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【ご利用上の注意】 

 

１ この条文集には、「児童福祉法」の条文のうち、保育士試験の「児童家庭福祉」で

の出題可能性が高いと考えられる条文を抜粋し、掲載しております。 

  この条文集で省略している条文が保育士試験で出題される可能性は非常に低いと

考えられますが、全文をご覧になりたい方は、総務省が運営するサイト「電子政府の

総合窓口ｅ－Ｇｏｖ（イーガブ）」（http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi）

でご覧ください。 

 

２ この条文集に掲載されている各条文の条文番号の後に、【重要度】を示しておりま

す。各【重要度】の意味は、以下のとおりです。 

【重要度Ａ】：一字一句、数字をできるだけ正確に覚えておきたいもの。 

【重要度Ｂ】：一字一句を覚えておく必要はないが、重要語句・条文の意味内容・主

旨は押さえておきたいもの。 

【重要度Ｃ】：問題演習などで分からないことが生じたり、細かいことが気になった場

合に、少し理解を深めるために見ておけば足り、覚える必要はないもの。 

 

  なお、条文の途中で【重要度】が変わる場合には、「【以下、重要度○】」という形

でその旨を示しております。 

 

３ 条文中の重要語句はゴシック体で強調しておりますが、必ずしもその語句だけが重

要ということではなく、メリハリをつけて読みやすくする目的でゴシック体を使用し

ております。ご自身でマークやアンダーラインをつける際には、ゴシック体部分に拘

束される必要はありません。 

 

４ 条文というものは、そのまま読んでもその存在意義を理解することは難しく、頭に

も入りにくいものです。したがって、普段の学習では、そのまま第１条から読んでい

くということではなく、問題演習などを行っていて触れた条文の重要語句にマーカー

やアンダーラインで色つけをしながら少しずつ条文知識を増やしていき、筆記試験の

直前期になってから、初めて第１条からまとめて見直すというご利用方法が、合理的

かつ効果的であると考えられます。 

 

５ なお、条文中の①、②・・・は「第１項、第２項・・・」を、一、二・・・は「第

１号、第２号・・・」を示すものとします。 
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児童福祉法【抜粋】 

 

昭和22年12月12日法律第164号 

平成27年４月１日現在 

 

第１章 総則  

 

第１条【重要度Ａ】 

① すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めな

ければならない。  

② すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。 

 

第２条【重要度Ａ】 

  国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成

する責任を負う。 

 

第３条【重要度Ｂ】 

  前２条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理

は、すべて児童に関する法令の施行にあたって、常に尊重されなければならない。  

 

第１節 定義  

 

第４条【重要度Ａ】 

① この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。  

一 乳児 満１歳に満たない者 

二 幼児 満１歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 

三 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 

② この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に

障害のある児童（発達障害者支援法（平成16年法律第167号）第２条第２項に規定す

る発達障害児を含む。）又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であ

って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）第４条第１項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が

定める程度である児童をいう。 
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第５条【重要度Ａ】 

  この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後１年以内の女子をいう。  

 

第６条【重要度Ａ】 

  この法律で、保護者とは、第19条の３、第57条の３第２項、第57条の３の３第２

項及び第57条の４第２項を除き、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を

現に監護する者をいう。 

 

第６条の２【重要度Ｂ】 

① この法律で、小児慢性特定疾病とは、児童又は児童以外の満20歳に満たない者（以

下「児童等」という。）が当該疾病にかかっていることにより、長期にわたり療養を

必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであって、療養のために多

額の費用を要するものとして厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める

疾病をいう。 

② この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは、都道府県知事が指定する医療機関

（以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。）に通い、又は入院する小児慢性

特定疾病にかかっている児童等（政令で定めるものに限る。以下「小児慢性特定疾病

児童等」という。）であって、当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労

働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われる医療

（当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。）をいう。 

 

第６条の２の２ 

【重要度Ｂ】 

① この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後

等デイサービス及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通

所支援を行う事業をいう。 

② この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の

厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識

技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する

ことをいう。 

③ この法律で、医療型児童発達支援とは、上肢、下肢又は体幹の機能の障害（以下

「肢体不自由」という。）のある児童につき、医療型児童発達支援センター又は独立

行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

の設置する医療機関であって厚生労働大臣が指定するもの（以下「指定発達支援医療

機関」という。）に通わせ、児童発達支援及び治療を行うことをいう。 
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④ この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法（昭和22年法律第26号）第１

条に規定する学校（幼稚園及び大学を除く。）に就学している障害児につき、授業の

終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通

わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供

与することをいう。 

⑤ この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設

として厚生労働省令で定めるものに通う障害児につき、当該施設を訪問し、当該施

設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の

便宜を供与することをいう。 

 

【以下、重要度Ｃ】 

⑥ この法律で、障害児相談支援とは、障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援

助を行うことをいい、障害児相談支援事業とは、障害児相談支援を行う事業をいう。 

⑦ この法律で、障害児支援利用援助とは、第21条の５の６第１項又は第21条の５の

８第１項の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又

はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用す

る障害児通所支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を定めた計画

（以下「障害児支援利用計画案」という。）を作成し、第21条の５の５第１項に規定

する通所給付決定（次項において「通所給付決定」という。）又は第21条の５の８第

２項に規定する通所給付決定の変更の決定（次項において「通所給付決定の変更の決

定」という。）（以下この条及び第24条の26第１項第１号において「給付決定等」と

総称する。）が行われた後に、第21条の５の３第１項に規定する指定障害児通所支援

事業者等その他の者（次項において「関係者」という。）との連絡調整その他の便宜

を供与するとともに、当該給付決定等に係る障害児通所支援の種類及び内容、これ

を担当する者その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画（次項において「障

害児支援利用計画」という。）を作成することをいう。 

⑧ この法律で、継続障害児支援利用援助とは、通所給付決定に係る障害児の保護者

（以下「通所給付決定保護者」という。）が、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内において、継続して障害児通所支援を適切に利用することが

できるよう、当該通所給付決定に係る障害児支援利用計画（この項の規定により変更

されたものを含む。以下この項において同じ。）が適切であるかどうかにつき、厚生

労働省令で定める期間ごとに、当該通所給付決定保護者の障害児通所支援の利用状

況を検証し、その結果及び当該通所給付決定に係る障害児の心身の状況、その置か

れている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向そ

の他の事情を勘案し、障害児支援利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次

のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。 
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一 障害児支援利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の

供与を行うこと。 

二 新たな通所給付決定又は通所給付決定の変更の決定が必要であると認められる

場合において、当該給付決定等に係る障害児の保護者に対し、給付決定等に係る

申請の勧奨を行うこと。 

 

第６条の３【重要度Ａ】 

① この法律で、児童自立生活援助事業とは、第25条の７第１項第３号に規定する児

童自立生活援助の実施に係る義務教育終了児童等（義務教育を終了した児童又は児童

以外の満20歳に満たない者であって、第27条第１項第３号に規定する措置のうち政

令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものをいう。以下同じ。）につ

き第33条の６第１項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び

生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて第25条の７第１項第３号に規定する児

童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行う事業をいう。 

 

【参考条文：児童福祉法施行令第１条】 

① 児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第６条の３第１項の政令で定める措

置は、法第27条第１項第３号に掲げる措置のうち児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若し

くは里親に委託する措置又は児童養護施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設

に入所させる措置とする。 

② 法第６条の３第１項の政令で定める者は、義務教育を終了した児童又は児童以外の満20歳に満

たない者のうち、前項に規定する措置を解除された者以外の者であって、都道府県知事がその者

の自立のために法第33条の６第１項に規定する援助及び生活指導並びに就業の支援が必要と認め

たものとする。 

 

② この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であって、そ

の保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施

設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。 

③ この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭に

おいて養育を受けることが一時的に困難となった児童について、厚生労働省令で定

めるところにより、児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ、

その者につき必要な保護を行う事業をいう。  

④ この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、１の市町村（特別区を含む。以下同

じ。）の区域内における原則としてすべての乳児のいる家庭を訪問することにより、

厚生労働省令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びそ

の保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、

助言その他の援助を行う事業をいう。  
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⑤ この法律で、養育支援訪問事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児

家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に

必要と認められる児童（第８項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下

「要支援児童」という。）若しくは保護者に監護させることが不適当であると認めら

れる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うこと

が特に必要と認められる妊婦（以下「特定妊婦」という。）（以下「要支援児童等」

という。）に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅におい

て、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。  

⑥ この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、

乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての

相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。  

⑦ この法律で、一時預かり事業とは、家庭において保育（養護及び教育（第39条の２

第１項に規定する満３歳以上の幼児に対する教育を除く。）を行うことをいう。以下

同じ。）を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児について、厚生労働省令

で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園（就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号。

以下「認定こども園法」という。）第２条第６項に規定する認定こども園をいい、保

育所であるものを除く。第24条第２項を除き、以下同じ。）その他の場所において、

一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。 

⑧ この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第27条第１項第３号の措置に係る

児童について、厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者

に監護させることが不適当であると認められる児童（以下「要保護児童」という。）

の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者（次条第１項に

規定する里親を除く。）の住居において養育を行う事業をいう。  

 

【参考条文：児童福祉法施行規則第１条の31】 

① 法第６条の３第８項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第34条の20第１項各号に規定す

る者のいずれにも該当しない者であって、次の各号に規定する者のいずれかに該当する者とする。 

一 養育里親として２年以上同時に２人以上の委託児童（法第27条第１項第３号の規定により里親

に委託された児童をいう。以下この条及び第１条の37において同じ。）の養育の経験を有する者 

二 養育里親として５年以上登録している者であって、通算して５人以上の委託児童の養育の経

験を有する者 

三 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において児童の養育

に３年以上従事した者 

四 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者 

② 補助者は、法第34条の20第１項各号に規定する者のいずれにも該当しない者でなければならない。 
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⑨ この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げる事業をいう。 

一 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第19条第１項第２号の内閣府令で

定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼

児（以下「保育を必要とする乳児・幼児」という。）であって満３歳未満のものに

ついて、家庭的保育者（市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）が行う研修

を修了した保育士その他の厚生労働省令で定める者であって、当該保育を必要と

する乳児・幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。以下

同じ。）の居宅その他の場所（当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅を除く。）

において、家庭的保育者による保育を行う事業（利用定員が５人以下であるものに

限る。次号において同じ。） 

 

【参考条文：子ども・子育て支援法第19条第１項】 

  子どものための教育・保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学

校就学前子どもの第27条第１項に規定する特定教育・保育、第28条第１項第２号に規定する特別

利用保育、同項第３号に規定する特別利用教育、第29条第１項に規定する特定地域型保育又は第

30条第１項第４号に規定する特例保育の利用について行う。 

一 満３歳以上の小学校就学前子ども（次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除

く。） 

二 満３歳以上の小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定め

る事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの 

三 満３歳未満の小学校就学前子どもであって、前号の内閣府令で定める事由により家庭におい

て必要な保育を受けることが困難であるもの 

 

【参考条文：子ども・子育て支援法第27条第１項】 

  市町村は、支給認定子どもが、支給認定の有効期間内において、市町村長（特別区の区長を含

む。以下同じ。）が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設（以下「特定

教育・保育施設」という。）から当該確認に係る教育・保育（地域型保育を除き、第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あっては認定こども園において

受ける教育・保育（保育にあっては、同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ど

もに対して提供される教育に係る標準的な１日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定め

る１日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。）又は幼稚園において受け

る教育に限り、同項第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あっては認

定こども園において受ける教育・保育又は保育所において受ける保育に限り、同項第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あっては認定こども園又は保育所において受

ける保育に限る。以下「特定教育・保育」という。）を受けたときは、内閣府令で定めるところ

により、当該支給認定子どもに係る支給認定保護者に対し、当該特定教育・保育（保育にあって

は、保育必要量の範囲内のものに限る。以下「支給認定教育・保育」という。）に要した費用に

ついて、施設型給付費を支給する。 

 

 


