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○

次世代育 成支援対 策推進 法（平成十 五年法律第 百二十 号）（抄 ）

第七条 主 務大臣は、 次世代 育成支援 対策の総合 的かつ効 果的な推 進を図る ため、基本 理念にの っとり 、次条第一 項の市町村 行動計 画及び第 九条第一項
の都 道府県行動 計画並び に第十 二条第一項 の一般事 業主行動 計画及び 第十九条第 一項の特 定事業主 行動計画 （次項にお いて「 市町村行 動計画等」 とい
う。）の 策定に関 する指針 （以下「 行動計画策 定指針」 という。 ）を定め なければな らない。
２ 行動計画 策定指針 においては 、次に掲 げる事項 につき、 市町村行動 計画等 の指針と なるべきも のを定め るものと する。
一 次 世代育成 支援対策の 実施に関 する基本 的な事項
二 次世代 育成支援 対策の内容 に関する 事項
三 次 条第一項 の市町村 行動計画に おいて、 児童福 祉法（昭和 二十二年法 律第百 六十四号 ）第二十四 条第四項 に規定す る保育の 実施の事業 、同法第 六
条の三第二 項に規定す る放課 後児童健 全育成事業 その他主 務省令で 定める次 世代育成支 援対策に 係る次条 第二項各 号に掲げ る事項を 定めるに当 たっ
て参 酌すべき標 準
四 その 他次世代育 成支援 対策の実 施に関する 重要事項
３ 主務大臣 は、少子 化の動向、 子どもを 取り巻く 環境の変 化その他の 事情を 勘案して必 要がある と認める ときは、 速やかに行 動計画策 定指針を 変更す
るもの とする。
４ 主務大臣 は、行動 計画策定 指針を定め 、又はこ れを変 更しようと するとき は、あら かじめ、 次条第一項 の市町村 行動計画 及び第九 条第一項の 都道府
県行動 計画に係 る部分に ついて、総 務大臣に 協議し なければな らない。
主務大 臣は、行動 計画策 定指針を定 め、又は これを変 更したと きは、遅滞 なく、こ れを公表 しなけれ ばならない 。
５

（一般事 業主行動計 画の策 定等）
第十 二条 国 及び地方公 共団体以 外の事業 主（以下 「一般事業 主」とい う。） であって、 常時雇用す る労働 者の数が 百人を超え るものは 、行動計 画策定
指針に 即して、一 般事業主 行動計画 （一般事 業主が実施 する次世 代育成支 援対策に 関する計画 をいう 。以下同 じ。）を策 定し、厚 生労働省 令で定め る
と ころによ り、厚生労 働大臣に その旨を 届け出な ければなら ない。こ れを変 更したとき も同様とす る。
２ 一般 事業主行 動計画に おいては 、次に掲げ る事項 を定める ものとする 。
一 計画期 間
二 次 世代育成 支援対策 の実施に より達成し ようと する目標
三 実施 しようとす る次世 代育成支援 対策の内 容及びそ の実施時 期
３ 第一項に 規定する一 般事業主 は、一般 事業主行 動計画を策 定し、又 は変更 したときは 、厚生労働 省令で 定めると ころにより 、これを 公表しな ければ
ならな い。
４ 一般事業 主であっ て、常時雇 用する労 働者の数 が百人以 下のものは 、行動 計画策定 指針に即し て、一般 事業主行 動計画を 策定し、厚 生労働省 令で定
めると ころによ り、厚生労 働大臣に その旨を 届け出る よう努めな ければな らない 。これを変 更したと きも同様 とする。
５ 前項に規 定する一 般事業 主は、一般 事業主行動 計画を 策定し、 又は変更し たときは 、厚生労 働省令で 定めるとこ ろにより 、これを 公表する よう努め
なけれ ばならな い。
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６ 第一項に 規定する 一般事 業主が同項 の規定によ る届出 又は第三 項の規定に よる公表 をしない 場合には 、厚生労働 大臣は、 当該一般 事業主に 対し、相
当の期 間を定め て当該届 出又は公 表をすべき ことを 勧告する ことができ る。

（基 準に適合す る一般事 業主の 認定）
第十三条 厚生労 働大臣は、 第十二条 第一項又 は第四項 の規定によ る届出を した一般 事業主か らの申請 に基づき 、厚生労働 省令で定 めるとこ ろにより 、
当 該事業主 について、 雇用環境 の整備に 関し、行 動計画策定 指針に照 らし適切 な一般事 業主行動計 画を策 定したこと 、当該一 般事業主 行動計画 を実施
し、当 該一般事 業主行動計 画に定め た目標を 達成した ことその他 の厚生労 働省令 で定める基 準に適合 するもの である旨 の認定を行 うことが できる。

（表示 等）
第十四条 前条の規定 による 認定を受 けた一般事 業主（以 下「認定 一般事業 主」という 。）は、 商品又は 役務、そ の広告又は 取引に 用いる書類 若しくは
通信 その他の厚 生労働省 令で定 めるもの（ 次項にお いて「広 告等」と いう。）に 厚生労働 大臣の定 める表示 を付するこ とがで きる。
何人 も、前項の 規定によ る場合を 除くほか 、広告等に 同項の表 示又はこ れと紛ら わしい表示 を付し てはなら ない。
２

（認定 の取消し ）
第十 五条 厚 生労働大 臣は、認 定一般事業 主が第十 三条に 規定する基 準に適合 しなくな ったと認 めるとき、 この法律 又はこの 法律に基 づく命令に 違反し
たとき 、その他 認定一般 事業主とし て適当で なくな ったと認め るときは、 同条の 認定を取 り消すこと ができる 。

（主 務大臣等）
第二十二 条 第七条 第一項及 び第三項 から第五 項までにお ける主務 大臣は、 行動計画 策定指針の うち、 市町村行 動計画及び 都道府県 行動計画 に係る部 分
並 びに一般事 業主行動計 画に係 る部分（ 雇用環境の 整備に関 する部分 を除く。 ）について は厚生労 働大臣 、国家公安 委員会、 文部科学 大臣、農 林水産
大臣、 経済産業大 臣、国土 交通大臣 及び環境 大臣とし、 その他の 部分につ いては厚 生労働大臣 とする 。
２ 第九条第 五項及び 第十条第 二項におけ る主務大 臣は、厚 生労働大 臣、国家 公安委員 会、文部科 学大臣、 農林水産 大臣、経 済産業大臣 、国土交 通大臣
及び環 境大臣と する。
第七条第 二項第三 号にお ける主務省 令は、厚生 労働省 令、内閣 府令、文部 科学省令 、農林水 産省令、 経済産業省 令、国土 交通省 令、環境省 令とする 。
３

第二十六 条 次の各 号のいず れかに該 当する者 は、三十万 円以下の 罰金に処 する。
一 第十四条 第二項の規 定に違 反した者
二 第 十六条第五 項におい て準用す る職業安 定法第五十 条第一項 の規定に よる報告 をせず、又 は虚偽 の報告を した者
三 第十六 条第五項に おいて準 用する職 業安定法 第五十条第 二項の規 定によ る立入り若 しくは検査 を拒み 、妨げ、 若しくは忌 避し、又 は質問に 対して
答弁をせ ず、若し くは虚偽 の陳述を した者
第二十 条第五項 の規定に 違反した者
四
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総則

総則（第一 条―第 十条）
基本 方針等（ 第十一条 ・第十二 条）
母子家 庭等に対す る福祉の 措置（第 十三条― 第三十一条 ）
寡 婦に対す る福祉の措 置（第三 十二条― 第三十五 条）
福祉資 金貸付金 に関する特 別会計等 （第三 十六条・第 三十七条）
母 子福祉施 設（第三 十八条―第 四十一条 ）
費用（ 第四十二 条―第四 十五条）
雑則（第四 十六条 ・第四十 七条）

母子及 び寡婦福祉 法（昭 和三十九 年法律第百 二十九号 ）（抄）

附 則
（この 法律の失 効）
第二条 こ の法律は、 平成二 十七年三 月三十一日 限り、そ の効力を 失う。
２ 次世代育成 支援対策 推進セン ターの役 員又は職員 であった 者の第二 十条第二 項に規定す る業務に 関して 知り得た秘 密につい ては、同 条第五項 の規定
（同項に 係る罰則 を含む。 ）、前項 の規定にか かわらず 、同項に 規定する 日後も、な おその効 力を有 する。
３ この法律 の失効前 にした行為 に対する 罰則の適 用につい ては、この 法律は 、第一項 の規定にか かわらず 、同項に 規定する 日後も、な おその効 力を有
する。

○
第一章
第 二章
第三章
第 四章
第五章
第 六章
第七 章
第八章
附則
第 一章

（ 自立への 努力）
第四条 母子家 庭の母及び 寡婦は 、自ら進ん でその自 立を図り 、家庭生 活及び職業 生活の安 定と向上 に努めな ければなら ない。

（ 定義）
第六条 （略）
２～ ５ （略 ）
６ この 法律にお いて「母 子福祉団 体」とは、 配偶者 のない女子 であつて 民法第八 百七十七 条の規定に より現に 児童を扶 養してい るもの（以 下「配偶 者
の ない女子 で現に児 童を扶養 しているも の」とい う。）の 福祉若し くはこれ に併せて 寡婦の福祉 を増進す ることを 主たる目 的とする社 会福祉法 人又は
一般社 団法人若 しくは一 般財団法 人であつて 、その 理事の過 半数が配偶 者のない 女子であ るものを いう。
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（都道 府県児童 福祉審議 会等の権 限）
第七条 児 童福祉法（ 昭和二 十二年法 律第百六十 四号）第 八条第二 項に規定 する都道府 県児童福 祉審議 会（同条第 一項ただし 書に規 定する都 道府県にあ
つて は、地方社 会福祉審 議会。 以下この条 において 同じ。） 及び同条 第四項に規 定する市 町村児童 福祉審議 会は、母子 家庭の 福祉に関 する事項に つき
、調査審 議するほ か、同条 第二項に 規定する都 道府県児 童福祉審 議会は都 道府県知事 の、同条 第四項 に規定する 市町村児童 福祉審 議会は市 町村長（特
別 区の区長 を含む。以 下同じ。 ）の諮問 にそれぞ れ答え、又 は関係行 政機関に 意見を具 申すること ができ る。

（ 母子自立 支援員）
第八条 都道府県 知事、市 長（特別 区の区長 を含む。 ）及び福 祉事務所（ 社会福祉 法（昭和 二十六年 法律第四十 五号）に 定める 福祉に関す る事務所を い
う。以下同 じ。）を 管理する 町村長（ 以下「都道 府県知 事等」とい う。）は 、社会的 信望があ り、かつ、 次項に規 定する職 務を行う に必要な熱 意と識
見を 持つている 者のうち から、 母子自立支 援員を委 嘱するも のとする 。
２ 母子 自立支援員 は、この 法律の施 行に関し 、主として 次の業務 を行うも のとする 。
一 配偶者の ない女子 で現に児 童を扶養 しているも の及び寡 婦に対し 、相談に 応じ、その 自立に必 要な情 報提供及び 指導を行 うこと。
二 配 偶者のな い女子で現 に児童を 扶養して いるもの 及び寡婦に 対し、職 業能力の 向上及び 求職活動 に関する 支援を行う こと。
３ 母子自立 支援員は 、非常勤 とする。た だし、前 項に規 定する職務 につき政 令で定め る相当の 知識経験を 有する者 について は、常勤 とすること ができ
る。

（福 祉事務所）
第九条 福祉事務所 は、この 法律の施 行に関し 、主として 次の業務 を行うも のとする 。
一 母子家庭 及び寡婦の 福祉に 関し、必 要な実情の 把握に努 めること 。
二 母 子家庭及び 寡婦の福 祉に関す る相談に 応じ、必要 な調査及 び指導を 行うこと 、並びにこ れらに 付随する 業務を行う こと。

基本方針等

（児童 委員の協 力）
第 十条 児童 福祉法に 定める 児童委員は 、この法律 の施行 について 、福祉事務 所の長又 は母子自 立支援員 の行う職務 に協力す るもの とする。
第二章

（基本 方針）
第十 一条 厚 生労働大 臣は、母子 家庭及び 寡婦の生 活の安定 と向上のた めの措 置に関す る基本的な 方針（以 下「基本 方針」と いう。）を 定めるも のとす
る。
２ 基本方針 に定める 事項は 、次のとお りとする。
母 子家庭及 び寡婦の 家庭生活 及び職業生 活の動 向に関す る事項
一
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二 母子家 庭及び寡 婦の生活 の安定と向 上のため 講じよう とする施 策の基本 となるべ き事項
三 都 道府県、 市（特別 区を含む 。）及び福 祉事務 所を設置 する町村（ 以下「都 道府県等 」という 。）が、次 条第一項 の規定に 基づき策 定する母子 家
庭及び寡婦 の生活の安 定と向 上のため の措置に関 する計画 （以下「 母子家庭 及び寡婦自 立促進計 画」と いう。）の 指針とな るべき基 本的な事 項
四 前三号に掲 げるもの のほか 、母子家庭 及び寡婦 の生活の 安定と向 上のための 措置に関 する重要 事項
３・４ （略）

母 子家庭等 に対する福 祉の措置

（母子 家庭及び 寡婦自立促 進計画）
第十 二条 都 道府県等 は、基本 方針に即し 、次に掲 げる事 項を定める 母子家庭 及び寡婦 自立促進 計画を策定 し、又は 変更しよ うとする ときは、あ らかじ
め、母 子福祉団 体の意見 を反映させ るために 必要な 措置を講ず るものとす る。
一 当該都 道府県等 の区域に おける母 子家庭及び 寡婦の 家庭生活及 び職業生 活の動向 に関する 事項
二 当該都道府 県等の区 域にお いて母子家 庭及び寡 婦の生活 の安定と 向上のため 講じよう とする施 策の基本 となるべき 事項
三 福祉 サービスの 提供、 職業能力 の向上の支 援その他 母子家庭 及び寡婦 の生活の安 定と向上 のため に講ずべき 具体的な措 置に関 する事項
四 前三号に 掲げるも ののほか 、母子家 庭及び寡婦 の生活の 安定と向 上のため の措置に関 する重要 事項
第 三章

（ 母子福祉 資金の貸 付け）
第十 三条 都道 府県は、配 偶者の ない女子 で現に児童 を扶養し ているも の又はそ の扶養して いる児童 に対し、 配偶者の ない女子 の経済的 自立の助成 と生
活意欲の 助長を図り 、あわ せてその 扶養してい る児童の 福祉を増 進するた め、次に掲 げる資金 を貸し付 けること ができる。
一 ～四 （略 ）
２ 都道 府県は、 前項に規定 する資金 のうち、 その貸付 けの目的を 達成する ために 一定の期間 継続して 貸し付け る必要が ある資金で 政令で定 めるもの に
つ いては、 その貸付け の期間中 に当該児 童が二十 歳に達した 後でも、 政令で 定めるとこ ろにより、 なお継 続してそ の貸付けを 行うこと ができる 。
３ 都道 府県は、 第一項に 規定する 資金のうち 、その 貸付けの 目的が児童 の修学、 知識技能 の習得等 に係る資金 であつて 政令で定 めるもの を配偶者の な
い 女子で現 に児童を 扶養して いるものに 貸し付け ている 場合におい て、その 修学、知 識技能の 習得等の中 途におい て当該配 偶者のな い女子が死 亡した
ときは 、政令で 定めると ころによ り、当該児 童（二 十歳以上 である者を 含む。） がその修 学、知識 技能の習得 等を終了 するま での間、当 該児童に対 し
て、当該 資金の貸付 けを行 うことがで きる。

（母子 福祉団体に 対する貸 付け）
第十 四条 都 道府県は 、政令で定 める事業 を行う母 子福祉団 体であつて その事 業に使用 される者が 主として 配偶者の ない女子 で現に児童 を扶養し ている
もので あるもの 又はその者 の自立の 促進を図 るための 事業として 政令で定 めるも のを行う母 子福祉団 体に対し 、これら の事業につ き、前条 第一項第 一
号 に掲げる 資金を貸 し付ける ことができ る。
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（ 居宅等に おける日 常生活支 援）
第十七 条 都道府 県又は市 町村（ 特別区を含 む。以下 同じ。） は、配偶 者のない女 子で現に 児童を扶 養してい るもの又は 配偶者 と死別し た男子で現 に婚
姻をしてい ないもの 及びこ れに準ずる 者として政 令で定 めるもの であつて民 法第八百 七十七条 の規定に より現に児 童を扶養 してい るもの（以 下「配偶
者の ない者で現 に児童を 扶養し ているもの 」と総称 する。） がそれら の者の疾病 その他の 理由によ り日常生 活等に支障 を生じ たと認め られるとき は、
政令で定 める基準 に従い、 それらの 者につき、 それらの 者の居宅 その他厚 生労働省令 で定める 場所に おいて、乳 幼児の保育 若しく は食事の 世話若しく
は 専門的知 識をもつて 行う生活 及び生業 に関する 助言、指導 その他の 日常生活 等を営む のに必要な 便宜で あつて厚生 労働省令 で定める ものを供 与し、
又は当 該都道府 県若しくは 市町村以 外の者に 当該便宜 を供与する ことを委 託する 措置を採る ことがで きる。

（措置 の解除に 係る説明 等）
第十八条 都道府県知 事又は 市町村長 は、前条の 措置を解 除する場 合には、 あらかじめ 、当該措 置に係る 者に対し 、当該措置 の解除 の理由につ いて説明
する とともに、 その意見 を聴か なければな らない。 ただし、 当該措置 に係る者か ら当該措 置の解除 の申出が あつた場合 その他 厚生労働省 令で定め る場
合におい ては、この 限りで ない。

（行政 手続法の 適用除外）
第十 九条 第 十七条の 措置を解 除する処分 について は、行 政手続法（ 平成五年 法律第八 十八号） 第三章（第 十二条及 び第十七 条を除く 。）の規定 は、適
用しな い。

（事 業の開始）
第二十条 国及び都 道府県以 外の者は 、厚生労 働省令で定 めるとこ ろにより 、あらか じめ、厚生 労働省 令で定め る事項を都 道府県知 事に届け 出て、母 子
家 庭等日常生 活支援事業 （第十 七条の措 置に係る者 につき同 条の厚生 労働省令 で定める便 宜を供与 する事 業をいう。 以下同じ 。）を行 うことが できる。

（ 廃止又は 休止）
第二十一 条 母子 家庭等日 常生活支 援事業を行 う者は 、その事 業を廃止し 、又は休 止しよう とすると きは、あら かじめ、 厚生労働 省令で定 める事項を 都
道 府県知事 に届け出 なければ ならない。

（報告の 徴収等）
第二 十二条 都道府県知 事は、母 子家庭等 の福祉の ために必要 があると 認める ときは、母 子家庭等日 常生活 支援事業 を行う者に 対し、必 要と認め る事項
の報告 を求め、又 は当該職 員に、関 係者に対 して質問さ せ、若し くはその 事務所に 立ち入り、 帳簿書 類その他 の物件を検 査させる ことがで きる。
２・ ３ （略 ）

（ 事業の停 止等）
第二十 三条 都道 府県知事 は、母 子家庭等日 常生活支 援事業を 行う者が 、この法律 若しくは これに基 づく命令 若しくはこ れらに 基づいて する処分に 違反
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し たとき、 又はその 事業に関 し不当に営 利を図り 、若しく は第十七 条の措置 に係る配 偶者のない 者で現に 児童を扶 養してい るもの等の 処遇につ き不当
な行為 をしたと きは、そ の事業を 行う者に対 し、そ の事業の 制限又は停 止を命ず ることが できる。

（受 託義務）
第二十四 条 母子 家庭等日常 生活支援 事業を行 う者は、 第十七条の 規定によ る委託を 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 。

（売店 等の設置 の許可）
第二 十五条 国又は地 方公共団 体の設置し た事務所 その他 の公共的施 設の管理 者は、配 偶者のな い女子で現 に児童を 扶養して いるもの 又は母子福 祉団体
からの 申請があ つたとき は、その公 共的施設 内にお いて、新聞 、雑誌、た ばこ、 事務用品 、食料品そ の他の物 品を販売 し、又は 理容業、美 容業等の 業
務を行うた めに、売 店又は理 容所、美 容所等の施 設を設 置すること を許すよ うに努め なければ ならない。
２ 前項の規定 により売店 その他 の施設を 設置するこ とを許さ れた者は 、病気そ の他正当な 理由があ る場合 のほかは、 自らその 業務に従 事し、又 は当該
母子福祉 団体が使用 する配 偶者のな い女子で現 に児童を 扶養して いるもの をその業務 に従事さ せなけ ればならな い。
３ 都道府県 知事は、 第一項に規 定する売 店その他 の施設の 設置及びそ の運営 を円滑にす るため、 当該都道 府県の区 域内の公共 的施設の 管理者と 協議を
行い、 かつ、公 共的施設内 における 売店等の 設置の可 能な場所、 販売物品 の種類等 を調査し 、その結 果を配偶 者のない女 子で現に 児童を扶 養してい る
も の及び母 子福祉団 体に知らせ る措置を 講じなけ ればなら ない。

（ 保育所へ の入所に 関する特 別の配慮）
第二 十八条 市 町村は、児 童福祉 法第二十 四条第三項 の規定に より保育 所に入所 する児童を 選考する 場合には 、母子家 庭等の福 祉が増進 されるよう に特
別の配慮 をしなけれ ばなら ない。

（雇用 の促進）
第二 十九条 （略）
２ （略 ）
３ 母子自立 支援員そ の他母 子家庭の福 祉に関する 機関並 びに児童 福祉法第四 十四条の 二に規定 する児童 家庭支援セ ンター、 同法第 三十八条に 規定する
母子生 活支援施 設及び母 子福祉団 体並びに公 共職業 安定所は 、就職を希 望する母 子家庭の 母及び児 童の雇用の 促進を図 るため 、相互に協 力しなけれ ば
ならない 。

第三十条 （略）
２ 都道府県 は、就職 を希望する 母子家庭 の母及び 児童の雇 用の促進を 図るた め、母子 福祉団体と 緊密な連 携を図り つつ、次 に掲げる業 務を総合 的かつ
一体的 に行うこ とができる 。
一 ・二 （ 略）
三 母 子家庭の 母及び児 童並びに 事業主に対 し、雇 用情報の 提供その他 母子家庭 の母及び 児童の就 職に関し必 要な支援 を行うこ と。
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寡 婦に対す る福祉の 措置

（母子 家庭自立 支援給付 金）
第三十一条 都道府県 等は、 配偶者の ない女子で 現に児童 を扶養し ているも のの雇用の 安定及び 就職の 促進を図る ため、政令 で定め るところ により、配
偶者 のない女子 で現に児 童を扶 養している もの又は 事業主に 対し、次 に掲げる給 付金（以 下「母子 家庭自立 支援給付金 」とい う。）を 支給するこ とが
できる。
一 配偶者 のない女子 で現に児 童を扶養 している ものの求職 活動の促 進とその 職業生活 の安定とを 図るた めの給付金
二 配 偶者のな い女子で現 に児童を 扶養して いるもの の知識及び 技能の習 得を容 易にするた めの給付 金
三 （略）
第四章

（寡婦福 祉資金の貸 付け）
第三 十二条 第十三条 第一項及び 第三項の 規定は、 寡婦（配 偶者のない 女子で 現に児童を 扶養して いるもの が同時に 民法第八百 七十七条 の規定に より二
十歳以 上である 子その他こ れに準ず る者を扶 養してい る場合にお いて、そ の二十歳 以上であ る子その 他これに 準ずる者の 福祉を増 進するた めの資金 の
貸 付けに関 しては、 当該配偶者 のない女 子で現に 児童を扶 養している ものを 含む。こ の項及び附 則第七条 第二項に おいて同 じ。）につ いて準用 する。
この場 合におい て、第十 三条第一項 中「配偶 者のな い女子で現 に児童を扶 養して いるもの 」及び「配 偶者のな い女子」 とあるの は「寡婦」 と、「扶 養
し ている児 童」とあ るのは「 民法第八百 七十七条 の規定 により扶養 している 二十歳以 上である 子その他こ れに準ず る者」と 、同条第 三項中「児 童の」
とあ るのは「二 十歳以上 である子 その他こ れに準ず る者の」 と、「配偶 者のない 女子で現 に児童を 扶養してい るもの」 とあり 、及び「配 偶者のない 女
子」とあ るのは「寡 婦」と 、「児童 （二十歳以 上である 者を含む 。）」と あるのは「 二十歳以 上である 子その他 これに準ず る者」 と読み替え るものと
す る。
２ 民法 第八百七 十七条の規 定により 現に扶養 する子そ の他これに 準ずる者 のない 寡婦につい ては、当 該寡婦の 収入が政 令で定める 基準を超 えるとき は
、 前項にお いて準用す る第十三 条第一項 の規定に よる貸付金 の貸付け は、行 わない。た だし、政令 で定め る特別の 事情がある 者につい ては、こ の限り
でない 。
３ 第十四条 の規定は 、同条 に規定する 政令で定め る事業 を行う母 子福祉団体 であつて その事業 に使用さ れる者が主 として配 偶者の ない女子で 現に児童
を扶養 している もの及び 寡婦であ るもの並び に寡婦 の自立の 促進を図る ための事 業として 政令で定 めるものを 行う母子 福祉団 体について 準用する。 こ
の場合に おいて、同 条中「 前条第一項 第一号に 掲げる資 金」とあ るのは、「 第三十二 条第一項 において 準用する第 十三条第 一項第 一号に掲げ る資金」
と 読み替える ものとする 。
４ 第十 五条第一 項の規定は 、第一項 において 準用する 第十三条第 一項及び 第三項 の規定によ る貸付金 の貸付け を受けた 者について 準用する 。この場 合
に おいて、 第十五条第 一項中「 第十三条 」とある のは、「第 三十二条 第一項 において準 用する第十 三条第 一項及び 第三項」と 読み替え るものと する。
５ 第十 六条の規 定は、第 一項にお いて準用す る第十 三条第一項 及び第三 項並びに 第三項に おいて準用 する第十 四条に規 定する貸 付金（以下 「寡婦福 祉
資 金貸付金 」という 。）につ いて準用す る。この 場合にお いて、第 十六条中 「前三条 」とあるの は「第三 十二条に おいて準 用する第十 三条第一 項及び
第三項 、第十四 条並びに 第十五条 第一項」と 、「第 十三条及 び第十四条 の規定に よる貸付 金（以下 「母子福祉 資金貸付 金」とい う。）」 とあるのは 「
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６

寡 婦福祉資 金貸付金 」と、「 母子福祉資 金貸付金 の」とあ るのは「 寡婦福祉 資金貸付 金の」と読 み替える ものとす る。
都 道府県は、 母子福祉 資金貸 付金の貸付 けを受け ることが できるも のについて は、寡婦 福祉資金 貸付金の 貸付けを行 わない ことがで きる。

（寡 婦日常生活 支援事業 ）
第三十三 条 （略 ）
２ 第十八条 及び第十 九条の規定 は、前項 の措置に ついて準 用する。
３ 母子 家庭等日 常生活支 援事業を行 う者は、 厚生労 働省令で定 めるところ により 、あらか じめ、厚生 労働省令 で定める 事項を都 道府県知事 に届け出 て
、 寡婦日常 生活支援 事業（第一 項の措置 に係る寡 婦につき 同項の厚生 労働省 令で定め る便宜を供 与する事 業をいう 。以下同 じ。）を行 うことが できる 。
４ 第 二十一条か ら第二十 四条まで の規定は 、寡婦日 常生活支 援事業を行 う者につ いて準用 する。こ の場合にお いて、第 二十二 条第二項中 「前項」と あ
り、及び同 条第三項 中「第一 項」とあ るのは「第 三十三 条第四項に おいて準 用する第 二十二条 第一項」と 、第二十 三条中「 第十七条 」とあるの は「第
三十 三条第一項 」と、「 配偶者 のない者で 現に児童 を扶養し ているも の」とある のは「寡 婦」と、 第二十四 条中「第十 七条」 とあるのは 「第三十 三条
第一項」 と読み替え るもの とする。

（売店 等の設置 の許可等）
第三 十四条 第二十五 条、第二 十六条及び 第二十九 条の規 定は、寡婦 について 準用する 。この場 合において 、第二十 五条第一 項中「配 偶者のない 女子で
現に児 童を扶養 している もの又は母 子福祉団 体」と あるのは「 寡婦」と、 同条第 三項中「 配偶者のな い女子で 現に児童 を扶養し ているもの 及び母子 福
祉 団体」と あるのは 「寡婦」 と、第二十 六条中「 配偶者 のない女子 で現に児 童を扶養 している もの」とあ るのは「 寡婦」と 読み替え るものとす る。
２ 第二十五条 第一項の規 定によ り売店そ の他の施設 を設置す ることを 許された 母子福祉団 体は、同 条第二項 の規定に かかわら ず、当該 母子福祉団 体が
使用する 寡婦をその 業務に 従事させ ることがで きる。

福 祉資金貸付 金に関す る特別会 計等

（寡婦 就業支援事 業等）
第三 十五条 国は、前 条におい て準用する 第二十九 条第二項 の規定に 基づき公 共職業安 定所が講ず る措置の ほか、次 に掲げる 業務を行う ものとす る。
一～三 （略）
２ 都道府県 は、就職 を希望 する寡婦の 雇用の促進 を図る ため、母 子福祉団体 と緊密な 連携を図 りつつ、 次に掲げる 業務を総 合的か つ一体的に 行うこと
ができ る。
一・二 （略）
三 寡婦及び 事業主に対 し、雇 用情報の 提供その他 寡婦の就 職に関し 必要な支 援を行うこ と。
第 五章

（ 特別会計 ）
第三十 六条 都道 府県は、 母子福 祉資金貸付 金及び寡 婦福祉資 金貸付金 （以下「福 祉資金貸 付金」と 総称する 。）の貸付 けを行 うについ ては、特別 会計
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を 設けなけ ればなら ない。
２ 前 項の特別会 計におい ては、 一般会計か らの繰入 金、次条 第一項の 規定による 国からの 借入金（ 以下「国 からの借入 金」と いう。） 、福祉資金 貸付
金の償還金 （当該福 祉資金 貸付金に係 る政令で定 める収 入を含む 。以下同じ 。）及び 附属雑収 入をもつ てその歳入 とし、福 祉資金 貸付金、同 条第二項
及び 第四項の規 定による 国への 償還金、同 条第五項 の規定に よる一般 会計への繰 入金並び に貸付け に関する 事務に要す る費用 をもつて その歳出と する。
３・４ （略）

母子 福祉施設

（国の 貸付け等 ）
第三 十七条 国は、都 道府県が 福祉資金貸 付金の財 源とし て特別会計 に繰り入 れる金額 の二倍に 相当する金 額を、当 該繰入れ が行われ る年度にお いて、
無利子 で、当該 都道府県 に貸し付け るものと する。
２ 都道府 県は、毎年 度、当 該年度の 前々年度の 特別会計 の決算上 の剰余金 の額が、政 令で定め る額を超 えるとき は、その超 える額 に第一号に 掲げる金
額の 第二号に掲 げる金額 に対す る割合を乗 じて得た 額に相当 する金額 を、政令で 定めると ころによ り国に償 還しなけれ ばなら ない。
一 当該 年度の前々 年度ま での国か らの借入金 の総額（ この項及 び第四項 の規定によ り国に償 還した 金額を除く 。）
二 前号に掲 げる額と 当該都道 府県が当 該年度の前 々年度ま でに福祉 資金貸付 金の財源と して特別 会計に 繰り入れた 金額の総 額（第五 項の規定 により
一般会計 に繰り入 れた金額 を除く。） との合計 額
３ （略）
４ 都道 府県は、 第二項に 規定する もののほか 、毎年 度、福祉 資金貸付金 の貸付業 務に支障 が生じな い限りにお いて、国 からの 借入金の総 額の一部に 相
当 する金額 を国に償 還するこ とができる 。
５ （略）
６ 都道 府県は、福 祉資金貸 付金の貸 付業務を 廃止したと きは、そ の際にお ける福祉 資金貸付金 の未貸 付額及び その後にお いて支払 を受けた 福祉資金 貸
付 金の償還金 の額に、そ れぞれ 第一号に 掲げる金額 の第二号 に掲げる 金額に対 する割合を 乗じて得 た額の 合計額を、 政令で定 めるとこ ろにより 国に償
還しな ければなら ない。
一 国から の借入金の 総額（第 二項及び 第四項の 規定により 国に償還 した金 額を除く。 ）
二 前 号に掲げ る額と当 該都道府県 が福祉資 金貸付金 の財源と して特別会 計に繰 り入れた金 額の総額 （前項の 規定によ り一般会計 に繰り入 れた金額 を
除 く。）との 合計額
（ 略）
７
第 六章

（ 母子福祉 施設）
第三十八 条 都道 府県、市 町村、社 会福祉法人 その他 の者は、母 子家庭の 母及び児 童が、そ の心身の健 康を保持 し、生活 の向上を 図るために 利用する 母
子 福祉施設 を設置す ることが できる。
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（ 施設の種 類）
第三十 九条 母子 福祉施設 の種類 は、次のと おりとす る。
一 母子福 祉センタ ー
二 母子休養ホ ーム
２ 母子 福祉セン ターは、無 料又は低 額な料金 で、母子 家庭に対し て、各種 の相談に 応ずると ともに、 生活指導 及び生業の 指導を行 う等母子 家庭の福 祉
の ための便 宜を総合的 に供与す ることを 目的とす る施設とす る。
母子 休養ホー ムは、無 料又は低額 な料金で 、母子 家庭に対し て、レクリ エーシ ヨンその 他休養のた めの便宜 を供与す ることを 目的とする 施設とす る。
３

（施設 の設置）
第四十条 市町村、社 会福祉 法人その 他の者が母 子福祉施 設を設置 する場合 には、社会 福祉法の 定めると ころによ らなければ ならな い。

費用

（寡婦の 施設の利用 ）
第四 十一条 母子福祉 施設の設置 者は、寡 婦に、母 子家庭に 準じて母子 福祉施 設を利用さ せること ができる 。
第 七章

（ 市町村の 支弁）
第四 十二条 次 に掲げる費 用は、 市町村の 支弁とする 。
一 第十 七条の規定 により 市町村が 行う母子家 庭等日常 生活支援 事業の実 施に要する 費用
二 （略）
三 （ 略）
（都道 府県の支 弁）
第 四十三条 次に掲げ る費用 は、都道府 県の支弁と する。
一 第 十七条の 規定によ り都道府 県が行う母 子家庭 等日常生 活支援事業 の実施に 要する費 用
二・三 （略）
四 ・五 （略 ）

（ 都道府県 の補助）
第四十四 条 都道 府県は、 政令で定 めるところ により 、第四十二 条の規定 により市 町村が支 弁した費用 のうち、 同条第一 号及び第 三号の費用 について は
、 その四分 の一以内 を補助す ることがで きる。
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雑則

（ 国の補助 ）
第四十 五条 国は 、政令で 定める ところによ り、第四 十二条の 規定によ り市町村が 支弁した 費用のう ち、同条 第一号及び 第三号 の費用に ついてはそ の二
分の一以内 を、同条 第二号 の費用につ いてはその 四分の 三以内を 補助するこ とができ る。
国は、政令 で定める ところに より、第 四十三条の 規定によ り都道府 県が支弁 した費用の うち、同 条第一 号、第二号 、第四号 及び第五 号の費用 につい
てはその 二分の一 以内を、 同条第三 号の費用に ついては その四分 の三以内 を補助する ことがで きる。
２

則

第八章
附

第六 条 都道府 県は、当分 の間、 四十歳以 上の配偶者 のない女 子であつ て民法第 八百七十七 条の規定 により 現に児童を 扶養して いないも の（寡婦 を除く。
）に対し て、第三十 二条の 規定の例 により、同 条第一項 において 準用する 第十三条第 一項各号 に掲げ る資金を貸 し付けるこ とがで きる。
前項の規 定により 貸し付ける 資金は、 第三十二 条第一項 において準 用する 第十三条第 一項及び 第三項の 規定によ り貸し付け る資金と みなす。
２

民法 （明治二 十九年法 律第八十 九号）（抄 ）

第七 条 （略 ）
２ 昭和 五十七年 四月一日 前に前項 の特別会計 の歳出 として貸 し付けられ た資金の うち、寡 婦に貸し 付けられた 資金は第 三十二 条第一項に おいて準用 す
る 第十三条 第一項及 び第三項 の規定によ り貸し付 けられ た資金と、 母子福祉 団体に貸 し付けら れた資金は 第三十二 条第三項 において 準用する第 十四条
の規 定により貸 し付けら れた資金 と、四十 歳以上の 配偶者の ない女子で あつて民 法第八百 七十七条 の規定によ り現に児 童を扶 養していな いもの（寡 婦
を除く。 ）に貸し付 けられ た資金は 前条第一項 の規定に より貸し 付けられ た資金とみ なす。
（略）
３

○

（扶養 義務者）
第八百七 十七条 直 系血族及 び兄弟姉 妹は、互 いに扶養を する義務 がある。
２ 家庭裁判 所は、特別 の事情が あるとき は、前項 に規定する 場合のほ か、三 親等内の親 族間におい ても扶 養の義務 を負わせる ことがで きる。
３ 前項 の規定に よる審判が あった後 事情に変 更を生じ たときは、 家庭裁判 所は、 その審判を 取り消す ことがで きる。
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○

児童福祉 法（昭和 二十二 年法律第百 六十四号） （抄）

第六条の三 （略）
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 おおむね 十歳未満の 児童であ つて、 その保護者 が労働等 により昼 間家庭に いない
ものに、 政令で定 める基準 に従い、 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。
③～⑨ （略）

第八条 第七項、 第二十七 条第六項 、第三十 三条第五 項、第三 十三条の十 五第三項 、第四十 六条第四 項及び第五 十九条第 五項の 規定により その権限に 属
させられた 事項を調 査審議す るため、 都道府県に 児童福 祉に関する 審議会そ の他の合 議制の機 関を置くも のとする 。ただし 、社会福 祉法（昭和 二十六
年法 律第四十五 号）第十 二条第 一項の規定 により同 法第七条 第一項に 規定する地 方社会福 祉審議会 （以下「 地方社会福 祉審議 会」という 。）に児 童福
祉に関す る事項を調 査審議 させる都 道府県にあ つては、 この限り でない。
② 前項に規 定する審 議会その他 の合議制 の機関（ 以下「都 道府県児童 福祉審 議会」とい う。）は 、同項に 定めるも ののほか、 児童、妊 産婦及び 知的障
害者の 福祉に関 する事項を 調査審議 すること ができる 。
③ 市町村は 、前項の 事項を調 査審議する ため、児 童福祉 に関する審 議会その 他の合議 制の機関 を置くこと ができる 。
④ 都道 府県児童 福祉審議 会は、都 道府県知事 の、前 項に規定 する審議会 その他の 合議制の 機関（以 下「市町村 児童福祉 審議会 」という。 ）は、市町 村
長 の管理に 属し、そ れぞれそ の諮問に答 え、又は 関係行 政機関に意 見を具申 すること ができる 。
⑤～ ⑦ （略）
第十 六条 市 町村の区域 に児童委 員を置く 。
② 民生 委員法（ 昭和二十三 年法律第 百九十八 号）によ る民生委員 は、児童 委員に 充てられた ものとす る。
③ 厚生労働 大臣は、 児童委員 のうちから 、主任児 童委員を 指名する 。
④ 前項 の規定に よる厚生 労働大臣 の指名は、 民生委 員法第五 条の規定に よる推薦 によつて 行う。

市町村 は、厚 生労働省令 の定める ところに より、あ らかじめ、 厚生労働 省令で定 める事項 を都道府県 知事に 届け出て 、家庭的保 育事

第二十 四条 （ 略）
② （略 ）
③ 市町村は 、一の保育 所につい て、当該 保育所へ の入所を希 望する旨 を記載 した前項の 申込書に係 る児童 のすべて が入所する 場合には 当該保育 所にお
ける適切 な保育を 行うことが 困難とな ることそ の他のや むを得ない 事由があ る場合 においては 、当該保 育所に入 所する児 童を公正な 方法で選 考するこ と
がで きる。
④・⑤ （略）
第三十 四条の十五
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家 庭的保育事 業を行う 市町村は 、その事 業を実施す るため に必要な ものとして 厚生労働 省令で定 める基準 を遵守しな ければな らない。

業 を行うこ とができ る。
② 市 町村は、前 項の規定 により 届け出た事 項に変更 を生じた ときは、 変更の日か ら一月以 内に、そ の旨を都 道府県知事 に届け 出なけれ ばならない 。
③ 市町村 は、家庭的 保育事 業を廃止 し、又は休 止しよう とすると きは、あ らかじめ、 厚生労働 省令で 定める事項 を都道府県 知事に 届け出な ければなら
ない 。
第三 十四条の 十六

第三 十五条 国は、政 令の定め るところに より、児 童福祉 施設（助産 施設、母 子生活支 援施設及 び保育所を 除く。） を設置す るものと する。
② 都 道府県は、 政令の定 めるとこ ろにより 、児童福 祉施設を 設置しなけ ればなら ない。
③ 市町村 は、厚生労 働省令 の定める ところによ り、あら かじめ、 厚生労働 省令で定め る事項を 都道府県 知事に届 け出て、児 童福祉 施設を設置 すること
がで きる。
④ 国、 都道府県及 び市町村 以外の者 は、厚生 労働省令の 定めると ころによ り、都道 府県知事の 認可を 得て、児 童福祉施設 を設置す ることが できる。
⑤ 児童福祉 施設には 、児童福祉 施設の職 員の養成 施設を附 置すること ができ る。
⑥ 市町 村は、児 童福祉施 設を廃止し 、又は休 止しよ うとすると きは、その 廃止又 は休止の 日の一月前 までに、 厚生労働 省令で定 める事項を 都道府県 知
事 に届け出 なければ ならない。
国、 都道府県 及び市町 村以外の 者は、児童 福祉施 設を廃止 し、又は休 止しよう とすると きは、厚 生労働省令 の定める ところ により、都 道府県知事 の
承 認を受け なければ ならない 。
⑦

第三十八 条 母子生 活支援施 設は、配 偶者のな い女子又は これに準 ずる事情 にある女 子及びその 者の監 護すべき 児童を入所 させて、 これらの 者を保護 す
る とともに、 これらの者 の自立 の促進の ためにその 生活を支 援し、あ わせて退 所した者に ついて相 談その 他の援助を 行うこと を目的と する施設 とする。

社会福祉 法（昭和 二十六年法 律第四十 五号）（ 抄）

第四 十四条の 二 児童 家庭支援 センターは 、地域の 児童の福 祉に関す る各般の 問題につ き、児童に 関する家 庭その他 からの相 談のうち、 専門的な 知識及
び技術 を必要と するもの に応じ、必 要な助言 を行うと ともに、 市町村の求 めに応 じ、技術的 助言その 他必要な 援助を行 うほか、第 二十六条 第一項第 二
号 及び第二 十七条第 一項第二 号の規定に よる指導 を行い 、あわせて 児童相談 所、児童 福祉施設 等との連絡 調整その 他厚生労 働省令の 定める援助 を総合
的に行 うことを 目的とす る施設と する。
（略 ）
②

○

（ 定義）
第二条 （略）
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２ （略）
３ 次 に掲げる事 業を第二 種社会 福祉事業と する。
一・二 （ 略）
三 母子及び寡 婦福祉法 （昭和 三十九年法 律第百二 十九号） に規定す る母子家庭 等日常生 活支援事 業又は寡 婦日常生活 支援事 業及び同 法に規定す る母
子福祉施 設を経営 する事業
四 ～十三 （略）
（略 ）
４

（地方 社会福祉 審議会）
第七条 社 会福祉に関 する事 項（児童 福祉及び精 神障害者 福祉に関 する事項 を除く。） を調査審 議するた め、都道 府県並びに 地方自 治法（昭和 二十二年
法律 第六十七号 ）第二百 五十二 条の十九第 一項の指 定都市（ 以下「指 定都市」と いう。） 及び同法 第二百五 十二条の二 十二第 一項の中核 市（以下 「中
核市」と いう。）に 社会福 祉に関す る審議会そ の他の合 議制の機 関（以下 「地方社会 福祉審議 会」と いう。）を 置くものと する。
（略）
２

（ 設置）
第十四条 都道府 県及び市 （特別区 を含む。以 下同じ 。）は、 条例で、福 祉に関す る事務所 を設置し なければな らない。
２ （略）
３ 町村は、条 例で、その 区域を 所管区域 とする福祉 に関する 事務所を 設置する ことができ る。
４ （略 ）
５ 都道府県 の設置する 福祉に関 する事務 所は、生 活保護法、 児童福祉 法及び 母子及び寡 婦福祉法に 定める 援護又は 育成の措置 に関する 事務のう ち都道
府県が 処理するこ ととされ ているも のをつか さどるとこ ろとする 。
６ 市町村（ 特別区を 含む。以 下同じ。） の設置す る福祉に 関する事 務所は、 生活保護 法、児童福 祉法、母 子及び寡 婦福祉法 、老人福祉 法、身体 障害者
福祉法 及び知的 障害者福 祉法に定め る援護、 育成又は 更生の措 置に関する 事務の うち市町村 が処理す ることと されてい るもの（政 令で定め るものを 除
く 。）をつ かさどる ところと する。
７・８ （略）

（ 設置）
第十八条 （略）
２ （略）
３ 都道 府県の社 会福祉主 事は、都 道府県の設 置する 福祉に関す る事務所 において 、生活保 護法、児童 福祉法及 び母子及 び寡婦福 祉法に定め る援護又 は
育 成の措置 に関する 事務を行 うことを職 務とする 。
市 及び第一項 に規定す る町村 の社会福祉 主事は、 市及び同 項に規定 する町村に 設置する 福祉に関 する事務 所において 、生活 保護法、 児童福祉法 、母
４
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５

子 及び寡婦 福祉法、 老人福祉 法、身体障 害者福祉 法及び知 的障害者 福祉法に 定める援 護、育成又 は更生の 措置に関 する事務 を行うこと を職務と する。
（ 略）

（指 導監督）
第二十条 都道府 県知事並び に指定都 市及び中 核市の長 は、この法 律、生活 保護法、 児童福祉 法、母子 及び寡婦 福祉法、老 人福祉法 、身体障 害者福祉 法
及 び知的障 害者福祉法 の施行に 関しそれ ぞれその 所部の職員 の行う事 務につい て、その 指導監督を 行うた めに必要な 計画を樹 立し、及 びこれを 実施す
るよう 努めなけ ればならな い。

（訓練 ）
第二十一条 この法律 、生活 保護法、 児童福祉法 、母子及 び寡婦福 祉法、老 人福祉法、 身体障害 者福祉法 及び知的 障害者福祉 法の施 行に関する 事務に従
事す る職員の素 質を向上 するた め、都道府 県知事は その所部 の職員及 び市町村の 職員に対 し、指定 都市及び 中核市の長 はその 所部の職員 に対し、 それ
ぞれ必要 な訓練を行 わなけ ればなら ない。

（第二 種社会福 祉事業）
第六十九条
国 及 び 都 道府 県 以 外 の 者 は 、 第 二 種 社 会 福 祉 事 業 を 開 始し た と き は 、 事 業 開 始 の 日 か ら 一 月 以内 に、 事 業 経 営 地 の都 道 府 県知 事 に第 六 十
七条第 一項各号 に掲げる 事項を届け 出なけれ ばなら ない。
２
前 項 の 規 定 に よ る 届 出 をし た 者 は 、 そ の 届 け 出 た 事 項 に 変 更 を 生 じ たと き は 、 変 更 の 日 か ら 一 月 以 内 に 、 その 旨 を当 該 都 道府 県 知 事に 届 け出 な け
れば ならない。 その事業 を廃止し たときも 、同様と する。

通則

不利 益処分

行 政手続法 （平成五年 法律第 八十八号） （抄）

（ 適用除外）
第 七 十四 条
第 六 十 二 条 か ら 第 七 十 一 条 ま で並 び に 第 七 十 二 条 第 一 項 及 び 第 三 項 の規 定 は 、 他 の 法 律 に よ つ て 、 そ の 設 置 又は 開 始 につ き、 行 政 庁 の許
可 、認可又 は行政庁へ の届出を 要するも のとされ ている施設 又は事業 につい ては、適用 しない。

○
第 三章
第一 節

（ 処分の基 準）
第十二 条 行政庁 は、処分 基準を 定め、かつ 、これを 公にして おくよう 努めなけれ ばならな い。
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２

行政庁は 、処分基 準を定 めるに当た っては、不 利益処 分の性質 に照らして できる限 り具体的 なものと しなければ ならない 。

（不利益処 分をしよ うとす る場合の手 続）
第十 三条 行政 庁は、不 利益処分 をしよう とする場合 には、次 の各号の 区分に従 い、この章 の定める ところ により、当 該不利益 処分の名 あて人と なるべ
き者につ いて、当 該各号に 定める意 見陳述のた めの手続 を執らな ければな らない。
一 次のい ずれかに該 当すると き 聴聞
イ 許認 可等を取 り消す不 利益処分を しようと すると き。
ロ イに規定 するもの のほか、 名あて人の 資格又 は地位を 直接にはく 奪する不 利益処分 をしよう とするとき 。
ハ 名 あて人が法 人であ る場合にお けるその 役員の解 任を命ず る不利益処 分、名あ て人の業 務に従事 する者の解 任を命ず る不利 益処分又は 名あて人
の会員であ る者の除 名を命ず る不利益 処分をし ようとす るとき。
ニ イからハま でに掲げ る場合以 外の場合 であって行 政庁が相 当と認め るとき。
二 前号 イからニま でのい ずれにも 該当しない とき 弁 明の機会 の付与
２ 次の各号 のいずれ かに該当す るときは 、前項の 規定は、 適用しない 。
一 公 益上、緊 急に不利益 処分をす る必要が あるため 、前項に規 定する意 見陳述の ための手 続を執る ことがで きないとき 。
二 法令上 必要とさ れる資格が なかった こと又は 失われる に至ったこ とが判 明した場 合に必ずす ることと されてい る不利益 処分であっ て、その 資格の
不存在又 は喪失の 事実が 裁判所の判 決書又は決 定書、 一定の職 に就いたこ とを証す る当該任 命権者の 書類その他 の客観的 な資料 により直接 証明され
た ものをし ようとする とき。
三 施設若しく は設備の 設置、維 持若しく は管理又 は物の製 造、販売そ の他の取 扱いにつ いて遵守 すべき事項 が法令に おいて 技術的な基 準をもって 明
確にされ ている場合 において 、専ら当 該基準が 充足されて いないこ とを理 由として当 該基準に従 うべき ことを命 ずる不利益 処分であ ってその 不充足
の事 実が計測 、実験その 他客観的 な認定方 法によっ て確認され たものを しよう とするとき 。
四 納 付すべき金 銭の額を 確定し、 一定の額 の金銭の納 付を命じ 、又は金 銭の給付 決定の取消 しその 他の金銭 の給付を制 限する不 利益処分 をしよう と
する とき。
五 当 該不利益 処分の性 質上、それ によって 課される 義務の内 容が著しく 軽微な ものである ため名あ て人とな るべき者 の意見をあ らかじめ 聴くこと を
要 しないもの として政 令で定 める処分を しようと するとき 。

（不利益 処分の理由 の提示 ）
第十 四条 行 政庁は、不 利益処分 をする場 合には、 その名あて 人に対し 、同時 に、当該不 利益処分の 理由を 示さなけ ればならな い。ただ し、当該 理由を
示さな いで処分を すべき差 し迫った 必要があ る場合は、 この限り でない。
２ 行政庁は 、前項た だし書の場 合におい ては、当 該名あて 人の所在が 判明し なくなっ たときその 他処分後 において 理由を示 すことが困 難な事情 がある
ときを 除き、処 分後相当の 期間内に 、同項の 理由を示 さなければ ならない 。
不利益処 分を書面 でする ときは、前 二項の理由 は、書 面により 示さなけれ ばならな い。
３
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第 二節

聴聞

（聴聞の通 知の方式 ）
第十 五条 行政 庁は、聴 聞を行う に当たっ ては、聴聞 を行うべ き期日ま でに相当 な期間をお いて、不 利益処 分の名あて 人となる べき者に 対し、次 に掲げ
る事項を 書面によ り通知し なければ ならない。
一 予定さ れる不利益 処分の内 容及び根 拠となる 法令の条項
二 不 利益処分 の原因とな る事実
三 聴聞の 期日及び 場所
四 聴 聞に関す る事務を 所掌する組 織の名称 及び所 在地
２ 前項の 書面におい ては、 次に掲げ る事項を教 示しなけ ればなら ない。
一 聴聞の期日 に出頭し て意見 を述べ、及 び証拠書 類又は証 拠物（以 下「証拠書 類等」と いう。） を提出し 、又は聴聞 の期日 への出頭に 代えて陳 述書
及び証拠 書類等を提 出するこ とができ ること。
二 聴聞が終 結する時 までの間 、当該不 利益処分の 原因とな る事実を 証する資 料の閲覧を 求めるこ とがで きること。
３ 行政 庁は、不 利益処分 の名あて人 となるべ き者の 所在が判明 しない場合 におい ては、第 一項の規定 による通 知を、そ の者の氏 名、同項第 三号及び 第
四 号に掲げ る事項並 びに当該行 政庁が同 項各号に 掲げる事 項を記載し た書面 をいつで もその者に 交付する 旨を当該 行政庁の 事務所の掲 示場に掲 示する
ことに よって行 うことが できる。こ の場合に おいて は、掲示を 始めた日か ら二週 間を経過 したときに 、当該通 知がその 者に到達 したものと みなす。

（代 理人）
第十六条 前条第一 項の通知 を受けた 者（同条 第三項後段 の規定に より当該 通知が到 達したもの とみな される者 を含む。以 下「当事 者」とい う。）は 、
代 理人を選任 することが できる 。
代理 人は、各 自、当事者 のために 、聴聞に 関する一 切の行為を すること ができ る。
代理人の 資格は、 書面で証 明しなけれ ばならな い。
代理 人がその 資格を失 ったとき は、当該代 理人を 選任した 当事者は、 書面でそ の旨を行 政庁に届 け出なけれ ばならな い。
２
３
４

（参加 人）
第十七条 第十九条 の規定に より聴聞 を主宰す る者（以下 「主宰者 」という 。）は、 必要がある と認め るときは、 当事者以 外の者で あって当 該不利益処
分 の根拠とな る法令に照 らし当 該不利益 処分につき 利害関係 を有する ものと認 められる者 （同条第 二項第六 号におい て「関係 人」とい う。）に対 し、
当該聴 聞に関する 手続に参 加するこ とを求め 、又は当該 聴聞に関 する手続 に参加す ることを許 可する ことがで きる。
２ 前項の規 定により 当該聴聞に 関する手 続に参加 する者（ 以下「参加 人」と いう。） は、代理人 を選任す ることが できる。
３ 前条 第二項か ら第四項 までの規 定は、前項 の代理 人について 準用する 。この場 合におい て、同条第 二項及び 第四項中 「当事者 」とあるの は、「参 加
人 」と読み 替えるも のとする 。
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（ 文書等の 閲覧）
第十八 条 当事者 及び当該 不利益 処分がされ た場合に 自己の利 益を害さ れることと なる参加 人（以下 この条及 び第二十四 条第三 項におい て「当事者 等」
という。） は、聴聞 の通知 があった時 から聴聞が 終結す る時まで の間、行政 庁に対し 、当該事 案につい てした調査 の結果に 係る調 書その他の 当該不利
益処 分の原因と なる事実 を証す る資料の閲 覧を求め ることが できる。 この場合に おいて、 行政庁は 、第三者 の利益を害 するお それがあ るときその 他正
当な理由 があると きでなけ れば、そ の閲覧を拒 むことが できない 。
前項の規 定は、当 事者等が聴 聞の期日 における 審理の進 行に応じて 必要と なった資 料の閲覧を 更に求め ることを 妨げない 。
行政 庁は、前 二項の閲 覧について 日時及び 場所を 指定するこ とができる 。
２
３

（聴聞 の主宰）
第十九条 聴聞は、行 政庁が 指名する 職員その他 政令で定 める者が 主宰する 。
２ 次の各号の いずれかに 該当す る者は、 聴聞を主宰 すること ができな い。
当該 聴聞の当事 者又は 参加人
前号に規 定する者 の配偶者 、四親等 内の親族又 は同居の 親族
第 一号に規 定する者の 代理人又 は次条第 三項に規 定する補佐 人
前三号 に規定す る者であっ たことの ある者
第 一号に規 定する者 の後見人、 後見監督 人、保 佐人、保佐 監督人、補 助人又 は補助監 督人
参加人 以外の関 係人
一
二
三
四
五
六

（聴聞の 期日におけ る審理 の方式）
第二 十条 主 宰者は、最 初の聴聞 の期日の 冒頭にお いて、行政 庁の職員 に、予 定される不 利益処分の 内容及 び根拠と なる法令の 条項並び にその原 因とな
る事実 を聴聞の期 日に出頭 した者に 対し説明 させなけれ ばならな い。
２ 当事者又 は参加人 は、聴聞 の期日に出 頭して、 意見を述 べ、及び 証拠書類 等を提出 し、並びに 主宰者の 許可を得 て行政庁 の職員に対 し質問を 発する
ことが できる。
３ 前項の場 合におい て、当 事者又は参 加人は、主 宰者の 許可を得 て、補佐人 とともに 出頭する ことがで きる。
４ 主 宰者は、 聴聞の期日 におい て必要があ ると認め るときは 、当事者 若しくは参 加人に対 し質問を 発し、意 見の陳述若 しくは 証拠書類 等の提出を 促し
、又は行 政庁の職員 に対し 説明を求め ることが できる。
主宰者は 、当事者又 は参加人 の一部が 出頭しな いときであ っても、 聴聞の 期日におけ る審理を行 うこと ができる 。
聴聞 の期日に おける審理 は、行政 庁が公開 すること を相当と認 めるとき を除き 、公開しな い。
５
６

（陳述 書等の提 出）
第 二十一条 当事者又 は参加 人は、聴聞 の期日への 出頭に 代えて、 主宰者に対 し、聴聞 の期日ま でに陳述 書及び証拠 書類等を 提出する ことがで きる。
２ 主 宰者は、聴 聞の期日 に出頭 した者に対 し、その 求めに応 じて、前 項の陳述書 及び証拠 書類等を 示すこと ができる。
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（続行 期日の指 定）
第二十二条 主宰者は 、聴聞 の期日に おける審理 の結果、 なお聴聞 を続行す る必要があ ると認め るとき は、さらに 新たな期日 を定め ることが できる。
２ 前項の場合 において は、当事 者及び参 加人に対し 、あらか じめ、次 回の聴聞 の期日及び 場所を書 面によ り通知しな ければな らない。 ただし、 聴聞の
期日に出 頭した当 事者及び 参加人に 対しては、 当該聴聞 の期日に おいてこ れを告知す れば足り る。
３ 第十五条 第三項の 規定は、前 項本文の 場合にお いて、当 事者又は参 加人の 所在が判 明しないと きにおけ る通知の 方法につ いて準用す る。この 場合に
おいて 、同条第 三項中「不 利益処分 の名あて 人となる べき者」と あるのは 「当事 者又は参加 人」と、 「掲示を 始めた日 から二週間 を経過し たとき」 と
あ るのは「 掲示を始 めた日から 二週間を 経過した とき（同 一の当事者 又は参 加人に対 する二回目 以降の通 知にあっ ては、掲 示を始めた 日の翌日 ）」と
読み替 えるもの とする。

（当 事者の不出 頭等の場 合にお ける聴聞の 終結）
第二十三 条 主宰者 は、当事 者の全部 若しくは 一部が正当 な理由な く聴聞の 期日に出 頭せず、か つ、第 二十一条 第一項に規 定する陳 述書若し くは証拠 書
類 等を提出し ない場合 、又は参 加人の全 部若しくは 一部が聴 聞の期日 に出頭し ない場合に は、これ らの者 に対し改め て意見を 述べ、及 び証拠書 類等を
提出す る機会を 与えること なく、聴 聞を終結 すること ができる。
２ 主宰者は 、前項に 規定する 場合のほか 、当事者 の全部 又は一部が 聴聞の期 日に出頭 せず、か つ、第二十 一条第一 項に規定 する陳述 書又は証拠 書類等
を提出 しない場 合におい て、これら の者の聴 聞の期 日への出頭 が相当期間 引き続 き見込め ないときは 、これら の者に対 し、期限 を定めて陳 述書及び 証
拠 書類等の 提出を求 め、当該 期限が到来 したとき に聴聞 を終結する こととす ることが できる。

（聴聞調 書及び報告 書）
第二 十四条 主宰者は、 聴聞の審 理の経過 を記載し た調書を作 成し、当 該調書 において、 不利益処分 の原因 となる事 実に対する 当事者及 び参加人 の陳述
の要旨 を明らかに しておか なければ ならない 。
２ 前項の調 書は、聴 聞の期日 における審 理が行わ れた場合 には各期 日ごとに 、当該審 理が行われ なかった 場合には 聴聞の終 結後速やか に作成し なけれ
ばなら ない。
３ 主宰者は 、聴聞の 終結後 速やかに、 不利益処分 の原因 となる事 実に対する 当事者等 の主張に 理由があ るかどうか について の意見 を記載した 報告書を
作成し 、第一項 の調書と ともに行 政庁に提出 しなけ ればなら ない。
当事 者又は参加 人は、第 一項の調 書及び前 項の報告書 の閲覧を 求めるこ とができ る。
４

（聴聞 の再開）
第二 十五条 行政庁は 、聴聞の終 結後に生 じた事情 にかんが み必要があ ると認 めるとき は、主宰者 に対し、 前条第三 項の規定 により提出 された報 告書を
返戻して 聴聞の再 開を命ず ることが できる。第 二十二 条第二項本 文及び第 三項の規 定は、こ の場合につ いて準用 する。
（聴聞 を経てさ れる不利 益処分の 決定）
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第 二十六条 行政庁は 、不利 益処分の決 定をすると きは、 第二十四 条第一項の 調書の内 容及び同 条第三項 の報告書に 記載され た主宰者 の意見を 十分に参
酌して これをし なければ ならない 。

（不 服申立ての 制限）
第 二 十七 条 行 政 庁 又 は 主 宰 者 が こ の 節 の 規定 に 基 づ い て し た 処 分 に つ い て は 、 行 政 不 服審 査 法 （ 昭 和 三 十 七 年 法 律 第 百 六十 号 ）に よ る不 服 申 立て を
す ることが できない。
２ 聴 聞 を経 て さ れ た 不 利 益 処 分 に つ い て は 、 当事 者 及び 参 加 人 は 、 行 政 不 服 審 査 法 によ る 異 議 申 立 て を す る こ と が で き ない 。 た だし 、 第十 五 条 第三
項 後段の規 定により 当該通知が 到達した ものとみ なされる 結果当事者 の地位 を取得し た者であっ て同項に 規定する 同条第一 項第三号（ 第二十二 条第三
項にお いて準用 する場合 を含む。） に掲げる 聴聞の 期日のいず れにも出頭 しなか った者に ついては、 この限り でない。

弁明の機会 の付与

（役 員等の解任 等を命ず る不利 益処分をし ようとす る場合の 聴聞等の 特例）
第二十八 条 第十三 条第一項 第一号ハ に該当す る不利益処 分に係る 聴聞にお いて第十 五条第一項 の通知 があった 場合におけ るこの節 の規定の 適用につ い
て は、名あて 人である 法人の役 員、名あ て人の業務 に従事す る者又は 名あて人 の会員であ る者（当 該処分 において解 任し又は 除名すべ きことと されて
いる者 に限る。 ）は、同項 の通知を 受けた者 とみなす 。
２ 前項の不 利益処分 のうち名 あて人であ る法人の 役員又 は名あて人 の業務に 従事する 者（以下 この項にお いて「役 員等」と いう。） の解任を命 ずるも
のに係 る聴聞が 行われた 場合におい ては、当 該処分 にその名あ て人が従わ ないこ とを理由 として法令 の規定に よりされ る当該役 員等を解任 する不利 益
処 分につい ては、第 十三条第 一項の規定 にかかわ らず、 行政庁は、 当該役員 等につい て聴聞を 行うことを 要しない 。
第三節

（弁明 の機会の付 与の方式 ）
第二 十九条 弁明は、 行政庁が 口頭でする ことを認 めたとき を除き、 弁明を記 載した書 面（以下「 弁明書」 という。 ）を提出 してするも のとする 。
２ 弁明 をすると きは、証 拠書類等 を提出する ことが できる。

（弁明 の機会の 付与の通知 の方式 ）
第三十条 行政庁は 、弁明書 の提出期 限（口頭 による弁明 の機会の 付与を行 う場合に は、その日 時）ま でに相当な 期間をお いて、不 利益処分 の名あて人
と なるべき者 に対し、次 に掲げ る事項を 書面により 通知しな ければな らない。
一 予 定される不 利益処分 の内容及 び根拠と なる法令の 条項
二 不利益 処分の原因 となる事 実
三 弁 明書の提 出先及び提 出期限（ 口頭によ る弁明の 機会の付与 を行う場 合には 、その旨並 びに出頭 すべき日 時及び場 所）
（聴聞 に関する 手続の準 用）
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児童扶養 手当法（ 昭和三十六 年法律第 二百三十 八号）（ 抄）

第 三十一条 第十五条 第三項 及び第十六 条の規定は 、弁明 の機会の 付与につい て準用す る。この 場合にお いて、第十 五条第三 項中「第 一項」と あるのは
「第三 十条」と 、「同項 第三号及 び第四号」 とある のは「同 条第三号」 と、第十 六条第一 項中「前 条第一項」 とあるの は「第三 十条」と 、「同条第 三
項後段」と あるのは 「第三 十一条にお いて準用す る第十 五条第三 項後段」と 読み替え るものと する。

○

（支給要件）
第四条 （略）
２ 前項の 規定にかか わらず 、手当は 、母に対す る手当に あつては 児童が第 一号から第 八号まで のいずれ かに該当 するとき、 父に対 する手当に あつては
児童 が第一号か ら第四号 まで又 は第十号か ら第十三 号までの いずれか に該当する とき、養 育者に対 する手当 にあつては 児童が 第一号から 第七号ま で又
は第九号 のいずれか に該当 するとき は、当該児 童につい ては、支 給しない 。
一 （略）
二 父 又は母の 死亡につい て支給さ れる公的 年金給付 を受けるこ とができ るとき。 ただし、 その全額 につきそ の支給が停 止されて いるとき を除く。
三 父又は 母の死亡 について労 働基準法 （昭和二 十二年法 律第四十九 号）の 規定によ る遺族補償 その他政 令で定め る法令に よるこれに 相当する 給付（
以下この 項におい て「遺 族補償等」 という。） を受け ることが できる場合 であつて 、当該遺 族補償等 の給付事由 が発生し た日か ら六年を経 過してい
な いとき。
四 （略）
五 父に 支給される 公的年 金給付の 額の加算の 対象とな つている とき。
六 ・七 （略 ）
八 父 の死亡につ いて支給 される遺 族補償等 を受けるこ とができ る母の監 護を受け ている場合 であつ て、当該 遺族補償等 の給付事 由が発生 した日か ら
六年 を経過し ていない とき。
九 父 又は母の 死亡につ いて支給さ れる遺族 補償等を 受けるこ とができる 者の養 育を受けて いる場合 であつて 、当該遺 族補償等の 給付事由 が発生し た
日 から六年を 経過して いない とき。
十 母 に支給さ れる公的 年金給付 の額の加算 の対象 となつて いるとき。
十一・十 二 （略）
十 三 母の死 亡について 支給さ れる遺族 補償等を受 けること ができる 父の監護 を受け、か つ、これ と生計を 同じくし ている場 合であつ て、当該遺 族補
償等の給 付事由が 発生した日 から六年 を経過し ていない とき。
３ 第一項の 規定にか かわらず、 手当は、 母に対す る手当に あつては当 該母が 、父に対 する手当に あつては 当該父が 、養育者 に対する手 当にあつ ては当
該養育 者が、次 の各号のい ずれかに 該当する ときは、 支給しない 。
一 日本国 内に住所 を有しな いとき。
二 国 民年金法 等の一部 を改正す る法律（昭 和六十 年法律第 三十四号） 附則第三 十二条第 一項の規 定によりな お従前の 例による ものとさ れた同法第 一
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条 による改正 前の国民 年金法 に基づく老 齢福祉年 金以外の 公的年金 給付を受け ることが できると き。ただ し、その全 額につ きその支給 が停止さ れて
いると きを除く。

（支 給期間及び 支払期月 ）
第七条 手当の支 給は、受給 資格者が 前条の規 定による 認定の請求 をした日 の属する 月の翌月 （第十三 条の二第 一項におい て「支給 開始月」 という。 ）
か ら始め、 手当を支給 すべき事 由が消滅 した日の 属する月で 終わる。
２・３ （略）

（支給 の制限）
第九条 手 当は、受給 資格者 （第四条 第一項第一 号ロ又は ニに該当 し、かつ 、母がない 児童、同 項第二号 ロ又はニ に該当し、 かつ、 父がない児 童その他
政令 で定める児 童の養育 者を除 く。以下こ の項にお いて同じ 。）の前 年の所得が 、その者 の所得税 法に規定 する控除対 象配偶 者及び扶養 親族（以 下「
扶養親族 等」という 。）並 びに当該 受給資格者 の扶養親 族等でな い児童で 当該受給資 格者が前 年の十 二月三十一 日において 生計を 維持した ものの有無
及 び数に応じ て、政令 で定める 額以上で あるときは 、その年 の八月か ら翌年の 七月までは 、政令の 定める ところによ り、その 全部又は 一部を支 給しな
い。
（略）
２

（ 相談及び 情報提供 等）
第二 十八条の二 （略）
２ 都道 府県知事等 は、受給 資格者（ 養育者を 除く。）に 対し、就 業支援そ の他の自 立のために 必要な 支援を行 うことがで きる。
３ 都道府県 知事等は、 受給資格 者（養育 者を除く 。）に対す る就業支 援その 他の自立の ために必要 な支援 について 、地域の実 情を踏ま え、厚生 労働大
臣に対 して意見を 申し出る ことがで きる。

労働基準 法（昭和 二十二 年法律第四 十九号）（ 抄）

（資料 の提供等 ）
第 三十条 都 道府県知 事等は 、手当の支 給に関する 処分に 関し必要 があると認 めるとき は、受給 資格者、 当該児童若 しくは受 給資格 者の配偶者 若しくは
扶養義 務者の資 産若しく は収入の 状況又は受 給資格 者、当該 児童若しく は当該児 童の父若 しくは母 に対する公 的年金給 付の支 給状況につ き、官公署 、
公的年金 給付に係る 年金制 度の管掌者 たる組合 若しくは 国家公務 員共済組合 連合会若 しくは日 本私立学 校振興・共 済事業団 に対し 、必要な書 類の閲覧
若 しくは資料 の提供を求 め、又 は銀行、 信託会社そ の他の機 関若しく は受給資 格者の雇用 主その他 の関係人 に対し、 必要な事 項の報告 を求めるこ とが
できる 。

○
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則

船員 保険法（ 昭和十四年 法律第七 十三号） （抄）

（ 遺族補償 ）
第七十 九条 労働 者が業務 上死亡 した場合に おいては 、使用者 は、遺族 に対して、 平均賃金 の千日分 の遺族補 償を行わな ければ ならない 。

○

○
則

労 働者災害 補償保険法 （昭和 二十二年法 律第五十 号）（抄 ）
附

第五 十九条 （略）
②～⑤ （略）
⑥ 障害補償 年金前払 一時金 の支給を受 けた者に支 給され るべき障 害補償年金 の支給が 第三項の 規定によ り停止され ている間 は、当該 障害補償 年金につ
いては 、国民年 金法第三 十六条の 二第二項及 び国民 年金法等 の一部を改 正する法 律（昭和 六十年法 律第三十四 号。以下 この項及 び次条第 七項におい て
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附

（障害 前払一時 金及び遺 族前払一時 金）
第五条 （ 略）
２～ ８ （略）
９ 障害 年金の支給 が第四項 の規定に より停止 されている 間は、当 該障害年 金につい ては、国民 年金法 第三十六 条の二第二 項及び国 民年金法 等の一部 を
改 正する法律 （昭和六 十年法律 第三十四 号。以下こ の項及び 次項にお いて「昭 和六十年改 正法」と いう。 ）附則第三 十二条第 十一項の 規定によ りなお
その効 力を有す るものとさ れた昭和 六十年改 正法第一 条の規定に よる改正 前の国民 年金法（ 以下この 項及び次 項において 「旧国民 年金法」 という。 ）
第 六十五条 第二項（ 昭和六十年 改正法附 則第二十 八条第十 項の規定に よりそ の例によ る場合及び 昭和六十 年改正法 附則第三 十二条第十 一項の規 定によ
りなお その効力 を有する ものとされ た旧国民 年金法 第七十九条 の二第五項 におい て準用す る場合を含 む。次項 において 同じ。） 、児童扶養 手当法（ 昭
和 三十六年 法律第二 百三十八 号）第四条 第三項第 二号た だし書並び に特別児 童扶養手 当等の支 給に関する 法律（昭 和三十九 年法律第 百三十四号 ）第三
条第 三項第二号 ただし書 及び第十 七条第一 号ただし 書の規定 は、適用し ない。
遺族年金 の支給が第 四項の規 定により 停止され ている間は 、当該遺 族年金 については 、国民年金 法第三 十六条の 二第二項及 び昭和六 十年改正 法附則
第 三十二条第 十一項の規 定によ りなおそ の効力を有 するもの とされた 旧国民年 金法第六十 五条第二 項並び に児童扶養 手当法第 四条第二 項第二号 ただし
書及び 第三項第二 号ただし 書の規定 は、適用 しない。
（略 ）
10

11

「 昭和六十 年法律第 三十四号 」という。 ）附則第 三十二条 第十一項 の規定に よりなお その効力を 有するも のとされ た昭和六 十年法律第 三十四号 第一条
の規定 による改 正前の国 民年金法 （以下この 項及び 次条第七 項において 「旧国民 年金法」 という。 ）第六十五 条第二項 （昭和六 十年法律 第三十四号 附
則第二十八 条第十項 におい てその例に よる場合及 び昭和 六十年法 律第三十四 号附則第 三十二条 第十一項 の規定によ りなおそ の効力 を有するも のとされ
た旧 国民年金法 第七十九 条の二 第五項にお いて準用 する場合 を含む。 次条第七項 において 同じ。） 、児童扶 養手当法（ 昭和三 十六年法 律第二百三 十八
号）第四 条第三項 第二号た だし書並 びに特別児 童扶養手 当等の支 給に関す る法律（昭 和三十九 年法律 第百三十四 号）第三条 第三項 第二号た だし書及び
第 十七条第 一号ただし 書の規定 は、適用 しない。

地方自治 法（昭和 二十二年 法律第六十 七号）（ 抄）

第六 十条 （ 略）
②～⑥ （略）
⑦ 遺族補 償年金前払 一時金 の支給を 受けた者に 支給され るべき遺 族補償年 金の支給が 第三項の 規定によ り停止さ れている間 は、当 該遺族補償 年金につ
いて は、国民年 金法第三 十六条 の二第二項 及び昭和 六十年法 律第三十 四号附則第 三十二条 第十一項 の規定に よりなおそ の効力 を有するも のとされ た旧
国民年金 法第六十五 条第二 項並びに 児童扶養手 当法第四 条第二項 第二号た だし書及び 第三項第 二号た だし書の規 定は、適用 しない 。

○

次に掲げ る情報で あつて厚生 労働省令 で定め るもの

（略）

生活 保護法（昭 和二十五 年法律第 百四十四 号）（抄）

（ 指定都市 の権能）
第二 百五十二条 の十九 政 令で指 定する人 口五十万以 上の市（ 以下「指 定都市」 という。） は、次に 掲げる事 務のうち 都道府県 が法律又 はこれに基 づく
政令の定 めるところ により処 理するこ ととされ ているもの の全部又 は一部で 政令で定 めるものを 、政令 で定める ところによ り、処理 すること ができる 。
一 ～五の三 （略）
六 母 子家庭及び 寡婦の福 祉に関す る事務
六 の二～十 三 （略）
（略 ）
２

○

別表第一 （第二十 九条関係）

都道府県知事、市長又は福

（略）
六
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○

祉 事務所 を管理する 町村長

（略）

一・二 （略）
三 母 子及び寡 婦福祉法 （昭和三 十九年法律 第百二十 九号）に よる母子 家庭自立支 援給付 金の支給 に関する情 報
四・五 （ 略）
（ 略）

国家公務員 災害補償法 （昭和 二十六年 法律第百九 十一号） （抄）
則

激甚災害 に対処す るため の特別の財 政援助等に 関する 法律（昭 和三十七年 法律第百 五十号） （抄）

じん

14

○

24

10

15 12
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附

１～
（略 ）
障害補償 年金前払 一時金 の支給を受 けた者に支 給され るべき障 害補償年金 の支給が 前項の規 定により 停止されて いる間は 、当該 障害補償年 金につい
て は、国民 年金法（ 昭和三十 四年法律第 百四十一 号）第 三十六条の 二第二項 及び国民 年金法等 の一部を改 正する法 律（昭和 六十年法 律第三十四 号。以
下こ の項及び附 則第十五 項におい て「昭和 六十年法 律第三十 四号」とい う。）附 則第三十 二条第十 一項の規定 によりな おその 効力を有す るものとさ れ
た同法第 一条の規定 による 改正前の 国民年金法 （以下「 旧国民年 金法」と いう。）第 六十五条 第二項（ 昭和六十 年法律第三 十四号 附則第二十 八条第十
項 においてそ の例による 場合及 び同法附 則第三十二 条第十一 項の規定 によりな おその効力 を有する ものと された旧国 民年金法 第七十九 条の二第 五項に
おいて 準用する場 合を含む 。附則第 十五項に おいて同じ 。）、児 童扶養手 当法（昭 和三十六年 法律第 二百三十 八号）第四 条第三項 第二号た だし書並 び
に 特別児童 扶養手当等 の支給に 関する法 律（昭和 三十九年法 律第百三 十四号 ）第三条第 三項第二号 ただし 書及び第 十七条第一 号ただし 書の規定 は、適
用しな い。
～
（略 ）
遺族補 償年金前 払一時金 の支給を 受けた者に 支給され るべき遺 族補償年 金の支給が 前項の規 定によ り停止され ている間は 、当該 遺族補償 年金につい
ては、国 民年金法第 三十六 条の二第二 項及び昭 和六十年 法律第三 十四号附則 第三十二 条第十一 項の規定 によりなお その効力 を有す るものとさ れた旧国
民 年金法第六 十五条第二 項並び に児童扶 養手当法第 四条第二 項第二号 ただし書 及び第三項 第二号た だし書の 規定は、 適用しな い。
～
（略）
11

16

書

印紙税法 （昭和四十 二年法律 第二十三 号）（抄 ）
非 課税文書 の表（第 五条関係）
文

名

（略 ）

作

成

当該 資金の貸 付けを受 ける者

（略）

者

（ 母子及び 寡婦福祉 法による 国の貸付け の特例）
第二十 条 特定地 方公共団 体であ る都道府県 （指定都 市及び中 核市を含 む。以下こ の条にお いて同じ 。）に対 し、国が母 子及び 寡婦福祉 法（昭和三 十九
年法律第百 二十九号 ）によ つて貸し付 ける金額は 、激甚 災害を受 けた会計年 度（以下 この条に おいて「 被災年度」 という。 ）及び その翌年度 に限り、
同法 第三十七条 第一項の 規定に かかわらず 、同項の 規定によ つて貸し 付けるもの とされる 金額と、 当該都道 府県が当該 災害に よる被害 を受けた者 （以
下この条 において 「被災者 」という 。）に対す る貸付金 の財源と して特別 会計に繰り 入れる金 額との 合計額に相 当する金額 とする 。
２ （略）
３ 前項 の規定に より都道 府県が特別 会計に繰 り入れ なければな らない金額 につい ては、母 子及び寡婦 福祉法第 三十七条 第一項の 規定は、適 用しない 。
４ 第一項の 都道府県 であつて 第二項の規 定により 特別会 計への繰入 れを行つ たものに ついての 母子及び寡 婦福祉法 第三十七 条第二項 及び第六項 の規定
の適用 について は、同条 第二項第二 号及び第 六項第 二号中「福 祉資金貸付 金の財 源として 特別会計に 繰り入れ た金額」 とあるの は、「福祉 資金貸付 金
じん
の財源とし て特別会 計に繰り 入れた金 額（激甚災 害に対 処するため の特別の 財政援助 等に関す る法律第二 十条第二 項の規定 により特 別会計に繰 り入れ
た金 額を含む。 ）」とす る。
５ 第一 項の都道府 県であつ て第二項 の規定に より国への 償還を行 つたもの について の母子及び 寡婦福 祉法第三 十六条第二 項並びに 第三十七 条第二項 、
じん
第 四項及び第 六項の規 定の適用 について は、同法第 三十六条 第二項中 「同条第 二項及び第 四項」と あるの は、「同条 第二項及 び第四項 並びに激 甚災害
に対処 するため の特別の財 政援助等 に関する 法律（以 下「激甚災 害法」と いう。） 第二十条 第二項」 と、「同 条第五項」 とあるの は「次条 第五項」 と
、 同法第三 十七条第 二項第一号 中「この 項及び第 四項」と あるのは「 この項 及び第四 項並びに激 甚災害法 第二十条 第二項」 と、同条第 四項中「 第二項
」とあ るのは「 第二項及 び激甚災害 法第二十 条第二 項」と、同 条第六項第 一号中 「第二項 及び第四項 」とある のは「第 二項及び 第四項並び に激甚災 害
法 第二十条 第二項」 とする。

○
別表 第三

（略）
母子及び 寡婦福祉 法（昭和三 十九年 法律第百 二十九号） に定める 資金の貸 付けに関 する文書
（略）

- 27 -

○

配 偶者からの 暴力の防 止及び 被害者の保 護等に関 する法律 （平成十 三年法律第 三十一号 ）（抄）

則

子ども ・子育て支 援法（ 平成二十 四年法律第 六十五号 ）（抄）

（福 祉事務所に よる自立 支援）
第八条の 三 社会 福祉法（昭 和二十六 年法律第 四十五号 ）に定める 福祉に関 する事務 所（次条 において 「福祉事 務所」とい う。）は 、生活保 護法（昭 和
二 十五年法 律第百四十 四号）、 児童福祉 法（昭和 二十二年法 律第百六 十四号） 、母子及 び寡婦福祉 法（昭 和三十九年 法律第百 二十九号 ）その他 の法令
の定め るところ により、被 害者の自 立を支援 するため に必要な措 置を講ず るよう 努めなけれ ばならな い。

○
附

（保育 所に係る 委託費の支 払等）
第六 条 （略 ）
２ 特定 保育所に おける保 育認定子 どもに係る 特定教 育・保育 については 、当分の 間、第三 十三条第 一項及び第 二項並び に第四 十二条、母 子及び寡婦 福
祉 法（昭和 三十九年 法律第百 二十九号） 第二十八 条第二 項並びに児 童虐待の 防止等に 関する法 律（平成十 二年法律 第八十二 号）
第十 三条の二第 二項の規定 は適用 しない。
３～８ （略）

（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。
２ 前項の合 議制の機関 は、同項 各号に掲 げる事務 を処理する に当たっ ては、 地域の子ど も及び子育 て家庭 の実情を 十分に踏ま えなけれ ばならな い。
３ 前二 項に定め るもののほ か、第一 項の合議 制の機関 の組織及び 運営に関 し必要 な事項は、 市町村の 条例で定 める。
４ 都道府県 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 都 道府県子 ども・子育 て支援事 業支援計 画に関し 、第六十二 条第五項 に規定 する事項を 処理する こと。
二 当該都 道府県に 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 。
第 二項及び第 三項の規 定は、 前項の規定 により都 道府県に 合議制の 機関が置か れた場合 に準用す る。
５
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○

地方公務 員災害補 償法（ 昭和四十二 年法律第百 二十一 号）（抄 ）

附 則
（障 害補償年金 前払一時 金）
第五条の 三 （略 ）
２・ ３ （略 ）
４ 障害 補償年金 前払一時 金の支給を 受けた者 に支給 されるべき 障害補償年 金の支 給が前項 の規定によ り停止さ れている 間は、当 該障害補償 年金につ い
て は、国民 年金法（ 昭和三十四 年法律第 百四十一 号）第三 十六条の二 第二項 及び国民 年金法等の 一部を改 正する法 律（昭和 六十年法律 第三十四 号。以
下この 項及び次 条第四項 において「 昭和六十 年法律 第三十四号 」という。 ）附則 第三十二 条第十一項 の規定に よりなお その効力 を有するも のとされ た
同法第一条 の規定に よる改正 前の国民 年金法（以 下この 項及び次条 第四項に おいて「 旧国民年 金法」とい う。）第 六十五条 第二項（ 昭和六十年 法律第
三十 四号附則第 二十八条 第十項 においてそ の例によ る場合及 び同法附 則第三十二 条第十一 項の規定 によりな おその効力 を有す るものとさ れた旧国 民年
金法第七 十九条の二 第五項 において 準用する場 合を含む 。次条第 四項にお いて同じ。 ）、児童 扶養手 当法（昭和 三十六年法 律第二 百三十八 号）第四条
第 三項第二号 ただし書 並びに特 別児童扶 養手当等の 支給に関 する法律 （昭和三 十九年法律 第百三十 四号） 第三条第三 項第二号 ただし書 及び第十 七条第
一号た だし書の 規定は、適 用しない 。
５・ ６ （略 ）

（ 遺族補償 年金前払 一時金）
第六 条 （略）
２・３ （略）
４ 遺族補償 年金前払一 時金の支 給を受け た者に支 給されるべ き遺族補 償年金 の支給が前 項の規定に より停 止されて いる間は、 当該遺族 補償年金 につい
ては、 国民年金法 第三十六 条の二第 二項及び 昭和六十年 法律第三 十四号附 則第三十 二条第十一 項の規 定により なおその効 力を有す るものと された旧 国
民 年金法第 六十五条第 二項並び に児童扶 養手当法 第四条第二 項第二号 ただし 書及び第三 項第二号た だし書 の規定は 、適用しな い。
５・６ （略）

○ 子ど も・子育て 支援法及 び就学前 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 律の一部を 改正する 法律の施 行に伴う 関係法律の
整 備等に関す る法律（平 成二十 四年法律 第六十七号 ）（抄）

（ 児童福祉 法の一部改 正）
第六条 児童福祉 法（昭和 二十二年 法律第百六 十四号 ）の一部を 次のよう に改正す る。
（ 略）
第八条 第一項中「 第三十 三条の十 五第三項」 の下に「 、第三十 五条第六 項」を加え 、同条第 三項中 「市町村は 、」の下に 「第三 十四条の 十五第四項
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の 規定によ りその権 限に属さ せられた事 項及び」 を加える 。
（略）
第三十四条 の十五及び 第三十 四条の十 六を次のよ うに改め る。
第三 十四条の十 五 市町 村は、 家庭的保育 事業等を 行うこと ができる 。
国、都道 府県及び 市町村以外 の者は、 厚生労働 省令の定 めるところ により 、市町村長 の認可を 得て、家 庭的保育 事業等を行 うことが できる。
市町 村長は、 家庭的保 育事業等に 関する前 項の認 可の申請が あつたとき は、次 条第一項 の条例で定 める基準 に適合す るかどう かを審査す るほか、 次
に掲げ る基準（ 当該認可の 申請をし た者が社 会福祉法 人又は学校 法人であ る場合 にあつては 、第四号 に掲げる 基準に限 る。）によ つて、そ の申請を 審
査 しなけれ ばならな い。
一～四 （略）
市町村長は 、第二項の 認可を しようと するときは 、あらか じめ、児 童福祉審 議会を設置 している 場合にあ つてはそ の意見を 、その他 の場合にあ つて
は児 童の保護者 その他児 童福祉 に係る当事 者の意見 を聴かな ければな らない。
（略）
第三 十五条第 一項中「 及び保育所 」を「、 保育所及 び幼保連 携型認定こ ども園 」に改め、 同条第二 項中「児 童福祉施 設」の下に 「（幼保 連携型認 定
こども 園を除く 。以下この 条、第四 十五条、 第四十六 条、第四十 九条、第 五十条第 九号、第 五十一条 第七号、 第五十六条 の二、第 五十七条 及び第五 十
八 条におい て同じ。 ）」を加え 、同条第 六項中「 一月前」 の下に「（ 当該児 童福祉施 設が保育所 である場 合には三 月前）」 を加え、同 条第四項 の次に
次の五 項を加え る。
都 道府県知 事は、保育 所に関 する前項の 認可の申 請があつ たときは 、第四十五 条第一項 の条例で 定める基 準（保育所 に係る ものに限 る。第八項 にお
いて 同じ。）に 適合する かどうか を審査す るほか、 次に掲げ る基準（当 該認可の 申請をし た者が社 会福祉法人 又は学校 法人で ある場合に あつては、 第
四号に掲 げる基準に 限る。 ）によつ て、その申 請を審査 しなけれ ばならな い。
一～ 四 （略 ）
都道府県 知事は、 第四項の規 定により 保育所の 設置の認 可をしよう とする ときは、 あらかじめ 、児童福 祉審議会 の意見を 聴かなけれ ばならな い。
都道 府県知事 は、第四 項の規定 により保育 所の設 置の認可を しようと するとき は、厚生 労働省令で 定めると ころによ り、あら かじめ、当 該認可の 申
請に係 る保育所 が所在す る市町村の 長に協議 しなけれ ばならな い。
都 道府県知事 は、第五 項に基 づく審査の 結果、そ の申請が 第四十五 条第一項の 条例で定 める基準 に適合し ており、か つ、そ の設置者 が第五項各 号に
掲げる 基準（そ の者が社 会福祉法 人又は学校 法人で ある場合 にあつては 、同項第 四号に掲 げる基準 に限る。） に該当す ると認 めるときは 、第四項の 認
可をする ものとする 。ただ し、都道府 県知事は 、当該申 請に係る 保育所の所 在地を含 む区域（ 子ども・ 子育て支援 法第六十 二条第 二項第一号 の規定に
よ り当該都道 府県が定め る区域 とする。 以下この項 において 同じ。） における 特定教育・ 保育施設 （同法第 二十七条 第一項に 規定する 特定教育・ 保育
施設を いう。以下 この項に おいて同 じ。）の 利用定員の 総数（同 法第十九 条第一項 第二号及び 第三号 に掲げる 小学校就学 前子ども に係るも のに限る 。
） が、同法 第六十二条 第一項の 規定によ り当該都 道府県が定 める都道 府県子 ども・子育 て支援事業 支援計 画におい て定める当 該区域の 特定教育 ・保育
施設に 係る必要 利用定員総 数（同法 第十九条 第一項第 二号及び第 三号に掲 げる小 学校就学前 子どもの 区分に係 るものに 限る。）に 既に達し ているか 、
又 は当該申 請に係る 保育所の 設置によつ てこれを 超えるこ とになる と認める とき、そ の他の当該 都道府県 子ども・ 子育て支 援事業支援 計画の達 成に支
障を生 ずるおそ れがある 場合とし て厚生労働 省令で 定める場 合に該当す ると認め るときは 、第四項 の認可をし ないこと ができる 。
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都 道府県知事 は、保育 所に関 する第四項 の申請に 係る認可 をしない ときは、速 やかにそ の旨及び 理由を通 知しなけれ ばなら ない。

（ 母子及び 寡婦福祉 法の一部改 正）
第三 十二条 母 子及び寡 婦福祉法 （昭和三 十九年法律 第百二十 九号）の 一部を次 のように改 正する。
第二十八 条の見出 しを「（特 定教育・ 保育施設 の利用等 に関する特 別の配 慮）」に改 め、同条 中「児童 福祉法第 二十四条第 三項の規 定により 保育所
に 入所する 児童を選考 する」を 「子ども ・子育て 支援法（平 成二十四 年法律第 六十五号 ）第二十七 条第一 項に規定す る特定教 育・保育 施設（次 項にお
いて「 特定教育 ・保育施設 」という 。）又は 同法第四 十三条第三 項に規定 する特 定地域型保 育事業（ 次項にお いて「特 定地域型保 育事業」 という。 ）
の 利用につ いて、同 法第四十二 条第一項 若しくは 第五十四 条第一項の 規定に より相談 、助言若し くはあつ せん若し くは要請 を行う場合 又は児童 福祉法
第二十 四条第三 項の規定 により調整 若しくは 要請を 行う」に改 め、同条に 次の一 項を加え る。
２ 特定教 育・保育 施設の設 置者又は 子ども・子 育て支 援法第二十 九条第一 項に規定 する特定 地域型保育 事業者は 、同法第 三十三条 第二項又は 第四十
五条 第二項の規 定により 当該特定 教育・保 育施設を利 用する児 童（同法 第十九条 第一項第二 号又は 第三号に 該当する児 童に限る 。以下こ の項にお い
て同じ。 ）又は当該 特定地域 型保育事 業者に係 る特定地域 型保育事 業を利 用する児童 を選考する ときは 、母子家 庭等の福祉 が増進さ れるよう に特別
の配 慮をしな ければな らない。

市町村長

子ど も・子育て 支援法（ 平成二 十四年法律 第六十五 号）によ る同法第 十一条の子 どものた めの教育 ・保育給 付の支給又 は同
法 第五十九条 の地域子ど も・子 育て支援 事業の実施 に関する 事務であ つて総務 省令で定め るもの

（ 住民基本 台帳法の 一部改正）
第三十五 条 住民 基本台帳 法（昭和 四十二年法 律第八 十一号） の一部を次 のように 改正する 。
別 表第二中 一の三の項 を一の 四の項とし 、一の二 の項を一 の三の項 とし、一の 項の次に 次のよう に加える 。
一の二

市町 村長

別表 第二の五 の二の項 中「又は 」を「若し くは同 条第五項若 しくは第 六項の措 置、」に 改め、「費 用の徴収 」の下に 「又は同 条第十一項 若しくは 第
十二項 の処分」 を加え、 同表の五の 四の項中 「、第三 項」を削 る。
別 表第三の七 の二の項 中「、 第三項」を 削る。
別表第 四中一の 四の項を 一の五の 項とし、一 の三の項 を一の四 の項とし 、一の二の 項を一の 三の項 とし、一の 項の次に次 のよう に加える 。
一の 二

子ども・ 子育て支援 法によ る同法第 十一条の子 どものた めの教育 ・保育給 付の支給又 は同法第 五十九条 の地域子 ども・子育
て支援 事業の実施 に関する 事務であ つて総務 省令で定め るもの

別表第四 の四の二 の項中「 又は」を 「若しくは 同条第 五項若しく は第六項 の措置、 」に改め 、「費用の 徴収」の 下に「又 は同条第 十一項若し くは第
十 二項の処 分」を加 え、同表 の四の四の 項中「、 第三項」 を削る。
別表第 五第八号の 二中「 、第三項 」を削る。
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（第三 十条の七 関係）

原子 爆弾被 爆者 に対 する援 護に 関する法律 （平成六年法 律第百十七 号）による 同法第二十四 条第一項

（略）

事務

（略）

船員 保険 法によ る年 金で ある給 付に係る権 利の裁定若 しくは支給の 停止の解除 又は受給権者 に係る届
出に関す る事務で あつて総務 省令で定 めるも の

（略）

事務

住民 基本台帳法 （昭和四 十二年法 律第八十 一号）（抄 ）

（次世 代育成支 援対策推 進法の一 部改正）
第五十四条 次世代育 成支援 対策推進 法（平成十 五年法律 第百二十 号）の一 部を次のよ うに改正 する。
第七 条第二項第 三号を削 り、第四 号を第三 号とし、同 条第四項 中「あら かじめ」 の下に「、 子ども ・子育て 支援法（平 成二十四 年法律第 六十五号 ）
第七十二 条に規定 する子ど も・子育 て会議の意 見を聴き 、かつ、 内閣総理 大臣に協議 するとと もに」 を加え、「 、総務大臣 」を「 総務大臣 」に改める 。
第八 条第一項 中「もの とする」を 「ことが できる 」に改め、 同条第六項 及び第 七項中「 市町村は」 の下に「 、市町村 行動計画 を策定した ときは」 を
加える 。
第九 条第一項 中「もの とする」 を「ことが できる 」に改め 、同条第六 項及び第 七項中「 都道府県 は」の下に 「、都道 府県行 動計画を策 定したとき は
」を加 える。

○
別表第一

（第三十 条の七関 係）

全国 健康保険協 会

提供を受 ける国 の機関又 は法人
（略 ）
七十 三

（略）

別表第二

提供を受 ける区域 内の市町村 の執行 機関

広 島市又は 長崎市の 長

（略）
五
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○

（略）

の 医療 特別手 当、 同法 第二十 五条第一 項の特別手 当、同法第 二十六条第 一項の原子爆 弾小頭症手 当、
同法 第二 十七条 第一 項の 健康管 理手当、同 法第二十八 条第一項の保 健手当、同 法第三十一条 の介護手
当又は同法 第三十二 条の葬祭 料の支給 に関する事 務であつ て総務省 令で定め るもの
（ 略）

母 子家庭の母 及び父子 家庭の父 の就業の 支援に関 する特別 措置法（平 成二十四 年法律第 九十二号 ）（抄）

（母 子家庭の母 及び父子 家庭の 父の就業の 支援に関 する施策 の充実）
第二条 厚生労働大 臣は、母 子及び寡 婦福祉法 （昭和三十 九年法律 第百二十 九号）第 十一条第一 項に規 定する基 本方針（以 下この条 において 「基本方 針
」 という。） において 、同条第 二項各号 に掲げる事 項のほか 、父子家 庭の父の 就業の支援 に関する 事項を 併せて定め るものと する。
２ 厚生 労働大臣 は、基本 方針につい て、母子 家庭の 母及び父子 家庭の父の 就業に 関する状 況を踏まえ 、その安 定した就 業を確保 するための 支援に特 別
の 配慮がな されたも のとしなけ ればなら ない。
３ （略 ）
４ 母子及 び寡婦福祉 法第十 一条第二項 第三号に 規定する 母子家庭 及び寡婦自 立促進計 画（以下 この条に おいて「自 立促進計 画」と いう。）を 策定する
同号 に規定する 都道府県 等は、自 立促進計 画におい て、同法 第十二条各 号に掲げ る事項の ほか、当 該都道府県 等の区域 におけ る父子家庭 の父の就業 の
支援に関 する事項を 併せて 定めるも のとする。
前項に規 定する都道 府県等は 、自立促 進計画に ついて、基 本方針に 即し、 職業能力の 開発及び向 上の支 援その他 母子家庭の 母及び父 子家庭の 父の安
定した 就業を確保 するため の支援に 特別の配 慮がなされ たものと しなけれ ばならな い。
５

（母子 福祉団体 等の受注 機会の増大 への努力 ）
第 六条 国及 び独立行 政法人 （独立行政 法人通則法 （平成 十一年法 律第百三号 ）第二条 第一項に 規定する 独立行政法 人をいう 。）又 は特殊法人 （法律に
より直 接に設立 された法 人又は特 別の法律に より特 別の設立 行為をもっ て設立さ れた法人 であって 、総務省設 置法（平 成十一 年法律第九 十一号）第 四
条第十五 号の規定の 適用を 受けるもの をいう。 ）のうち 、その資 本金の全部 若しくは 大部分が 国からの 出資による 法人又は その事 業の運営の ために必
要 な経費の主 たる財源を 国から の交付金 若しくは補 助金によ って得て いる法人 であって、 政令で定 めるもの は、物品 及び役務 の調達に 当たっては 、母
子及び 寡婦福祉法 第六条第 六項に規 定する母 子福祉団体 その他母 子家庭の 母又は父 子家庭の父 の福祉 を増進す ることを主 たる目的 とする社 会福祉法 人
、 一般社団 法人若しく は一般財 団法人又 は特定非 営利活動促 進法（平 成十年 法律第七号 ）第二条第 二項に 規定する 特定非営利 活動法人 であって 、その
受注に 係る業務 を行う者が 主として 母子家庭 の母又は 父子家庭の 父である もの（ 以下この条 において 「母子福 祉団体等 」という。 ）の受注 の機会の 増
大 を図るた め、予算 の適正な 使用に留意 しつつ、 優先的に 母子福祉 団体等か ら物品及 び役務を調 達するよ うに努め なければ ならない。
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○

（略）

行政手続 における 特定の 個人を識別 するための 番号の 利用等に 関する法律 （平成二 十五年法 律第二十 七号）（抄 ）

別表第一（ 第九条関係 ）
（略）
都道府 県知事

四十三

母 子 及 び 寡 婦 福 祉 法 （ 昭 和 三 十 九 年 法 律 第 百 二 十 九 号 ） に よ る 資 金 の 貸 付 け に 関 す る 事 務 で あっ て 主 務 省 令 で 定 め る も
の

（略 ）

情 報提供者

特定個人 情報

母 子及び寡婦 福祉法に よる母子 家庭自立 支援給付金 の支給に 関する 事務であっ て主務省 令で定め るもの

母 子 及 び 寡 婦 福 祉 法 に よ る 配 偶 者 の な い 者 で 現 に 児 童 を 扶 養 し て い る も の 又 は寡 婦 に つ い て の 便 宜 の 供 与 に 関 す る 事 務
であっ て主務省令 で定める もの

都道 府県知事 等

四十四 都 道府県知 事又
は市 町村長
四十 五
（ 略）

務

（略）

（略）

（略）

（略 ）

事

別表 第二（第十 九条、第二 十一条 関係）
情 報照会者
（ 略）
二十六 都
道府県知
事等

災害救 助法に よる救助若 しくは扶助 金の支 給、児童 福祉法によ る療育の 給付若し くは
障 害児入所 給付費の支 給又は母 子及び 寡婦福祉法 による資金 の貸付 けに関す る情報で
あって 主務省令で 定めるも の

生活保 護法によ る保護の 決 （略 ）
定及 び実施又 は徴収金 の徴
収に関す る事務 であって主 都道府 県知事
務省 令で定め るもの

都道府 県知事等

生活保 護関係 情報、児童 扶養手当関 係情報 又は母子 及び寡婦福 祉法によ る母子家 庭自
立 支援給付 金、特別 児童扶養 手当等の 支給に関 する法律に よる障害 児福祉手 当若しく
は特別 障害者 手当若し くは昭和六 十年法律 第三十四 号附則第 九十七条第 一項の福 祉手
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（略）
三十 社会
福祉協議
会

（ 略）

母子及び 寡婦福祉 法による
償還未 済額の免 除又は資 金
の貸付けに 関する事 務であ
って主務 省令で 定めるも の

（略）
（略 ）

（略）

当 の支給に 関する情 報であっ て主務省 令で定め るもの

（ 略）

（略）

母子及 び寡婦福 祉法による 資金の貸 付けに 関する情報 であって 主務省令 で定める もの

市町村 長

生活保 護関係情報 又は児童 扶養手当 関係情報 であって主 務省令 で定めるも の

地方税 関係情報 であって 主務省令で 定める もの

（略）

都道府県 知事等

地方 税関係情 報であっ て主務省 令で定める もの

（略）

市町村 長

地方税関 係情報で あって主 務省令で 定めるもの

（略）

市町村長

（略）

都道府 県知事

（略）

社会 福祉法 による生 計困難 （略）
（略）
者に対して 無利子又 は低利
で資 金を融通 する事業の 実 都道 府県知事 等 生 活保護関 係情報、児 童扶養手 当関係 情報又は母 子及び寡婦 福祉法 による母 子家庭自
施に関する 事務であ って主
立支援給 付金の支 給に関す る情報で あって主務 省令で定 めるも の
務省 令で定める もの

六十三 都
道府県知
事

母子及び寡 婦福祉法 による
配偶者の ない者 で現に児童
を扶 養して いるもの 又は寡
婦につい ての便 宜の供与 に
関す る事務 であって主 務省
令で定め るもの

（略）

六十四 都
道府県知
事又は市
町村長

母子及び寡 婦福祉法 による

（略 ）

都

六十五
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道府県知
事等

（ 略）
八十七 都
道府県知
事等

（略）

母子家庭 自立支援給 付金の
支給 に関する 事務であっ て
主務省令で 定めるも の
厚生労働 大臣

都道府県 知事等

雇用保 険法による 教育訓練 給付金の 支給に関 する情報又 は職業 訓練受講 給付金関係 情
報 であって 主務省令で 定めるも の

児童扶 養手当関係 情報であ って主務 省令で定 めるもの

（略 ）

（略）

（略）
（略 ）

災害救 助法に よる救助 若しくは扶 助金の支 給、児童 福祉法に よる療育の 給付若し くは
障 害児入所給 付費の支 給又は母 子及び寡 婦福祉法に よる資金 の貸付 けに関する 情報で
あって 主務省令 で定めるも の

（略）

（略）

（略）

生活保 護関係 情報、児 童扶養手当 関係情報 又は母子 及び寡婦 福祉法によ る母子家 庭自
立 支援給付 金、特 別児童扶養 手当等の 支給に関 する法律 による障害 児福祉手 当若しく
は特 別障害者 手当若し くは昭和六 十年法律 第三十四 号附則第 九十七条第 一項の福 祉手
当の支給 に関する 情報であ って主務 省令で定め るもの

（略）

都道府 県知事等

中国 残留邦人等 支援給付 等 （ 略）
の支 給に関 する事務で あっ
て主務省 令で定 めるもの
都道府 県知事

（ 略）

○ 行政手続 における特 定の個人 を識別す るための 番号の利用 等に関す る法律 の施行に伴 う関係法律 の整備 等に関す る法律（平 成二十五 年法律第 二十八
号）（ 抄）
（住民 基本台帳 法の一部改 正）
第 十九条 住 民基本台 帳法の 一部を次の ように改正 する。
（略）
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（ 略）

別 表第一の七 十三の項 中「被 保険者に係 る届出、 年金であ る給付に 係る権利の 裁定若し くは支給 の停止の 解除又は受 給権者 に係る届出 」を「同 法第
二十九 条の保険 給付の支 給、同法 第百三十七 条の保 険料等の 徴収若しく は同法附 則第五条 第一項の 障害前払一 時金若し くは同条 第二項の 遺族前払一 時
金の支給又 は雇用保 険法等 の一部を改 正する法律 （平成 十九年法 律第三十号 ）附則第 三十九条 の規定に よりなお従 前の例に よるも のとされた 同法第四
条の 規定による 改正前の 船員保 険法による 保険給付 の支給」 に改め、 同表の七十 三の二の 項中「給 付」の下 に「若しく は一時 金」を加 え、同項を 同表
の七十三 の三の項 とし、同 表の七十 三の項の次 に次のよ うに加え る。
（略 ）
別表第二 の五の項 中「（平 成六年法律 第百十七 号）」 を削り、「 による」 の下に「 同法第二 条第三項の 被爆者健 康手帳の 交付、同 法第七条の 健康診
断 、同法第 三十八条 の居宅生活 支援事業 若しくは 同法第三 十九条の養 護事業 の実施又 は」を加え 、「又は 同法」を 「若しく は同法」に 改め、同 項の次
に次の ように加 える。
（略 ）

母子及び 寡婦福祉 法（昭和 三十九年法 律第百二 十九号） による同 法第十七条 又は第三 十三条 第一項の便 宜の供与に
関する 事務であ つて総務省 令で定め るもの

市町 村長

五の 七

母 子及び寡 婦福祉法に よる同法 第三十一 条の母子 家庭自立支 援給付 金の支給 に関する事 務であつ て総務省 令で定め
るもの

指定都市又は中核市

（ 略）

母子及 び寡婦福 祉法に よる同法第 十三条第 一項（同 法第三十 二条第一項 において 準用する 場合を含 む。）又は 同法
附 則第三条第 一項若し くは第六 条第一項 の資金の貸 付けに関 する事 務のうち、 同法第四十 六条の 規定によ り指定都
市又は 中核市の長 が行うこ ととされ たものに 関する事務 であつて 総務省 令で定める もの

五の八 市長又は福祉事務所
を 管理す る町村長
五の九
の長

（略）

都道府 県知事

（略 ）

（略）
別表第三 の七の項の 次に次の ように加 える。
（略）
七の六

母 子及び寡婦 福祉法に よる同法 第十三条 第一項（同 法第三十 二条第 一項におい て準用する 場合を 含む。） 若しくは
同 法附則第 三条第一 項若しく は第六条第 一項の 資金の貸付 け、同法 第十七条 若しくは 第三十三条 第一項の 便宜の供
与又は 同法第三 十一条 の母子家庭 自立支援 給付金の 支給に関 する事務で あつて総 務省令で 定めるも の
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（略）

（ 略）

（略 ）
別表第四 の四の項 中「による 」の下に 「同法第 二条第三 項の被爆者 健康手 帳の交付、 同法第七 条の健康 診断、同 法第三十八 条の居宅 生活支援 事業若
し くは同法 第三十九条 の養護事 業の実施 又は」を 加え、「又 は同法」 を「若し くは同法 」に改め、 同項の 次に次のよ うに加え る。
（略）

母子及 び寡婦福 祉法によ る同法第十 七条又 は第三十三 条第一項 の便宜の 供与に関 する事務で あつて総 務省令で 定め
るも の

（ 略）

母子及び 寡婦福祉 法による 同法第三十 一条の母 子家庭自 立支援給 付金の支給 に関する 事務で あつて総務 省令で定め
るもの

市 町村長

四の八 市長又は福祉事務所
を管理 する町村 長

四の七

指定都市又は中核市

四の九
の長

（略）

母 子及び寡 婦福祉法に よる同法 第十三条 第一項（ 同法第三十 二条第 一項にお いて準用す る場合を 含む。） 又は同法
附則第三条 第一項 若しくは第 六条第一 項の資金 の貸付け に関する事 務のうち 、同法第 四十六条 の規定によ り指定都
市又 は中核市の 長が行 うこととさ れたもの に関する 事務であ つて総務省 令で定め るもの

（ 略）

（略 ）
別表第五 第九号中 「（昭 和三十六年 法律第二百 三十八 号）」を 削り、「に よる」の 下に「同 法第四条 第一項の」 を加え、 同号の次 に次の六 号を加え
る。
九の二 （略）
九の三 母子及び寡 婦福祉法 による同 法第十三 条第一項（ 同法第三 十二条第 一項にお いて準用す る場合 を含む。） 若しくは 同法附則 第三条第 一項若
し くは第六条 第一項の 資金の貸 付け、同 法第十七条 若しくは 第三十三 条第一項 の便宜の供 与又は 同法第三十 一条の母 子家庭自 立支援給 付金の支給
に関す る事務であ つて総務 省令で定 めるもの
九の 四～九の 七 （略 ）
（略）
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○

厚生労働 省設置法 （平成 十一年法律 第九十七号 ）（抄 ）

（所掌事務 ）
第四 条 （略）
一～七十 七 （略 ）
七 十八 福 祉に欠ける 母子及び 寡婦の福 祉の増進 に関するこ と。
七十九 ～百十一 （略）
（略）
２
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