
議案第  号 

宝塚市特定教育・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 

める条例及び宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負 

担等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市特定教育・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

及び宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の一

部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和２年（２０２０年）９月  日提出 

 宝塚市長 中 川 智 子 

 

宝塚市条例第  号 
宝塚市特定教育・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 

める条例及び宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負 

 担等に関する条例の一部を改正する条例 

（宝塚市特定教育・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

例の一部改正） 

第１条 宝塚市特定教育・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年条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「第４３条第３項」を「第４３条第２項」に改める。 

第３５条第３項中「（受ける者を含む。）」の次に「」とする。」を加える。 

第３６条第３項中「（受ける者を除く。）」の次に「」とする。」を加える。 

 （宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の一

部改正） 

第２条 宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

（平成２７年条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「第４３条第３項」を「第４３条第２項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 



議案第  号 

宝塚市特定教育・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 

例及び宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する 
条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市特定教育・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年条

例第30号)新旧対照表（第1条による改正関係） 

現行 改正案 

(定義) (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、当該各号に定めるところによ

る。 

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、当該各号に定めるところによ

る。 

(1)～(23) （略） 

(24) 特定地域型保育事業 支援法第43条

第3項に規定する特定地域型保育事業をい

う。 

(1)～(23) （略) 

(24) 特定地域型保育事業 支援法第43条

第2項に規定する特定地域型保育事業をい

う。 

(25)～(29) （略） (25)～(29) （略） 

 (特別利用保育の基準) 

第35条 （略） 

2 （略） 

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、施設型給付費

には特例施設型給付費(支援法第28条第1項

の特例施設型給付費をいう。次条第3項にお

いて同じ。)を、それぞれ含むものとして、

前節(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

園及び幼稚園に限る。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教育・保育

給付認定子ども」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

る教育・保育給付認定子ども」と、第13条第

2項中「支援法第27条第3項第1号に掲げる額」

とあるのは「支援法第28条第2項第2号の内閣

総理大臣が定める基準により算定した費用

の額」と、同条第4項第3号イ(ア)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(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。) 

 (特別利用保育の基準) 

第35条 （略） 

2 （略） 

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、施設型給付費

には特例施設型給付費(支援法第28条第1項

の特例施設型給付費をいう。次条第3項にお

いて同じ。)を、それぞれ含むものとして、

前節(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

園及び幼稚園に限る。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教育・保育

給付認定子ども」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

る教育・保育給付認定子ども」と、第13条第

2項中「支援法第27条第3項第1号に掲げる額」

とあるのは「支援法第28条第2項第2号の内閣

総理大臣が定める基準により算定した費用

の額」と、同条第4項第3号イ(ア)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(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。 



 (特別利用教育の基準) 

第36条 （略） 

2 （略） 

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、施設型給付費

には特例施設型給付費を、それぞれ含むもの

として、前節(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支援

法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前

子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係

る支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校

就学前子どもの数」と、「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

る教育・保育給付認定子ども」とあるのは「現

に利用している同項第1号又は第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」と、「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」と

あるのは「当該特定教育・保育施設の同項第

1号に掲げる小学校就学前子ども」と、第13

条第2項中「支援法第27条第3項第1号に掲げ

る額」とあるのは「支援法第28条第2項第3

号の内閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の額」と、同条第4項第3号イ(ア)

中「教育・保育給付認定こども」とあるのは

「教育・保育給付認定こども(特別利用教育

を受ける者を含む。)」と、同号イ(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

者を除く。) 

 (特別利用教育の基準) 

第36条 （略） 

2 （略） 

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、施設型給付費

には特例施設型給付費を、それぞれ含むもの

として、前節(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支援

法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前

子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係

る支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校

就学前子どもの数」と、「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

る教育・保育給付認定子ども」とあるのは「現

に利用している同項第1号又は第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」と、「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」と

あるのは「当該特定教育・保育施設の同項第

1号に掲げる小学校就学前子ども」と、第13

条第2項中「支援法第27条第3項第1号に掲げ

る額」とあるのは「支援法第28条第2項第3

号の内閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の額」と、同条第4項第3号イ(ア)

中「教育・保育給付認定こども」とあるのは

「教育・保育給付認定こども(特別利用教育

を受ける者を含む。)」と、同号イ(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

者を除く。)」とする。 

 



宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年条例第

17号)新旧対照表（第2条による改正関係） 

現行 改正案 

(定義) (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、当該各号に定めるところによ

る。 

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、当該各号に定めるところによ

る。 

(1)～(7) （略） 

(8) 特定地域型保育事業 支援法第43条第

3項に規定する特定地域型保育事業をい

う。 

(1)～(7) （略） 

(8) 特定地域型保育事業 支援法第43条第

2項に規定する特定地域型保育事業をい

う。 

(9)～(14) （略） (9)～(14) （略） 

  

 



宝塚市特定教育・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

及び

宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の利⽤者負担等に関する条例

の⼀部を改正する条例について

（概要）

子ども未来部 保育企画課・保育事業課

令和2年（2020年）8月7日

第11回都市経営会議資料



１ 経緯等

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（第１０次地⽅分権

⼀括法）において、子ども・子育て⽀援法の⼀部改正が令

和２年９月１０日から施⾏されることに伴い、関連する

「宝塚市特定教育・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」及び「宝塚市特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業の利⽤者負担等に関する条

例」の⼀部を改正する。

２ 改正内容
子ども・子育て⽀援法で規定している、地域型保育事業

を⾏う者に対する確認について、事業所が所在する市町村

以外の市町村による確認を不要とする⾒直しがされたため、

第４３条第２項、第４項、第５項、第６項が削除され、第

４３条第３項が第２項に修正された。

そのため、第４３条３項を引⽤している２条例について

項番号について整理を⾏う。



４ 施⾏期日

公布の日

子ども・子育て⽀援法の改正により本市の児童が他

市の地域型保育事業を利⽤している場合において、基

準を満たしている事業所であるかを確認する必要が

あったが、事業所の所在する市町村において⾏ってい

る確認により基準を満たしているものとみなすことが

できることとなった。

本市条例の改正においては引⽤している項を整理す

るもので影響はない。

３ 改正に伴う影響



参
考
資
料







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（一部抜粋） 

 

第一章 内閣府関係 

（子ども・子育て支援法の一部改正） 

第一条 子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）の一部を次のように改正

する。 

第二十九条第一項中「当該市町村の⻑」を「市町村⻑」に改める。 

第四十三条第二項を削り、同条第三項中「、第一項」を「、前項」に改め、同項を同

条第二項とし、同条第四項から第六項までを削る。 

第四十四条第二項を削る。 

第七十七条第一項第二号中「第四十三条第三項」を「第四十三条第二項」に改める。 

 

 



子ども子育て支援法（新旧対照表）  
旧 新 

（地域型保育給付費の支給） 
第二十九条 市町村は、満三歳未満保育認定

子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内

において、当該市町村の長が地域型保育給付

費の支給に係る事業を行う者として確認す

る地域型保育を行う事業者（以下「特定地域

型保育事業者」という。）から当該確認に係

る地域型保育（以下「特定地域型保育」とい

う。）を受けたときは、内閣府令で定めると

ころにより、当該満三歳未満保育認定子ども

に係る教育・保育給付認定保護者に対し、当

該特定地域型保育（保育必要量の範囲内のも

のに限る。以下「満三歳未満保育認定地域型

保育」という。）に要した費用について、地

域型保育給付費を支給する。 

（地域型保育給付費の支給） 
第二十九条 市町村は、満三歳未満保育認定

子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内

において、市町村長が地域型保育給付費の支

給に係る事業を行う者として確認する地域

型保育を行う事業者（以下「特定地域型保育

事業者」という。）から当該確認に係る地域

型保育（以下「特定地域型保育」という。）

を受けたときは、内閣府令で定めるところに

より、当該満三歳未満保育認定子どもに係る

教育・保育給付認定保護者に対し、当該特定

地域型保育（保育必要量の範囲内のものに限

る。以下「満三歳未満保育認定地域型保育」

という。）に要した費用について、地域型保

育給付費を支給する。 
（特定地域型保育事業者の確認） 
第四十三条 第二十九条第一項の確認は、内

閣府令で定めるところにより、地域型保育事

業を行う者の申請により、地域型保育の種類

及び当該地域型保育の種類に係る地域型保

育事業を行う事業所（以下「地域型保育事業

所」という。）ごとに、第十九条第一項第三

号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用

定員（事業所内保育の事業を行う事業所（以

下「事業所内保育事業所」という。）にあっ

ては、その雇用する労働者の監護する小学校

就学前子どもを保育するため当該事業所内

保育の事業を自ら施設を設置し、又は委託し

て行う事業主に係る当該小学校就学前子ど

も（当該事業所内保育の事業が、事業主団体

に係るものにあっては事業主団体の構成員

である事業主の雇用する労働者の監護する

小学校就学前子どもとし、共済組合等（児童 

（特定地域型保育事業者の確認） 
第四十三条 第二十九条第一項の確認は、内

閣府令で定めるところにより、地域型保育事

業を行う者の申請により、地域型保育の種類

及び当該地域型保育の種類に係る地域型保

育事業を行う事業所（以下「地域型保育事業

所」という。）ごとに、第十九条第一項第三

号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用

定員（事業所内保育の事業を行う事業所（以

下「事業所内保育事業所」という。）にあっ

ては、その雇用する労働者の監護する小学校

就学前子どもを保育するため当該事業所内

保育の事業を自ら施設を設置し、又は委託し

て行う事業主に係る当該小学校就学前子ど

も（当該事業所内保育の事業が、事業主団体

に係るものにあっては事業主団体の構成員

である事業主の雇用する労働者の監護する

小学校就学前子どもとし、共済組合等（児童 



福祉法第六条の三第十二項第一号ハに規定

する共済組合等をいう。）に係るものにあっ

ては共済組合等の構成員（同号ハに規定する

共済組合等の構成員をいう。）の監護する小

学校就学前子どもとする。以下「労働者等の

監護する小学校就学前子ども」という。）及

びその他の小学校就学前子どもごとに定め

る第十九条第一項第三号に掲げる小学校就

学前子どもに係る利用定員とする。）を定め

て、市町村長が行う。 

福祉法第六条の三第十二項第一号ハに規定

する共済組合等をいう。）に係るものにあっ

ては共済組合等の構成員（同号ハに規定する

共済組合等の構成員をいう。）の監護する小

学校就学前子どもとする。以下「労働者等の

監護する小学校就学前子ども」という。）及

びその他の小学校就学前子どもごとに定め

る第十九条第一項第三号に掲げる小学校就

学前子どもに係る利用定員とする。）を定め

て、市町村長が行う。 
２ 前項の確認は、当該確認をする市町村長

がその長である市町村の区域に居住地を有

する者に対する地域型保育給付費及び特例

地域型保育給付費の支給について、その効力

を有する。 
削除 

３ 市町村長は、第一項の規定により特定地

域型保育事業（特定地域型保育を行う事業を

いう。以下同じ。）の利用定員を定めようと

するときは、あらかじめ、第七十七条第一項

の審議会その他の合議制の機関を設置して

いる場合にあってはその意見を、その他の場

合にあっては子どもの保護者その他子ど

も・子育て支援に係る当事者の意見を聴かな

ければならない。 

２ 市町村長は、前項の規定により特定地域

型保育事業（特定地域型保育を行う事業をい

う。以下同じ。）の利用定員を定めようとす

るときは、あらかじめ、第七十七条第一項の

審議会その他の合議制の機関を設置してい

る場合にあってはその意見を、その他の場合

にあっては子どもの保護者その他子ども・子

育て支援に係る当事者の意見を聴かなけれ

ばならない。 
４ 市町村長は、第一項の申請があった場合

において、当該申請に係る地域型保育事業所

が当該市町村の区域の外にある場合であっ

て、その所在地の市町村長（以下この条にお

いて「所在地市町村長」という。）の同意を

得ていないときは、第二十九条第一項の確認

をしてはならない。ただし、第一項の申請を

受けた市町村長（以下この条において「被申

請市町村長」という。）と所在地市町村長と

の協議により、この項本文の規定による同意

を要しないことについて所在地市町村長の

同意があるときは、この限りでない。 

削除 



５ 前項ただし書の規定により同項本文の

規定が適用されない場合であって、第一項の

申請に係る地域型保育事業所（所在地市町村

長の管轄する区域にあるものに限る。）につ

いて、次の各号に掲げるときは、それぞれ当

該各号に定める時に、当該申請者について、

被申請市町村長による第二十九条第一項の

確認があったものとみなす。 
一 所在地市町村長が第二十九条第一項

の確認をしたとき 当該確認がされた時  
二 所在地市町村長による第二十九条第

一項の確認がされているとき 被申請市

町村長が当該地域型保育事業所に係る地

域型保育事業を行う者から第一項の申請

を受けた時 

削除 

６ 所在地市町村長による第二十九条第一

項の確認についての第五十二条第一項の規

定による取消し又は効力の停止は、前項の規

定により受けたものとみなされた被申請市

町村長による第二十九条第一項の確認の効

力に影響を及ぼさない。 
削除 

（特定地域型保育事業者の確認の変更） 
第四十四条 特定地域型保育事業者は、利用

定員（第二十九条第一項の確認において定め

られた利用定員をいう。第四十六条第三項第

一号を除き、以下この款において同じ。）を

増加しようとするときは、あらかじめ、内閣

府令で定めるところにより、当該特定地域型

保育事業者に係る第二十九条第一項の確認

の変更を申請することができる。 

（特定地域型保育事業者の確認の変更） 
第四十四条 特定地域型保育事業者は、利用

定員（第二十九条第一項の確認において定め

られた利用定員をいう。第四十六条第三項第

一号を除き、以下この款において同じ。）を

増加しようとするときは、あらかじめ、内閣

府令で定めるところにより、当該特定地域型

保育事業者に係る第二十九条第一項の確認

の変更を申請することができる。 
２ 前条第四項から第六項までの規定は、前

項の確認の変更の申請があった場合につい

て準用する。この場合において、必要な技術

的読替えは、政令で定める。 
削除 

（市町村等における合議制の機関） 
第七十七条 市町村は、条例で定めるところ

（市町村等における合議制の機関） 
第七十七条 市町村は、条例で定めるところ



により、次に掲げる事務を処理するため、審

議会その他の合議制の機関を置くよう努め

るものとする。 
一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に

関し、第三十一条第二項に規定する事項を処

理すること。 
二 特定地域型保育事業の利用定員の設定

に関し、第四十三条第三項に規定する事項を

処理すること。 
三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関

し、第六十一条第七項に規定する事項を処理

すること。 
四 当該市町村における子ども・子育て支援

に関する施策の総合的かつ計画的な推進に

関し必要な事項及び当該施策の実施状況を

調査審議すること。 

により、次に掲げる事務を処理するため、審

議会その他の合議制の機関を置くよう努め

るものとする。 
一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に

関し、第三十一条第二項に規定する事項を処

理すること。 
二 特定地域型保育事業の利用定員の設定

に関し、第四十三条第二項に規定する事項を

処理すること。 
三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関

し、第六十一条第七項に規定する事項を処理

すること。 
四 当該市町村における子ども・子育て支援

に関する施策の総合的かつ計画的な推進に

関し必要な事項及び当該施策の実施状況を

調査審議すること。  附 則（令和二・六・一〇法四一）抄  （施行期日）  第一条 この法律は、公布の日から起算し

て三月を経過した日〔令和二年九月一〇日〕

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。   一 〔前略〕附則〔中略〕第六条〔中略〕

の規定 公布の日  二 〔省略〕  三 〔省略〕  四 〔省略〕  （子ども・子育て支援法の一部改正に伴う

経過措置）  第二条 この法律の施行の際現に地域型保

育事業所（子ども・子育て支援法第四十三条

第一項に規定する地域型保育事業所をいう。

以下この条において同じ。）について他市町

村確認（地域型保育事業所の所在地の市町村

以外の市町村の長による確認（同法第二十九

条第一項の確認をいう。第一号において同



じ。）をいう。以下この条において同じ。）を

受けている場合には、当該他市町村確認は、

次の各号に掲げる当該地域型保育事業所の

区分に応じ、当該各号に定める日に、その効

力を失う。  一 所在市町村確認（地域型保育事業所の

所在地の市町村の長による確認をいう。以下

この条において同じ。）を受けている地域型

保育事業所 この法律の施行の日（以下この

条から附則第四条までにおいて「施行日」と

いう。）  二 所在市町村確認を受けていない地域型

保育事業所 施行日から起算して三月を経

過した日  ２ 前項の規定にかかわらず、同項第二号

に掲げる地域型保育事業所について同号に

定める日前に所在市町村確認がされたとき

は、当該地域型保育事業所に係る他市町村確

認は、当該所在市町村確認がされた日に、そ

の効力を失う。  ３ 第一項第二号に掲げる地域型保育事業

所が受けている他市町村確認の効力につい

ては、同号に定める日（前項の場合にあって

は、同項に規定する所在市町村確認がされた

日）の前日までの間、なお従前の例による。  （政令への委任）  第六条 附則第二条から前条までに規定す

るもののほか、この法律の施行に関し必要な

経過措置は、政令で定める。  


