の基本方針に関すること。

(3) 学校予算の編成及び執行に関すること。

(4) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。

２ 指定学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に沿って、その

権限と責任において学校運営を行うものとする。

（学校運営に関する意見の申し出）

第５条 協議会は、指定学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対し

て、意見を述べることができる。

（住民参画の促進等）

第６条 協議会は、当該指定学校の運営について、地域住民等の理解、協力、
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参画等が促進されるよう努めるものとする。

（委員の任命）

第７条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから校長の推薦により教

育委員会が任命する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 指定学校の校長その他の教職員

(4) 学識経験者

(5) その他教育委員会が適当と認める者

２ 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな

委員を任命するものとする。

３ 委員は特別職の地方公務員の身分を有する。

（守秘義務等）

第８条 協議会の委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。そ

の職を退いた後も同様とする。

２ 前項のほか、委員は次の各号にあげる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する

こと。

(3) その他、協議会及び指定学校の運営に支障を来す言動を行うこと。

（任期）

第９条 委員の任期は３年とし、再任を妨げない。

２ 第７条第２項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任

期間とする。

３ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、指定学校の指定の期間が満了した

とき又はその指定が取り消されたときは、委員はその身分を失う。

（報償）

第１０条 委員の報償は、別に定める。

（会長及び副会長）

第１１条 協議会に、会長及び副会長を置く。

２ 会長は校長の推薦により協議会が選任する。副会長は会長が指名する。

３ 会長は、指定学校の校長と協議の上、会議を招集し、議長となり会務を総

理する。

４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を行う。

（議事）
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第１２条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

２ 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところに

よる。

３ 会長は、会議の会議録を作成しなければならない。

（会議の公開）

第１３条 協議会は、特別の理由がない限り公開とする。

２ 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

３ 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

（庶務）

第１４条 協議会の事務局は指定学校内に置き、庶務は、指定学校において処

理する。

２ 指定学校の校長は、協議会が開催されたときは、速やかにその報告書を教

育委員会に提出する。

（指導及び助言）

第１５条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要

に応じて指導及び助言を行うものとする。

２ 教育委員会及び指定学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことが

できるよう必要な情報提供に努めなければならない。

（指定の取消し）

第１６条 教育委員会は、前条による指導及び助言にもかかわらず、次の各号

のいずれかに該当する場合は、指定を取り消すことができる。

(1) 協議会としての実態がないと認められる場合

(2) 協議会としての合意形成を行うことができないと認められる場合

(3) その他学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認め

られる場合

（委員の解任）

第１７条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当すると認められる

ときは、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申し出があった場合。

(2) 職務上の義務違反があった場合。

(3) その他、解任に相当する事由が認められる場合。

（補則）

第１８条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は協

議会が、その他協議会に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。
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議案第６号説明資料

   

丹波篠山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例について

１ 改正の趣旨

国の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一

部を改正する内閣府令（令和元年内閣府令第７号及び第８号 令和元年５月

３１日）の施行に伴い、国の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準に従い本条例を改正します。

２ 主な改正の内容

（１）子ども・子育て支援法の一部改正により国の基準内で用いられていた「支

給認定」、「支給認定保護者」などの用語が、「教育・保育給付認定」、「教育・

保育給付認定子ども」に改められたことに伴い、用語の改正を行う。

（２）幼児教育・保育の無償化に伴う食事の提供に要する費用の取扱いの変更

  原則、小学校就学前の３年間の副食の提供に要する費用について、支

払いを受けることが出来る費用とする。（低所得者層等を除く。）

（３）卒園後の受皿の提供を行う連携施設の確保義務の緩和

３ 施行期日

この条例は、公布の日から施行します。
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                           現 行

○丹波篠山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例

平成２６年１０月３日

条例第２１号

改正 平成２９年１２月２７日条例第３４号

目次

第１章 総則（第１条―第３条）

第２章 特定教育・保育施設の運営に関する基準

第１節 利用定員に関する基準（第４条）

第２節 運営に関する基準（第５条―第３４条）

第３節 特例施設型給付費に関する基準（第３５条・第３６条）

第３章 特定地域型保育事業の運営に関する基準

第１節 利用定員に関する基準（第３７条）

第２節 運営に関する基準（第３８条―第５０条）

第３節 特例地域型保育給付費に関する基準（第５１条・第５２条）

附則

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下

「法」という。）第３４条第２項及び第４６条第２項の規定に基づき、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定めるものと

する。

（定義）

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。

(1) 小学校就学前子ども 法第６条第１項に規定する小学校就学前子ども

をいう。

(2) 認定こども園 法第７条第４項に規定する認定こども園をいう。

(3) 幼稚園 法第７条第４項に規定する幼稚園をいう。

(4) 保育所 法第７条第４項に規定する保育所をいう。

(5) 家庭的保育事業 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３

第９項に規定する家庭的保育事業をいう。

(6) 小規模保育事業 児童福祉法第６条の３第１０項に規定する小規模保

育事業をいう。
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(7) 居宅訪問型保育事業 児童福祉法第６条の３第１１項に規定する居宅

訪問型保育事業をいう。

(8) 事業所内保育事業 児童福祉法第６条の３第１２項に規定する事業所

内保育事業をいう。

(9) 支給認定 法第２０条第４項に規定する支給認定をいう。

(10) 支給認定保護者 法第２０条第４項に規定する支給認定保護者をいう。

(11) 支給認定子ども 法第２０条第４項に規定する支給認定子どもをいう。

(12) 支給認定証 法第２０条第４項に規定する支給認定証をいう。

(13) 支給認定の有効期間 法第２１条に規定する支給認定の有効期間をい

う。

(14) 教育・保育 法第１４条第１項に規定する教育・保育をいう。

(15) 特定教育・保育施設 法第２７条第１項に規定する特定教育・保育施

設をいう。

(16) 特定教育・保育 法第２７条第１項に規定する特定教育・保育をいう。

(17) 法定代理受領 法第２７条第５項（法第２８条第４項において準用す

る場合を含む。）又は法第２９条第５項（法第３０条第４項において準用

する場合を含む。）の規定により市町村（特別区を含む。以下同じ。）が

支払う特定教育・保育（特別利用保育及び特別利用教育を含む。次条第１

項及び第２項において同じ。）又は特定地域型保育（特別利用地域型保育

及び特定利用地域型保育を含む。次条第１項及び第２項において同じ。）

に要した費用の額の一部を、支給認定保護者に代わり特定教育・保育施設

又は特定地域型保育事業者が受領することをいう。

(18) 特定地域型保育事業 法第４３条第３項に規定する特定地域型保育事

業をいう。

(19) 特定地域型保育事業者 法第２９条第１項に規定する特定地域型保育

事業者をいう。

(20) 特定地域型保育 法第２９条第１項に規定する特定地域型保育をいう。

(21) 特別利用保育 法第２８条第１項第２号に規定する特別利用保育をい

う。

(22) 特別利用教育 法第２８条第１項第３号に規定する特別利用教育をい

う。

(23) 特別利用地域型保育 法第３０条第１項第２号に規定する特別利用地

域型保育をいう。

(24) 特定利用地域型保育 法第３０条第１項第３号に規定する特定利用地

域型保育をいう。

（一般原則）
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第３条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者（以下「特定教育・保

育施設等」という。）は、良質かつ適切な内容及び水準の特定教育・保育又

は特定地域型保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長す

るために適切な環境が等しく確保されることを目指すものでなければならな

い。

２ 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就

学前子どもの意思及び人格を尊重して、常に当該小学校就学前子どもの立場

に立って特定教育・保育又は特定地域型保育を提供するように努めなければ

ならない。

３ 特定教育・保育施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行

い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・

子育て支援事業（法第５９条に規定する地域子ども・子育て支援事業をいう。

以下同じ。）を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービ

ス若しく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。

４ 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就

学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な

体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を

講ずるよう努めなければならない。

第２章 特定教育・保育施設の運営に関する基準

第１節 利用定員に関する基準

第４条 特定教育・保育施設（認定こども園及び保育所に限る。）は、その利

用定員（法第２７条第１項の確認において定めるものに限る。以下この章に

おいて同じ。）の数を２０人以上とする。

２ 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区分に応

じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めるも

のとする。ただし、法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもの

区分にあっては、満１歳に満たない小学校就学前子ども及び満１歳以上の小

学校就学前子どもに区分して定めるものとする。

(1) 認定こども園 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

(2) 幼稚園 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分

(3) 保育所 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもの区分

及び同項第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分

第２節 運営に関する基準

（内容及び手続の説明及び同意）
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第５条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の開始に際しては、あ

らかじめ、利用の申込みを行った支給認定保護者（以下「利用申込者」とい

う。）に対し、第２０条に規定する運営規程の概要、職員の勤務体制、利用

者負担その他の利用申込者の教育・保育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、当該提供の開始について利用申込者

の同意を得なければならない。

２ 特定教育・保育施設は、利用申込者からの申出があった場合には、前項の

規定による文書の交付に代えて、第５項で定めるところにより、当該利用申

込者の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの

（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができ

る。この場合において、当該特定教育・保育施設は、当該文書を交付したも

のとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの

ア 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と利用申込者の使用に係

る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用

に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

イ 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに

記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者

の閲覧に供し、当該利用申込者の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける

旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定教育・保育

施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する

方法）

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一

定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイル

に前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者がファイルへの記録を出力することによ

る文書を作成することができるものでなければならない。

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、特定教育・保育施設の使用に

係る電子計算機と利用申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接

続した電子情報処理組織をいう。

５ 特定教育・保育施設は、第２項の規定により第１項に規定する重要事項を

提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者に対し、その用いる

次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承

諾を得なければならない。
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(1) 第２項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

６ 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設は、当該利用申込者から

文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があっ

たときは、当該利用申込者に対し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁

的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者が再び前項の規定

による承諾をした場合は、この限りでない。

（正当な理由のない提供拒否の禁止等）

第６条 特定教育・保育施設は、支給認定保護者から利用の申込みを受けたと

きは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

２ 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。）は、利用の申込みに係る法第１９条第１項第１号に掲げる小学校

就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が、当該特定教育・保

育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超

える場合においては、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該

特定教育・保育施設の設置者の教育・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選考しなければならない。

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項におい

て同じ。）は、利用の申込みに係る法第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及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同

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支給認定子ども

の総数が、当該特定教育・保育施設の同項第２号又は第３号に掲げる小学校

就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、支給認

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支給認定子どもが優先的に利用できるよう、選考す

るものとする。

４ 前２項に規定する場合においては、特定教育・保育施設は、これらの項に

規定する選考の方法をあらかじめ支給認定保護者に明示した上で、当該選考

を行わなければならない。

５ 特定教育・保育施設は、利用申込者に係る支給認定子どもに対し自ら適切

な教育・保育を提供することが困難である場合は、適切な特定教育・保育施

設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなけれ

ばならない。

（あっせん、調整及び要請に対する協力）

第７条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の利用について法第
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４２条第１項の規定により市町村が行うあっせん及び要請に対し、できる限

り協力しなければならない。

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項におい

て同じ。）は、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

どもに該当する支給認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の利用につい

て児童福祉法第２４条第３項（同法第７３条第１項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）の規定により市町村が行う調整及び要請に対し、で

きる限り協力しなければならない。

（受給資格等の確認）

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場合は、

必要に応じて、支給認定保護者の提示する支給認定証（支給認定保護者が支

給認定証の交付を受けていない場合にあっては、子ども・子育て支援法施行

規則（平成２６年内閣府令第４４号）第７条第２項に規定する通知）によっ

て、支給認定の有無、支給認定子どもの該当する法第１９条第１項各号に掲

げる小学校就学前子どもの区分、支給認定の有効期間、保育必要量（法第２

０条第３項に規定する保育必要量をいう。）等を確かめるものとする。

（支給認定の申請に係る援助）

第９条 特定教育・保育施設は、支給認定を受けていない保護者から利用の申

込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに支給認定の申請

が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

２ 特定教育・保育施設は、支給認定の変更の認定の申請が遅くとも支給認定

保護者が受けている支給認定の有効期間の満了日の３０日前には行われるよ

う必要な援助を行わなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理

由がある場合には、この限りでない。

（心身の状況等の把握）

第１０条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供に当たっては、支給

認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施設

等の利用状況等の把握に努めなければならない。

（小学校等との連携）

第１１条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の終了に際しては、

支給認定子どもについて、小学校における教育又は他の特定教育・保育施設

等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資するよう、支

給認定子どもに係る情報の提供その他小学校、特定教育・保育施設等、地域

子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関との密接な連携に努めなけれ

ばならない。

（特定教育・保育の提供の記録）
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第１２条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供した際は、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。

（利用者負担額等の受領）

第１３条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育（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。）を提供した

際は、支給認定保護者から当該特定教育・保育に係る利用者負担額（法第２

７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号に規定する市町村が定め

る額とする。）をいう。）の支払を受けるものとする。

２ 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、支給認定保護者

から、当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額（法第２７条第

３項第１号に掲げる額（その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額

を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額）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）をいう。次項において同じ。）の支払

を受けるものとする。

３ 特定教育・保育施設は、前２項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育

の提供に当たって、当該特定教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であ

ると認められる対価について、当該特定教育・保育に要する費用として見込

まれるものの額と特定教育・保育費用基準額との差額に相当する金額の範囲

内で設定する額の支払を支給認定保護者から受けることができる。

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育

において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の

支払を支給認定保護者から受けることができる。

(1) 日用品、文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要する費

用

(2) 特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用

(3) 食事の提供に要する費用（法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学

前子どもに対する食事の提供に要する費用を除き、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。）
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(4) 特定教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、特定教育・保育において提供される便宜に

要する費用のうち、特定教育・保育施設の利用において通常必要とされる

ものに係る費用であって、支給認定保護者に負担させることが適当と認め

られるもの

５ 特定教育・保育施設は、前各項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費

用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給認定保護者に対し交付しなけ

ればならない。

６ 特定教育・保育施設は、第３項及び第４項の規定による金銭の支払を求め

る際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに支給認定保護者に金銭の

支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給認定保

護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、

同項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によることを要し

ない。

（施設型給付費等の額に係る通知等）

第１４条 特定教育・保育施設は、法定代理受領により特定教育・保育に係る

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い、法第２８

条第１項に規定する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。）の支給を受けた場合は、支給認定保護者に対し、当該支給認定

保護者に係る施設型給付費の額を通知しなければならない。

２ 特定教育・保育施設は、前条第２項の法定代理受領を行わない特定教育・

保育に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定教育・保育の

内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定教育・保育を提

供したことを証する書類を支給認定保護者に対して交付しなければならない。

（特定教育・保育の取扱方針）

第１５条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、そ

れぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等

に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。

(1) 幼保連携型認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下この号及び

次号において「認定こども園法」という。）第２条第７項に規定する幼保

連携型認定こども園をいう。以下同じ。） 幼保連携型認定こども園教育・

保育要領（認定こども園法第１０条第１項の規定に基づき主務大臣が定め

る幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関す

る事項をいう。次項において同じ。）

(2) 認定こども園（認定こども園法第３条第１項又は第３項の認定を受けた
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施設及び同条第１１項の規定による公示がされたものに限る。） 次号及

び第４号に掲げる事項

(3) 幼稚園 幼稚園教育要領（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第２

５条の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育

内容に関する事項をいう。）

(4) 保育所 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３５条の規定に基づき保育所における保育の内容について

厚生労働大臣が定める指針

２ 前項第２号に掲げる認定こども園が特定教育・保育を提供するに当たって

は、同号に定めるもののほか、幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏

まえなければならない。

（特定教育・保育に関する評価等）

第１６条 特定教育・保育施設は、自らその提供する特定教育・保育の質の評

価を行い、常にその改善を図らなければならない。

２ 特定教育・保育施設は、定期的に当該特定教育・保育施設を利用する支給

認定保護者その他の特定教育・保育施設の関係者（当該特定教育・保育施設

の職員を除く。）による評価又は外部の者による評価を受けて、それらの結

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。

（相談及び援助）

第１７条 特定教育・保育施設は、常に支給認定子どもの心身の状況、その置

かれている環境等の的確な把握に努め、支給認定子ども又はその保護者に対

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。

（緊急時等の対応）

第１８条 特定教育・保育施設の職員は、現に特定教育・保育の提供を行って

いるときに支給認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、

速やかに当該支給認定子どもの保護者又は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。

（支給認定保護者に関する市町村への通知）

第１９条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を受けている支給認定子ど

もの保護者が偽りその他不正な行為によって施設型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当該施設型給付

費の支給に係る市町村に通知しなければならない。

（運営規程）

第２０条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の運営についての重

要事項に関する規程（第２３条において「運営規程」という。）を定めてお
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かなければならない。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 提供する特定教育・保育の内容

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容

(4) 特定教育・保育の提供を行う日（法第１９条第１項第１号に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっては、学期

を含む。以下この号において同じ。）及び時間並びに特定教育・保育の提

供を行わない日

(5) 支給認定保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類、支払を求

める理由及びその額

(6) 第４条第２項各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員

(7) 特定教育・保育施設の利用の開始及び終了に関する事項並びに特定教

育・保育施設の利用に当たっての留意事項（第６条第２項及び第３項に規

定する選考の方法を含む。）

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他特定教育・保育施設の運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第２１条 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対し、適切な特定教育・

保育を提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければ

ならない。

２ 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の職員によって特定教育・

保育を提供しなければならない。ただし、支給認定子どもに対する特定教育・

保育の提供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 特定教育・保育施設は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確

保しなければならない。

（利用定員の遵守）

第２２条 特定教育・保育施設は、利用定員を超えて特定教育・保育の提供を

行ってはならない。ただし、年度中における特定教育・保育に対する需要の

増大への対応、法第３４条第５項に規定する便宜の提供への対応、児童福祉

法第２４条第５項又は第６項に規定する措置への対応、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。

（掲示）

第２３条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見やすい場所に、

運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他の利用申込者の特定
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教育・保育施設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。

（支給認定子どもを平等に取り扱う原則）

第２４条 特定教育・保育施設においては、支給認定子どもの国籍、信条、社

会的身分又は特定教育・保育の提供に要する費用を負担するか否かによって、

差別的取扱いをしてはならない。

（虐待等の禁止）

第２５条 特定教育・保育施設の職員は、支給認定子どもに対し、児童福祉法

第３３条の１０各号に掲げる行為その他当該支給認定子どもの心身に有害な

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２６条 特定教育・保育施設（幼保連携型認定こども園及び保育所に限る。

以下この条において同じ。）の長たる特定教育・保育施設の管理者は、支給

認定子どもに対し児童福祉法第４７条第３項の規定により懲戒に関しその支

給認定子どもの福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、

人格を辱める等その権限を濫用してはならない。

（秘密保持等）

第２７条 特定教育・保育施設の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その

業務上知り得た支給認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

２ 特定教育・保育施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務

上知り得た支給認定子ども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 特定教育・保育施設は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・

子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、支給認定子どもに関する情

報を提供する際には、あらかじめ文書により当該支給認定子どもの保護者の

同意を得ておかなければならない。

（情報の提供等）

第２８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育施設を利用しようとする小

学校就学前子どもに係る支給認定保護者が、その希望を踏まえて適切に特定

教育・保育施設を選択することができるように、当該特定教育・保育施設が

提供する特定教育・保育の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければ

ならない。

２ 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設について広告をする場合

において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。

（利益供与等の禁止）

第２９条 特定教育・保育施設は、利用者支援事業（法第５９条第１号に規定
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する事業をいう。）その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者（次項に

おいて「利用者支援事業者等」という。）、教育・保育施設（法第７条第４

項に規定する教育・保育施設をいう。次項において同じ。）若しくは地域型

保育（同条第５項に規定する地域型保育をいう。次項及び第３９条第４項に

おいて同じ。）を行う者等又はその職員に対し、小学校就学前子ども又はそ

の家族に対して当該特定教育・保育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 特定教育・保育施設は、利用者支援事業者等、教育・保育施設若しくは地

域型保育を行う者等又はその職員から、小学校就学前子ども又はその家族を

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３０条 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する支給

認定子ども又は支給認定保護者その他の当該支給認定子どもの家族（以下こ

の条において「支給認定子ども等」という。）からの苦情に迅速かつ適切に

対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を

講じなければならない。

２ 特定教育・保育施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内

容等を記録しなければならない。

３ 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する支給認定子

ども等からの苦情に関して市町村が実施する事業に協力するよう努めなけれ

ばならない。

４ 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関し、法第１４条

第１項の規定により市町村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市町村の職員からの質問若しくは特定教育・保

育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、及び支給認定子

ども等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村か

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。

５ 特定教育・保育施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善

の内容を当該市町村に報告しなければならない。

（地域との連携等）

第３１条 特定教育・保育施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその

自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければな

らない。

（事故発生の防止及び発生時の対応）
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第３２条 特定教育・保育施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、

次の各号に定める措置を講じなければならない。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された

事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、

当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体

制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行

うこと。

２ 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供に

より事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該支給認定子どもの家族等

に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

３ 特定教育・保育施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置に

ついて記録しなければならない。

４ 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供に

より賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければな

らない。

（会計の区分）

第３３条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の事業の会計をその他の事

業の会計と区分しなければならない。

（記録の整備）

第３４条 特定教育・保育施設は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備

しておかなければならない。

２ 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供に

関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなけ

ればならない。

(1) 第１５条第１項各号に定めるものに基づく特定教育・保育の提供に当た

っての計画

(2) 第１２条に規定する提供した特定教育・保育に係る必要な事項の記録

(3) 第１９条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 第３０条第２項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第３２条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置に

ついての記録

第３節 特例施設型給付費に関する基準

（特別利用保育の基準）

第３５条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以下この条において同じ。）
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が法第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支給認定

子どもに対し特別利用保育を提供する場合には、法第３４条第１項第３号に

規定する基準を遵守しなければならない。

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場合に

は、当該特別利用保育に係る法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する支給認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用し

ている同項第２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の

総数が、第４条第２項第３号の規定により定められた法第１９条第１項第２

号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の総数を超えないものとする。

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用保育を提供する場合

には、特定教育・保育には特別利用保育を含むものとして、本章（第６条第

３項及び第７条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合において、第

６条第２項中「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。）」とあるのは「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。）」と、「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」とあるのは「同号又は

同項第２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」とする。

（特別利用教育の基準）

第３６条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以下この条において同じ。）

が法第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支給認定

子どもに対し、特別利用教育を提供する場合には、法第３４条第１項第２号

に規定する基準を遵守しなければならない。

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場合に

は、当該特別利用教育に係る法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する支給認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用し

ている同項第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の

総数が、第４条第２項第２号の規定により定められた法第１９条第１項第１

号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の総数を超えないものとする。

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を提供する場合

には、特定教育・保育には特別利用教育を含むものとして、本章（第６条第

３項及び第７条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合において、第

６条第２項中「利用の申込みに係る法第１９条第１項第１号に掲げる小学校

就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第１９条第１項第２号に

掲げる小学校就学前子ども」と、「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」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
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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「除く。）」とする。

第３章 特定地域型保育事業の運営に関する基準

第１節 利用定員に関する基準

第３７条 特定地域型保育事業のうち、家庭的保育事業にあってはその利用定

員（法第２９条第１項の確認において定めるものに限る。以下この章におい

て同じ。）の数を１人以上５人以下とし、小規模保育事業A型（家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）第２

７条に規定する小規模保育事業A型をいう。）及び小規模保育事業B型（同条

に規定する小規模保育事業B型をいう。）にあってはその利用定員の数を６人

以上１９人以下とし、小規模保育事業C型（同条に規定する小規模保育事業C

型をいう。附則第４条において同じ。）にあってはその利用定員の数を６人

以上１０人以下とし、居宅訪問型保育事業にあってはその利用定員の数を１

人とする。

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域型保育

の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所（以下「特定地域型保育事業

所」という。）ごとに、法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子ど

もに係る利用定員（事業所内保育事業を行う事業所にあっては、家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準第４２条の規定を踏まえ、その雇用する

労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育事業

を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども（当該事業

所内保育事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主団体の構成員であ

る事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等

（児童福祉法第６条の３第１２項第１号ハに規定する共済組合等をいう。）

に係るものにあっては共済組合等の構成員（同号ハに規定する共済組合等の

構成員をいう。）の監護する小学校就学前子どもとする。）及びその他の小

学校就学前子どもごとに定める法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学

前子どもに係る利用定員とする。）を、満１歳に満たない小学校就学前子ど

もと満１歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。

第２節 運営に関する基準

（内容及び手続の説明及び同意）

第３８条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の開始に際しては、

あらかじめ、利用申込者に対し、第４６条に規定する事業の運営についての

重要事項に関する規程の概要、第４２条に規定する連携施設の種類及び名称、

当該連携施設が行う連携協力の概要、職員の勤務体制、利用者負担その他の

利用申込者の保育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
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して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければな

らない。

２ 第５条第２項から第６項までの規定は、前項の規定による文書の交付につ

いて準用する。

（正当な理由のない提供拒否の禁止等）

第３９条 特定地域型保育事業者は、支給認定保護者から利用の申込みを受け

たときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第１９条第１項第３号に

掲げる小学校就学前子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している同

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が、当該特

定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定

員の総数を超える場合においては、支給認定に基づき、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支給認定

子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。

３ 前項に規定する場合においては、特定地域型保育事業者は、同項に規定す

る選考の方法をあらかじめ支給認定保護者に明示した上で、当該選考を行わ

なければならない。

４ 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供体制の確保が困難である場合

その他利用申込者に係る支給認定子どもに対し自ら適切な教育・保育を提供

することが困難である場合は、第４２条に規定する連携施設その他の適切な

特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速

やかに講じなければならない。

（あっせん、調整及び要請に対する協力）

第４０条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業の利用について法第

５４条第１項の規定により市町村が行うあっせん及び要請に対し、できる限

り協力しなければならない。

２ 特定地域型保育事業者は、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に係る特定地域型保育事業の利用について

児童福祉法第２４条第３項（同法第７３条第１項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）の規定により市町村が行う調整及び要請に対し、でき

る限り協力しなければならない。

（心身の状況等の把握）

第４１条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供に当たっては、支

給認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施

設等の利用状況等の把握に努めなければならない。

（特定教育・保育施設等との連携）
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第４２条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下

この項において同じ。）は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及

び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携

協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所（以下「連携施設」という。）

を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、連

携施設の確保が著しく困難であると市が認めるものにおいて特定地域型保育

事業を行う特定地域型保育事業者については、この限りでない。

(1) 特定地域型保育の提供を受けている支給認定子どもに集団保育を体験

させるための機会の設定、特定地域型保育の適切な提供に必要な特定地域

型保育事業者に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行う

こと。

(2) 必要に応じて、代替保育（特定地域型保育事業所の職員の病気、休暇等

により特定地域型保育を提供することができない場合に、当該特定地域型

保育事業者に代わって提供する特定教育・保育をいう。）を提供すること。

(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けていた

支給認定子ども（事業所内保育事業を利用する支給認定子どもにあっては、

第３７条第２項に規定するその他の小学校就学前子どもに限る。以下この

号において同じ。）を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該

支給認定子どもに係る支給認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携

施設において受け入れて教育・保育を提供すること。

２ 居宅訪問型保育事業を行う者は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準第３７条第１号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては、

当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切な専門的な支援その他の便宜

の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設（児童福祉

法第４２条に規定する障害児入所施設をいう。）その他の市の指定する施設

（以下この項において「居宅訪問型保育連携施設」という。）を適切に確保

しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、居宅訪問型保育

連携施設の確保が著しく困難であると市が認めるものにおいて居宅訪問型保

育を行う居宅訪問型保育事業者については、この限りでない。

３ 事業所内保育事業を行う者であって、第３７条第２項の規定により定める

利用定員が２０人以上のものについては、第１項本文の規定にかかわらず、

連携施設の確保に当たって、同項第１号及び第２号に係る連携協力を求める

ことを要しない。

４ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の終了に際しては、支給

認定子どもについて、連携施設又は他の特定教育・保育施設等において継続

的に提供される教育・保育との円滑な接続に資するよう、支給認定子どもに
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係る情報の提供その他連携施設、特定教育・保育施設等、地域子ども・子育

て支援事業を行う者等との密接な連携に努めなければならない。

（利用者負担額等の受領）

第４３条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育（特別利用地域型保育及

び特定利用地域型保育を含む。以下この条において同じ。）を提供した際は、

支給認定保護者から当該特定地域型保育に係る利用者負担額（法第２９条第

３項第２号に掲げる額（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

る市町村が定める額とする。）をいう。）の支払を受けるものとする。

２ 特定地域型保育事業者は、法定代理受領を受けないときは、支給認定保護

者から、当該特定地域型保育に係る特定地域型保育費用基準額（法第２９条

第３項第１号に掲げる額（その額が現に当該特定地域型保育に要した費用の

額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額）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）をいう。次項において同じ。）の支払を受けるものとする。

３ 特定地域型保育事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特定地域型保

育の提供に当たって、当該特定地域型保育の質の向上を図る上で特に必要で

あると認められる対価について、当該特定地域型保育に要する費用として見

込まれるものの額と特定地域型保育費用基準額との差額に相当する金額の範

囲内で設定する額の支払を支給認定保護者から受けることができる。

４ 特定地域型保育事業者は、前３項の支払を受ける額のほか、特定地域型保

育において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額

の支払を支給認定保護者から受けることができる。

(1) 日用品、文房具その他の特定地域型保育に必要な物品の購入に要する費

用

(2) 特定地域型保育等に係る行事への参加に要する費用

(3) 特定地域型保育事業所に通う際に提供される便宜に要する費用

(4) 前３号に掲げるもののほか、特定地域型保育において提供される便宜に

要する費用のうち、特定地域型保育事業の利用において通常必要とされる
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ものに係る費用であって、支給認定保護者に負担させることが適当と認め

られるもの

５ 特定地域型保育事業者は、前各項の費用の額の支払を受けた場合は、当該

費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給認定保護者に対し交付しな

ければならない。

６ 特定地域型保育事業者は、第３項及び第４項の規定による金銭の支払を求

める際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに支給認定保護者に金銭

の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給認定

保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、

同項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によることを要し

ない。

（特定地域型保育の取扱方針）

第４４条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準第３５条の規定に基づき保育所における保育の内容について厚生労働大臣

が定める指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、小学校就学前子ど

もの心身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を適切に行わなければな

らない。

（特定地域型保育に関する評価等）

第４５条 特定地域型保育事業者は、自らその提供する特定地域型保育の質の

評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

２ 特定地域型保育事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、それら

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。

（運営規程）

第４６条 特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる事業の運営についての

重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 提供する特定地域型保育の内容

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容

(4) 特定地域型保育の提供を行う日及び時間並びに特定地域型保育の提供

を行わない日

(5) 支給認定保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類、支払を求

める理由及びその額

(6) 利用定員

(7) 特定地域型保育事業の利用の開始及び終了に関する事項並びに特定地

域型保育事業の利用に当たっての留意事項（第３９条第２項に規定する選

考の方法を含む。）
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(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他特定地域型保育事業の運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第４７条 特定地域型保育事業者は、支給認定子どもに対し、適切な特定地域

型保育を提供することができるよう、特定地域型保育事業所ごとに職員の勤

務の体制を定めておかなければならない。

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業所ごとに、当該特定地域型

保育事業所の職員によって特定地域型保育を提供しなければならない。ただ

し、支給認定子どもに対する特定地域型保育の提供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 特定地域型保育事業者は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を

確保しなければならない。

（利用定員の遵守）

第４８条 特定地域型保育事業者は、利用定員を超えて特定地域型保育の提供

を行ってはならない。ただし、年度中における特定地域型保育に対する需要

の増大への対応、法第４６条第５項に規定する便宜の提供への対応、児童福

祉法第２４条第６項に規定する措置への対応、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。

（記録の整備）

第４９条 特定地域型保育事業者は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整

備しておかなければならない。

２ 特定地域型保育事業者は、支給認定子どもに対する特定地域型保育の提供

に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しな

ければならない。

(1) 第４４条に定めるものに基づく特定地域型保育の提供に当たっての計

画

(2) 次条において準用する第１２条に規定する提供した特定地域型保育に

係る必要な事項の記録

(3) 次条において準用する第１９条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第３０条第２項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第３２条第３項に規定する事故の状況及び事故

に際して採った処置についての記録

（準用）

第５０条 第８条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。）、第１
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７条から第１９条まで及び第２３条から第３３条までの規定は、特定地域型

保育事業について準用する。この場合において、第１４条第１項中「特定教

育・保育に係る施設型給付費（法第２７条第１項に規定する施設型給付費を

いい、法第２８条第１項に規定する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「特定地域型保育（特別利用地域

型保育及び特定利用地域型保育を含む。第５０条において準用する次項及び

第１９条において同じ。）に係る地域型保育給付費（法第２９条第１項に規

定する地域型保育給付費をいい、法第３０条第１項に規定する特例地域型保

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。）」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項及び第１９条中「特定教育・保育」とあるのは「特定地域型保育」

と、同条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、第２３条

中「運営規程」とあるのは「第４６条に規定する事業の運営についての重要

事項に関する規程」と読み替えるものとする。

第３節 特例地域型保育給付費に関する基準

（特別利用地域型保育の基準）

第５１条 特定地域型保育事業者が法第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支給認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する

場合には、法第４６条第１項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守し

なければならない。

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供す

る場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第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支給認定子ども及び特定地域型保育事業所

を現に利用している同項第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（次条第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支給認定子どもを含む。）の総数が、

第３７条第２項の規定により定められた利用定員の総数を超えないものとす

る。

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提供

する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を含むものとして、

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。

（特定利用地域型保育の基準）

第５２条 特定地域型保育事業者が法第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支給認定子どもに対し特定利用地域型保育を提供する

場合には、法第４６条第１項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守し
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なければならない。

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提供す

る場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第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支給認定子ども及び特定地域型保育事業所

を現に利用している同項第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（前条第１項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合に

あっては、当該特別利用地域型保育の対象となる法第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支給認定子どもを含む。）の総数が、

第３７条第２項の規定により定められた利用定員の総数を超えないものとす

る。

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型保育を提供

する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を含むものとして、

本章の規定を適用する。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、法の施行の日から施行する。

（特定保育所に関する特例）

第２条 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。）が特定教育・保育を提供する場合にあっては、当分の間、

第１３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、同条第３項中「額の支払を」とあるのは「額の支払を、市町村の同

意を得て、」と、第１９条中「施設型給付費の支給を受け、又は受けようと

したとき」とあるのは「法附則第６条第１項の規定による委託費の支払の対

象となる特定教育・保育の提供を受け、又は受けようとしたとき」と、「当

該施設型給付費の支給」とあるのは「当該委託費の支払」とし、第６条及び

第７条の規定は適用しない。

２ 特定保育所は、市町村から児童福祉法第２４条第１項の規定に基づく保育

所における保育を行うことの委託を受けたときは、正当な理由がない限り、

これを拒んではならない。

（施設型給付費等に関する経過措置）

第３条 特定教育・保育施設が法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前
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子どもに該当する支給認定子どもに対して特定教育・保育又は特別利用保育

を提供する場合においては、当分の間、第１３条第１項中「法第２７条第３

項第２号に掲げる額」とあるのは「法附則第９条第１項第１号イに規定する

市町村が定める額」と、「法第２８条第２項第２号に規定する市町村が定め

る額」とあるのは「同項第２号ロ(1)に規定する市町村が定める額」と、「同

項第３号」とあるのは「法第２８条第２項第３号」と、同条第２項中「法第

２７条第３項第１号に掲げる額（その額が現に当該特定教育・保育に要した

費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額）」と

あるのは「法附則第９条第１項第１号イに規定する内閣総理大臣が定める基

準により算定した額（その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を

超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額）及び同号ロに規

定する市町村が定める額の合計額」と、「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）」とあるのは「同項第２号ロ(1)に規定する内閣総理大臣が定め

る基準により算定した額（その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額

を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額）及び同号ロ(2)に

規定する市町村が定める額の合計額」と、「同項第３号」とあるのは「法第

２８条第２項第３号」とする。

２ 特定地域型保育事業者が法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する支給認定子どもに対して特別利用地域型保育を提供する場合

においては、当分の間、第４３条第１項中「法第３０条第２項第２号に規定

する市町村が定める額」とあるのは「法附則第９条第１項第３号イ(1)に規定

する市町村が定める額」と、「同項第３号」とあるのは「法第３０条第２項

第３号」と、同条第２項中「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（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）」とあるのは「法附則第９条第１項第３号イ(1)に規定する内閣

総理大臣が定める基準により算定した額（その額が現に当該特別利用地域型

保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要し

た費用の額）及び同号イ(2)に規定する市町村が定める額の合計額」と、「同

項第３号」とあるのは「法第３０条第２項第３号」とする。

（小規模保育事業C型の利用定員に関する経過措置）

第４条 小規模保育事業C型にあっては、この条例の施行の日から起算して５年

を経過する日までの間、第３７条第１項中「６人以上１０人以下」とあるの

は、「６人以上１５人以下」とする。
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（連携施設に関する経過措置）

第５条 特定地域型保育事業者は、連携施設の確保が著しく困難であって、法

第５９条第４号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行う

ことができると市が認める場合は、第４２条第１項本文の規定にかかわらず、

この条例の施行の日から起算して５年を経過する日までの間、連携施設を確

保しないことができる。

附 則（平成２９年１２月２７日条例第３４号）

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１５条第１項第２号の改正

規定は、平成３０年４月１日から施行する。
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篠山市篠山伝統的建造物群保存地区保存計画変更の概要

平成 28 年 12 月 28 日付け篠山市教育委員会告示第 16 号で篠山市篠山伝統的建造物群保存地

区保存計画（以下「保存計画」）を変更した後に、所有者が新たに伝統的建造物として特定を受

けることに同意された建造物 1 件について、保存計画の一部（特定物件一覧及び位置図）を変

更する必要が生じた。

保存計画の変更について、丹波篠山市伝統的建造物群保存地区保存条例第３条第４項の規定

に基づき丹波篠山市伝統的建造物群保存地区保存審議会の意見を聴くため、令和元年 12 月 16

日開催の審議会に諮り、承認を受け、同年 12 月 24 日付で保存計画変更の教育委員会告示を行

う。

記

１ 伝統的建造物の追加

（１）新たに特定する伝統的建造物一覧

増減 名称 保存計画番号 種別 員数 所在地 原因

増 山本家 上 39-Ａ1 建築物 主屋 １ 河原町 4、4-3 特定同意

（２）変更に伴う伝統的建造物等の件数一覧

項  目
伝統的建造物

環境物件
特定物件

総  数建築物 工作物

候補物件 ２４２ ７２ １０７ ４２１

変 更 前 ２２１ ６５ ７１ ３５７

変更に伴う増減数 １ ０ ０   １

変 更 後 ２２２ ６５ ７１ ３５８

※参考(選定時件数) （１７４） （５１） （６８） （２９３）
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追加する伝統的建造物の保存地区内における位置を示す図面

【保存地区全体図】

【周辺拡大図】

上 39 山本家
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山本家平面図

                                                    指定範囲
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篠山市福住伝統的建造物群保存地区保存計画変更の概要

平成 29 年 12 月 28 日付け篠山市教育委員会告示第 25 号で篠山市福住伝統的建造物群保存地

区保存計画（以下「保存計画」）を変更した後に、新たに伝統的建造物１件及びについて、所有

者の特定同意を得ました。

保存計画の変更について、丹波篠山市伝統的建造物群保存地区保存条例第３条第４項の規定

に基づき丹波篠山市伝統的建造物群保存地区保存審議会の意見を聴くために、令和元年 12 月

16 日開催の審議会に諮り、承認を受けたため、同年 12 月 24 日付で保存計画変更の教育委員会

告示を行います。

記

１ 伝統的建造物及び環境物件の追加

（１）新たに特定する伝統的建造物及び環境物件一覧

№ 名称 保存計画番号 種別 員数 所在地 建築年代

1 足立家 東 20-B 建築物 離れ １ 安口 443-2 昭和前期

項 目
伝統的建造物 環境物件

合 計
建築物 工作物

候補物件の件数 215 65 23 303

変更前の特定物件件数 169 55 22 246

変更に伴う増減数 1 0 0 1

変更後の特定物件件数 170 55 22 247

※選定時の特定物件件数 150 52 21 223
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追加する伝統的建造物の保存地区内における位置を示す図面

【保存地区全体図】

【周辺拡大図】

東 20足立家

離れ
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特定調査_東 20 足立家離れ

住所：安口 443-2・855

調査対象棟：離れ  特定済：土蔵、前庭

所見

離れ：木造平屋建、屋根桟瓦葺一方入母屋造一方切妻造平入。間口約 7.5m 奥行約 5m。間取りは出入口

兼用の縁側に沿って座敷、６帖の２室が東西に並ぶ。縁側突き当たりには南側に張り出す形で便所を配す

る。東端には 1.5 間×0.5 間の押入を外壁から突出させている。また建物東隣には倉庫との間に北側道路へ

至る敷地内通路があり、押入の下を潜って門から出入りする。内部仕上げは竿縁天井、壁土塗りを基本と

する。座敷床柱は絞り丸太、その他内部造作材も含め無塗装である。外部仕上げは外壁漆喰塗り、腰焼杉

板張り。建具は木製ガラス戸で、北側窓手摺を取替えている他は建設当初のものと思われる。内部外部と

も建設当初の姿をよく残している。建設年代は昭和１０年頃（所有者聞き取りによる）と推定される。

敷地は安口東集落、西京街道の北側に位置する。南北２面で接道しており、南道路側（旧京街道側）に

は主屋、前庭（特定済）、作業場、奥に倉庫、中庭を挟んで北道路側には土蔵（特定済、推定建設年代：明

治）、離れ（今回特定申請）、倉庫が存在する。中庭からは籾井川、国道 372 号線を挟んで北側の山頂部

が借景として望見できる。敷地地盤は南北で高低差があり、特に北道路側では高さ約 1m の石垣が、敷地

を越えて東西に連続する。

なお敷地内の建物では、北道路側の倉庫は外観目視ではある程度年代を経ている。また北道路を挟んだ

所有者の敷地には納屋と倉庫があり、この内、納屋も外観目視では増築部分以外はある程度年代を経てお

り将来特定の可能性もあると思われる。環境物件としては、北道路側に連続した石垣も年代を経ていると

思われる。

43



44



特定調査

東２０足立家離れ

撮影：R1年7月

01北面（道路側）

北西より

02北面（道路側）

北東より

03北面・東面（道路

側）

北東より、遠景
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04東面

05南面・東面（中庭

側）南東より、遠景

06南面（中庭側）
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サビ

07南面（中庭側）

１階廻り、南西より

08東側出入口廻り、

道路側

09東側出入口廻り、

中庭側
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10座敷、

床の間方向

11座敷、

北窓方向

12 ６帖、

押入方向
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13縁側

14北側倉庫

15北敷地納屋
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「令和２年度丹波篠山の教育」策定に係る教育委員会協議（12/24）を踏まえ

た修正個所一覧

No

「丹波篠山の教育」

施策の基本方向番号

及び取組名

意見 修正について

1

1-1“子育ていちばん”

に向けて

(2)就学前の保育環境

の整備 p.2

②保育園・幼稚園・こども園・預か

り保育についての今後のあり方検

討はもっと具体的に記載した方が

いのではないか。

方向性が決定したことにより、以下

のとおり修正。

「保育園・幼稚園・こども園・預か

り保育について、社会情勢と地域の

実情を把握し、今後のあり方を検討

します。」

を、

「課題となっていた篠山・たまみ

ず・岡野幼稚園区における教育・保

育の今後のあり方について、令和元

年度に開催した3幼稚園区のあり方

検討会において、3 幼稚園区対象の

預かり保育を1カ所で実施すること

に決定し、令和 3年 4月からの開設

に向け整備します。」

【こども未来課】

2

1-2 子どもの根っこ

を育てる環境づくり

(1)ふた葉プロジェク

トの推進 p.3

幼児教育の特色を入れてはどうか。 修正なし

→再検討の結果、来年度の特色とな

る「どんぐりマーケット」や自然を

活かしながらの部分の掲載がある

ため。

【こども未来課】

3

2-2 豊かな心の育成

(2)学校における人権

学習の充実 p.12

「同和教育」の文言を今回追記した

理由は。

同和教育は、人権教育の根幹をなす

ものであると考えるため。また、「指

導の重点」より、「･･･同和問題が人

権問題の重要な柱であると捉えつ

つ」や、「同和教育の成果をいかし、

今日的な人権課題に取り組む･･･」

とあるため「同和教育」の文言を追

記した。
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今回の意見により、

目的・目標 「学校の教育課程全体

を通じて、人権・同和教育を推進し

ます。」の一文の前に「教育の主体

性・中立性を堅持しつつ」を更に追

記。

【学校教育課】

4

2-2 豊かな心の育成

(5)環境体験事業の充

実 p.13

「環境教育」についての記載が必

要。

2-2-(5)環境体験事業の充実に「③

地域の人材・施設等を活用したり、

丹波篠山の自然や風土をいかした

学習素材を活用し、地域の特性を踏

まえた環境教育を推進します。」を

追記した。

【学校教育課】

5

3-3 家庭の教育力の

向上

(4)家庭への情報提供

（※）p.29

「子どもが家庭や地域のなかでど

う生きるか」について、社会教育な

かにも明記したほうがいいのでは

ないか。

3-3 家庭の教育力の向上

に新たに(4)を立て、下記を追記。

(4)家庭への情報提供 継続

目的・目標

子どもたちが安心して活力ある生活

を送ることができるよう、地域と連携

して家庭教育の大切さ等を学ぶ機会

と情報を提供します。

成果指標

家庭教育力の向上につながる機会や

情報提供とすること。

青少年協議会活動の一環として、親

子で学ぶことができる生活・学習習慣

や家庭教育の大切さ等に関する講演

会の開催並びに事業の実施や情報提

供を行います。

【地域コミュニティ課】

6

3-4 教職員の資質能

力の向上

(9)丹波篠山市教育研

究所の設置 p.32

(A)教育研究所設置は令和 2 年度の

大事業なので、掲載はもっと前の方

が相応しいのではないか。

(B)目的・目標もっと具体的に記載

した方がいいのではないか。

(A)修正なし

→掲載順は、「第 3期きらめき教育

プラン」での記載順を原則としてい

るため。

(B)修正なし

→再検討の結果、他事業との整合性

もみて修正なしとする。

【学校教育課】
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