○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

印紙税 法（ 昭和四 十二 年法律 第二 十三号 ）（ 附則第 十二 条関係 ）・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・・ ・・ ・・

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） （附則 第十 二条関 係） ・・・ ・・ ・・・ ・

国家 公務 員災害 補償 法（昭 和二 十六年 法律 第百九 十一 号）（ 附則第 十一 条関係 ）・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・

社 会福 祉法（ 昭和 二十六 年法 律第四 十五 号） （附則 第九 条関係 ）・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・・ ・・ ・・

生 活保護 法（ 昭和二 十五 年法律 第百四 十四 号）（ 附則 第八条 関係 ）・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・

地方 自治法 （昭 和二十 二年 法律第 六十 七号） （附 則第七 条関 係）・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・

労 働者 災害補 償保 険法（ 昭和 二十二 年法 律第五 十号 ）（附 則第 六条関 係） ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・

船 員保険 法（ 昭和十 四年 法律第 七十三 号） （附則 第五 条関係 ）・・ ・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・

児童扶 養手 当法（ 昭和 三十六 年法 律第二 百三 十八 号）（ 第三 条関係 ）・ ・・・ ・・ ・・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・・ ・・ ・・

母 子及び 寡婦 福祉法 （昭 和三十 九年 法律第 百二 十九号 ）（ 第二条 関係 ）・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・４

次世 代育 成支援 対策 推進法 （平 成十五 年法 律第百 二十 号）（ 第一条 関係 ）・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ １

目次

○

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） （附 則第十 二条 関係） ・・ ・・・ ・・ ・・ ・

新 旧対照 条文

○

子 ども・ 子育 て支援 法（ 平成二 十四 年法 律第六 十五 号）（ 附則 第十二 条関 係）・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・

次代の 社会を 担う 子ども の健 全な育 成を図 るた めの次 世代 育成支 援対 策推進 法等 の一 部を改 正す る法律

○

地方 公務員 災害 補償法 （昭 和四十 二年 法律第 百二 十一号 ）（ 附則第 十三 条関係 ）・ ・・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・

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

じん

○
○

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 ）（ 附則第 十五 条関係 ）・ ・・ ・・・

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 ）（ 附則第 十四 条関係 ）・・ ・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・
○

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）（ 附則 第十六 条関 係）・ ・

厚 生労働 省設 置法（ 平成 十一年 法律 第九十 七号 ）（附 則第 十八条 関係 ）・・ ・・ ・・・ ・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・

年 法律第 二十 八号） （附 則第十 七条 関係） ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・

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

○
○

○

60 59 58 57 55 53 50 49 48 46 44 38

72 69 62

85 80

○

正

後

（表 示等 ）

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） 【第一 条関 係】

改

（ 認定 一般事 業主 の表示 等）

現

行

（傍線部分は改正部分）

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

前 条の 規定に よる 認定を 受け た一般 事業 主（以 下「 認定一

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

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

第 十四 条

く は通 信その 他の 厚生 労働省 令で 定める もの （次項 及び 第十五 条の

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

前条 の認定 を受 けた一 般事業 主（ 以下「 認定 一般事 業主 」

四第 一項 におい て「 広告等 」と いう。 ）に 厚生労 働大 臣の定 める表

（略 ）

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

（ 認定 の取消 し）
第十 五条

２

とが できる 。

（ 略）

示 を付す るこ とがで きる 。

第十 四条

２

厚生 労働 大臣は 、認 定一般 事業 主が次 の各 号のい ずれ かに

（認 定一般 事業 主の認 定の 取消し ）
第十 五条

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。

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。

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

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

一

この 法律 又はこ の法 律に基 づく 命令に 違反 したと き。

該 当す るとき は、 第十三 条の 認定を 取り 消すこ とが できる 。

二

前 二号 に掲げ る場 合のほ か、 認定一 般事 業主と して 適当で なく

（新 設）

三

なっ たと認 める とき。

厚生 労働大 臣は 、認定 一般 事業主 から の申請 に基 づき

（基 準に適 合す る認定 一般 事業主 の認 定）
第十 五条 の二

、 厚生 労働省 令で 定める とこ ろによ り、 当該認 定一 般事業 主に つい
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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 （そ の計画 期間 の末日 が、 当該認 定一 般事業 主が第
十 三条の 認定 を受け た日 以後で ある ものに 限る 。）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 、当該 認定一 般事 業主の 次世 代育成 支援 対
策 の実 施の状 況が 優良な もの である 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 。

（ 特例 認定一 般事 業主 の特例 等）
前条の 認定 を受け た認定 一般 事業 主（以 下「 特例認 定

特例 認定一 般事 業主が 前項 の規定 によ る公表 をし ない場 合に は、

れば ならな い。

年 少なく とも 一回 、次世 代育 成支援 対策 の実施 の状 況を公 表し なけ

特例認 定一 般事業 主は 、厚生 労働 省令で 定め るとこ ろに より、 毎

規定は 、適 用しな い。

一 般事業 主」 という 。） につい ては 、第十 二条 第一項 及び 第四項 の

第十 五条の 三

２

３

厚 生労 働大臣 は、 当該特 例認 定一般 事業 主に対 し、 相当の 期間 を定
めて 当該 公表を すべ きこと を勧 告する こと ができ る。

（特例 認定 一般事 業主 の表示 等）
特例認 定一 般事業 主は 、広告 等に 厚生労 働大 臣の定 め

第十四 条第 二項の 規定 は、前 項の表 示に ついて 準用 する。

る 表示を 付す ること がで きる。

第十 五条の 四

２

（ 特例 認定一 般事 業主の 認定 の取消 し）

（新設 ）

（新設 ）

（新 設）

（新設 ）

（ 新設）
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第十五 条の 五

厚 生労 働大臣 は、 特例認 定一 般事業 主が 次の各 号のい

ずれ かに 該当す ると きは、 第十 五条の 二の 認定を 取り 消すこ とがで

第 十五 条の規 定に より 第十三 条の 認定を 取り 消すと き。

き る。
一
第十 五条 の二に 規定 する基 準に適 合し なくな った と認め ると き
。

前各 号に 掲げる 場合 のほか 、特 例認定 一般 事業主 とし て適当 で

に違反 した とき。

前 号に掲 げる 場合 のほか 、こ の法律 又は この法 律に 基づく 命令

をし たと き。

第十五 条の 三第二 項の 規定に よる 公表を せず 、又は 虚偽 の公表

二

三

四

五

次の 各号の いず れかに 該当 する者 は、 三十万 円以 下の罰

なくな った と認め るとき 。

第 二十六 条

第十 四条 第二項 （第 十五条 の四第 二項 におい て準 用する 場合 を

金に 処する 。
一

則

（略）

含 む。 ）の規 定に 違反し た者
二～ 四

附

（略）

この 法律は 、平 成三十 七年 三月三 十一 日限り 、そ の効力 を失

（こ の法 律の失 効）
第 二条
う。
２・ ３

（ 新設）

第 二十六 条

則

次の各 号のい ずれ かに該 当す る者は 、三十 万円 以下 の罰

（略 ）

第 十四 条第二 項の 規定に 違反 した者

金 に処 する。
一

二 ～四

附

（ 略）

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

（この 法律の 失効 ）
第 二条
う。
２・ ３
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○

正

現

（ 傍線部 分は 改正部 分）

総則 （第 一条― 第十 条）

行

第 一章

基 本方針 等（ 第十一 条・ 第十二 条）

後

母子及 び寡 婦福祉 法（ 昭和三 十九 年法律 第百 二十九 号） （抄） 【第 二条関 係】

改

総則 （第 一条 ―第十 条の 二）

第二章

母子家 庭等 に対す る福 祉の措 置（ 第十三 条― 第三十 一条 ）

母 子及 び寡婦 福祉 法

第 一章
基本方 針等 （第十 一条 ・第十 二条 ）

第三 章

母子 及び父 子並 びに寡 婦福 祉法

第二 章

母子 家庭に 対す る福祉 の措 置（第 十三 条―第 三十 一条の 五

第四章

福 祉資 金貸付 金に 関する 特別 会計等 （第 三十六 条・ 第三十

寡 婦に対 する福 祉の 措置（ 第三 十二条 ―第 三十五 条）

（ 新設）

第 三章
）

父子 家庭に 対す る福祉 の措置 （第 三十一 条の 六―第 三十一

寡 婦に 対する 福祉 の措置 （第 三十二 条― 第三十 五条 の二）

第五 章

第 四章

第五 章

福祉 資金貸 付金 に関す る特別 会計 等（第 三十 六条・ 第三 十

条 の十一 ）

第 六章

第七 章

費用 （第四 十二 条―第 四十 五条）

母子・ 父子 福祉施 設（ 第三十 八条 ―第四 十一 条）

第 八章

第七 章

第六章

雑則 （第 四十六 条・ 第四十 七条 ）

費用（ 第四 十二条 ―第 四十五 条）

母 子福祉 施設（ 第三 十八 条―第 四十 一条）

七条 ）

第 八章

雑 則（第 四十 六条・ 第四 十七条 ）

七 条）

第九章

（ 新設）
附則

第一 章

総則

罰則（ 第四 十八条 ）

総則

第十 章
附則

第一 章
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（基本 理念 ）

す べて母 子家 庭等に は、 児童が 、そ の置か れて いる環 境に か

（基 本理 念）
第二条

かわ らず、 心身 ともに 健や かに育 成さ れるた めに 必要な 諸条 件と、

全 て母 子家庭 等に は、児 童が 、その 置か れてい る環 境にか か

わ らず、 心身 ともに 健や かに育 成さ れるた めに 必要な 諸条 件と、 そ

寡婦 には 、母子 家庭等 の母 等に準 じて 健康で 文化 的な生 活が 保障

そ の母等 の健 康で文 化的 な生活 とが 保障さ れる ものと する 。

れ るもの とす る。
寡 婦には 、母 子家庭 の母 及び父 子家 庭の父 に準 じて健 康で 文化的

さ れる ものと する 。

（新設 ）

２

の母子 家庭 の母及 び父 子家 庭の父 の健 康で文 化的 な生活 とが 保障さ

第二 条

２
な生 活が保 障さ れるも のと する。

（ 関係 機関の 責務 ）
第 八条第 一項 に規定 する母 子・ 父子 自立支 援員 、福祉 事

第八 条第 一項に 規定 する母 子・ 父子自 立支 援員、 福祉 事務所 その

らな い。

の母及 び児 童の生 活の 安定と 向上 のため に相 互に協 力し なけれ ばな

公 共職業 安定 所その 他母 子家庭 の支 援を行 う関 係機関 は、 母子家 庭

第三 十八 条に規 定す る母子 ・父 子福祉 施設 、母子 ・父 子福祉 団体、

は 市（ 特別区 を含 む。以 下同 じ。） 町村 から委 託を 受けて いる 者、

第 三十条 第三 項又は 第三 十一条 の五第 二項 の規定 によ り都道 府県 又

、同 法第三 十八 条に規 定す る母子 生活 支援施 設、 第十七 条第 一項、

委 員、同 法第 四十 四条の 二第 一項に 規定 する児 童家 庭支援 セン ター

機 関、児 童福 祉法（ 昭和 二十二 年法律 第百 六十四 号） に定め る児童

関する 事務 所をい う。 以下同 じ。 ）その 他母 子家庭 の福 祉に関 する

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

第三 条の二

２

他父 子家庭 の福 祉に関 する 機関、 児童 福祉法 に定 める児 童委 員、同
法 第四十 四条 の二第 一項 に規定 する児 童家 庭支援 セン ター、 第三 十
一 条の 七第一 項、 第三十 一条 の九第 三項 又は第 三十 一条の 十一 第二
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３

項の規 定に より都 道府 県又は 市町 村から 委託 を受け てい る者、 第三
十八 条に 規定す る母 子・父 子福 祉施設 、母 子・父 子福 祉団体 、公共
職 業安定 所そ の他父 子家 庭の支 援を 行う関 係機 関は、 父子 家庭の 父
及び児 童の 生活の 安定 と向 上のた めに 相互に 協力 しなけ れば ならな
い。
第 八条第 一項 に規定 する 母子・ 父子 自立支 援員 、福祉 事務 所その
他寡 婦の福 祉に 関する 機関 、第三 十三 条第一 項、 第三十 五条 第三項
又 は第三 十五 条の二 第二 項の規 定によ り都 道府県 又は 市町村 から 委
託 を受 けてい る者 、第 三十八 条に 規定す る母 子・父 子福 祉施設 、母
子・ 父子 福祉団 体、 公共職 業安 定所そ の他 寡婦の 支援 を行う 関係機
関 は、寡 婦の 生活の 安定 と向上 のた めに相 互に 協力し なけ ればな ら
ない。

母 子家 庭の母 及び 父子家 庭の父 並び に寡婦 は、 自ら進 んで そ

（ 自立へ の努 力）
第四 条

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）
（ 略）

この法 律に おいて 「配 偶者の ない 男子」 とは 、配偶 者と 死別し た

第六条
２

男 子であ つて 、現に 婚姻 をして いな いもの 及び これに 準ず る次に 掲

一

配 偶者の 生死 が明ら かで ない男 子

離婚 した 男子で あつ て現に 婚姻を して いない もの

げる 男子を いう 。

二

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

（ 自立へ の努 力）
第 四条

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 。

（略 ）

（定 義）
第 六条
（新設 ）
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四

三

配偶 者が 精神又 は身 体の障 害に より長 期に わたつ て労 働能力 を

配偶 者が海 外に あるた めそ の扶養 を受 けるこ とが できな い男子

配 偶者 から遺 棄さ れてい る男 子

（略 ）

前各 号に 掲げる 者に 準ずる 男子で あつ て政令 で定 めるも の

失つて いる 男子

五

六
３ ～５

（略 ）

こ の法律 にお いて「 母等 」とは 、母 子家庭 の母 及び父 子家 庭の父

２ ～４
５

をい う。

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

で現 に児 童を扶 養し ている もの （配偶 者の ない女 子で あつて 民法第

。 ）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

（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

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

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

偶者の ない 女子で 現に 児童を 扶養 してい るも の」と いう 。）又 は配

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

６

偶 者のな い男 子であ つて 同条の 規定に より 現に児 童を 扶養し ている

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

こ の法律 にお いて 「母子 ・父 子福祉 団体 」とは 、配 偶者の ない者

（削 る）

６

も の（以 下「 配偶 者のな い男 子で現 に児 童を扶 養し ている もの 」と

。

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

第七 条

（都道 府県 児童福 祉審議 会等 の権限 ）

いう 。）を いう 。第八 条第 二項に おい て同じ 。） の福祉 又は 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 次の各 号に 掲
げ る法 人であ つて 当該各 号に 定める その 役員の 過半 数が配 偶者 のな
い女 子又 は配偶 者の ない男 子で あるも のを いう。
社会 福祉 法人

理事

一

前 号に 掲げる もの のほか 、営 利を目 的と しない 法人 であつ て厚
厚生労 働省 令で定 める 役員

二

生労 働省令 で定 めるも の

次の各 号に 掲げる 機関 は、母 子家 庭等の 福祉 に関す る事 項に

（都 道府県 児童 福祉審 議会 等の権 限）
第七 条

つ き、 調査審 議す るほか 、当 該各号 に定 める者 の諮 問に答 え、 又は
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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

（ 母子 自立支 援員 ）

申する こと ができ る。

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

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。

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

児童 福祉法 第八 条第二 項に 規定す る都 道府県 児童 福祉審 議会（

都 道府県 知事

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

第七条 第一 項に規 定する 地方 社会福 祉審 議会）
児童 福祉 法第八 条第 四項に 規定す る市 町村児 童福 祉審議 会

市

同 条第一 項た だし書 に規 定する 都道 府県に あつ ては、 社会 福祉法

関係行 政機 関に意 見を 具申す るこ とがで きる 。
一

二
町 村長 （特別 区の 区長を 含む 。以下 同じ 。）

（ 母子 ・父子 自立 支援 員）

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

第八条

所 を管理 する 町村長 （以 下「都 道府 県知事 等」 という 。） は、社 会

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

都 道府 県知事 、市 長（特 別区の 区長 を含 む。） 及び 福祉事 務

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

県知事 等」と いう 。）は 、社 会的信 望が あり、 かつ 、次項 に規 定す

二

一

。

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。

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

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

行う もの とする 。

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

自立支 援員を 委嘱 するも のと する。

見 を持つ てい る者の うち から、 母子・ 父子 自立支 援員 を委嘱 するも

２

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

母子 ・父子 自立 支援員 は、 この法 律の 施行に 関し 、主と して 次の

配偶 者のな い者 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。

配偶 者のな い者 で現に 児童 を扶養 して いるも の及 び寡婦 に対し

業 務を 行うも のと する。
一

二

、 職業能 力の 向上及 び求 職活動 に関 する支 援を 行うこ と。

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

母子・ 父子 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 、

する こと ができ る。

３

の とする 。

第八 条

２

３

常 勤と するこ とが できる 。
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４

都 道府 県、市 及び 福祉事 務所 を設置 する 町村（ 以下 「都道 府県等
」と いう 。）は 、母 子・父 子自 立支援 員の 研修の 実施 その他 の措置
を 講ずる こと により 、母 子・父 子自 立支援 員そ の他の 母子 家庭の 母
及び父 子家 庭の父 並び に寡 婦の自 立の 支援に 係る 事務に 従事 する人
材 の確保 及び 資質の 向上 を図る よう努 める ものと する 。

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

（福 祉事務 所）
第九 条

。
母子 家庭 等及び 寡婦 の福祉 に関す る相 談に応 じ、 必要な 調査及

母 子・父 子福 祉団体 の実 情その 他必 要な実 情の 把握に 努め ること

母子 家庭等 及び 寡婦の 福祉 に関し 、母 子家庭 等及 び寡婦 並びに

行 うも のとす る。
一

二

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。

（ 児童委 員の 協力）
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、

（ 新設）

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

（福祉 事務 所）
第九 条

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

と。

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

行う もの とする 。
一

二

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。

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、

（児 童委員 の協 力）
第 十条

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

第 十条

福祉 事務 所の長 又は 母子・ 父子 自立支 援員 の行う 職務 に協力 するも

る。

（ 新設）

の とする 。

（母 子家 庭等及 び寡 婦の生 活の 安定と 向上 のため の措 置の積 極的か

都 道府県 等は 、母子 家庭等 及び 寡婦が 母子 家庭等 及び寡

つ 計画的 な実 施等）
第十 条の二

婦 の生活 の安 定と向 上の ために 最も適 切な 支援を 総合 的に受 けら れ
る よう にする ため 、地域 の実 情に応 じた 母子家 庭等 及び寡 婦の 生活
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の安定 と向 上のた めの 措置の 積極 的かつ 計画 的な実 施及 び周知 並び
に母 子家 庭等及 び寡 婦の生 活の 安定と 向上 のため の支 援を行 う者の

基本方 針等

活 動の連 携及 び調整 を図 るよう 努め なけれ ばな らない 。

第二 章

（基 本方針 ）

第二 章

基 本方 針等

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

（基本 方針 ）
第十 一条

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

厚生 労働 大臣は 、母 子家庭 等及 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 。）

一

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

基本 方針に 定め る事項 は、 次のと おり とする 。

母 子家 庭等及 び寡 婦の家 庭生 活及び 職業 生活の 動向 に関す る事

２

定める ものと する 。

項

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

二

施策の 基本 となる べき事 項

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

都道 府県 等が、 次条 の規定 に基づ き策 定する 母子 家庭等 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「 自立促

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

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

の指針 とな るべき 基本 的な事 項

関す る計 画（ 以下「 母子 家庭及 び寡 婦自立 促進 計画」 とい う。）

進計画 」と いう。 ）の 指針と なる べき基 本的 な事項

前三 号に掲 げる ものの ほか 、母子 家庭 等及び 寡婦 の生活 の安定

向上 のため の措 置に関 する 重要事 項
（略 ）

（ 母子家 庭及 び寡婦 自立 促進計 画）

３ ・４

四

三

母子 家庭 等及 び寡婦 の生 活の安 定と 向上の ため 講じよ うと する

基本 方針 に定め る事 項は、 次の とおり とす る。

を定 める ものと する 。

第十 一条

２
一

二

三

四

（ 略）

と 向上の ため の措置 に関 する重 要事 項
３・ ４

（ 自立 促進計 画）
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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

都道府 県等 は、基 本方 針に即 し、 次に掲 げる 事項を 定める

自立 促進 計画を 策定 し、又 は変 更しよ うと すると きは 、法律 の規定

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

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

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

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

び職 業生 活の動 向に 関する 事項

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

に よる計 画で あつて 母子 家庭等 及び 寡婦の 福祉 に関す る事 項を定 め

二

一

措 置を講 ずる ものと する 。

当該 都道 府県等 の区 域にお ける母 子家 庭等及 び寡 婦の家 庭生 活
及 び職 業生活 の動 向に関 する 事項
当該都 道府 県等の 区域 におい て母 子家庭 等及 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

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

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 庭等
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

る事 項

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

（新 設）

（新 設）

（ 新設）

四

す る事項
前 三号 に掲げ るも ののほ か、 母子家 庭等 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
都道 府県 等は 、自立 促進 計画を 策定 し、又 は変 更しよ うと すると

都道 府県等 は、 自立促 進計 画を策 定し 、又は 変更 しよう とす ると

査審 議する 合議 制の機 関の 意見を 聴く よう努 めな ければ なら ない。

規 定する 機関 その他 の母 子家庭 等及 び寡婦 の福 祉に関 する 事項を 調

法（ 平成 二十四 年法 律第六 十五 号）第 七十 七条第 一項 又は第 四項に

きは、 あら かじめ 、第 七条各 号に 掲げる 機関 、子ど も・ 子育て 支援

都道 府県 等は、 自立 促進計 画を 策定し 、又 は変更 しよ うとす ると

なけ れば ならな い。

寡 婦の 意向そ の他 の母子 家庭 等及び 寡婦 の事情 を勘 案する よう 努め

家 庭等及 び寡 婦に対 する 福祉の 措置の 利用 に関す る母 子家庭 等及 び

きは 、あら かじ め、母 子家 庭等及 び寡 婦の置 かれ ている 環境 、母子

四

三

二

一

るもの との 調和を 保つ よう 努めな けれ ばなら ない 。

第十二 条

２

３

４

き は、 あらか じめ 、母子 ・父 子福祉 団体 の意見 を反 映させ るた めに
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５

必要な 措置 を講ず るも のとす る。
前項に 定め るもの のほ か、都 道府 県等は 、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、 インタ ーネ ットの 利
用その 他の 厚生労 働省 令で 定める 方法 により 広く 母子家 庭等 及び寡
婦 の意見 を求 めるこ とそ の他の 住民の 意見 を反映 させ るため に必 要

母子家 庭に 対する 福祉 の措置

な 措置 を講ず るよ う努め なけ ればな らな い。

第三 章

（母 子福 祉資金 の貸 付け）

（新設 ）

第三 章

母 子家 庭等に 対す る福祉 の措 置

（母子 福祉資 金の 貸付け ）

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

第十 三条

もの又 はそ の扶養 して いる児 童（ 配偶者 のな い女子 で現 に児童 を扶

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

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

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

る。

一～四

（ 略）

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

二十 歳以上 であ る子そ の他 これに 準ず る者を 含む 。以下 この 項及び
第 三項に おい て同じ 。） 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

（略 ）

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

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

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

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

で 定める もの につい ては 、その 貸付 けの期 間中 に当該 配偶 者のな い

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

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

女子 が民法 第八 百七十 七条 の規定 によ り扶養 して いる全 ての 児童が

付けを 行うこ とが できる 。

２

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 ける その

第 十三条

２

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。
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３

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

いる場 合に おいて 、そ の修 学又は 知識 技能の 習得 の中途 にお いて当

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

児童 の修 学又は 知識 技能の 習得 に係る 資金 であつ て政 令で定 めるも

、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

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

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

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

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

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

、 当該 児童（ 前項 の規定 によ る貸付 けに 係る二 十歳 以上で ある 者を

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

３

含む 。）が その 修学又 は知 識技能 の習 得を終 了す るまで の間 、当該

けを行 うこ とがで きる 。

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）

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

（母 子・ 父子福 祉団 体に対 する 貸付け ）

第十 四条

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

都 道府県 は、 政令で 定め る事業 を行 う母子 ・父 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 次の各 号に 掲げる 者の

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

第 十四条

い ずれか であ るもの 又は 第一号 に掲げ る者 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

の 事業と して 政令 で定め るも のを行 う母 子・父 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

配 偶者の ない 女子で 現に 児童を 扶養 してい るも の

できる 。

一

前号 に掲げ る者 及び配 偶者 のない 男子 で現に 児童 を扶養 してい

第 一号 に掲げ る者 及び寡 婦

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

第十 七条

（居宅 等に おける 日常生 活支 援）

こ とがで きる 。

二

三

第二 号に掲 げる 者及び 寡婦

るも の

四

都道 府県 又は市 町村 は、配 偶者 のない 女子 で現に 児童 を扶

（母 子家庭 日常 生活支 援事 業）
第十 七条

養 して いるも のが その者 の疾 病その 他の 理由に より 日常生 活に 支障
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２

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

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

活及び 生業 に関す る助 言、 指導そ の他 の日常 生活 を営む のに 必要な

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

つき 、そ 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

を生じ たと 認めら れる ときは 、政 令で定 める 基準に 従い 、その 者に

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

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

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

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

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

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

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

（措 置の解 除に 係る説 明等 ）

（ 新設）

供 与する こと を委託 する 措置を 採る ことが でき る。

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

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

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

置を 採るこ とが できる 。

前 項の 規定に よる 委託に 係る 事務に 従事 する者 又は 従事し ていた
者 は、正 当な 理由が なく 、当該 事務に 関し て知り 得た 秘密を 漏らし
て はなら ない 。

（ 措置の 解除 に係る 説明 等）

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

第 十八条

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

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。

都 道府 県知事 又は 市町村 長は 、前条 第一 項の措 置を 解除す

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

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

第 十八 条

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

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 。

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（

（行 政手続 法の 適用除 外）

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。

第 十七 条第一 項の 措置を 解除 する処 分に ついて は、 行政手

（ 行政手 続法 の適用 除外 ）
第 十九 条
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（事業 の開 始）

除く 。） の規定 は、 適用し ない 。

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

（事業 の開 始）

）の規 定は、 適用 しない 。

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 。

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

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

第二 十条

届け 出て、 母子 家庭日 常生 活支援 事業 （第十 七条 第一項 の措 置に係

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

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

る 者につ 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

下同 じ。 ）を行 うこ とがで きる 。

第二 十条

。 以下 同じ。 ）を 行う ことが でき る。

母子家 庭等 日常生 活支 援事業 を行 う者は 、そ の事業 を廃

（廃 止又 は休止 ）
第 二十一 条

（ 廃止又 は休 止）
母子 家庭 日常生 活支 援事業 を行 う者は 、そ の事業 を廃止

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

第二十 一条

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

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 ）

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）

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

第 二十二 条

認め ると きは、 母子 家庭日 常生 活支援 事業 を行う 者に 対し、 必要と

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

都道 府県知 事は 、母子 家庭 の福祉 のた めに必 要が あると

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

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

第 二十 二条

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

（略 ）

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

（事 業の停 止等 ）

２ ・３

検査さ せるこ とが できる 。

（略 ）

させ るこ とがで きる 。
２ ・３

都道 府県知 事は 、母子 家庭 日常生 活支 援事業 を行 う者が

（ 事業の 停止 等）
第 二十 三条
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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

し くは第 十七 条第一 項の 措置に 係る 配偶者 のな い女子 で現 に児童 を

る処 分に 違反し たと き、又 はそ の事業 に関 し不当 に営 利を図 り、若

、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

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。

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

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

する処 分に違 反し たとき 、又 はその 事業 に関し 不当 に営利 を図 り、

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

（受 託義務 ）

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）

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

第 二十四 条

の規 定に よる委 託を 受けた とき は、正 当な 理由が なく 、これ を拒ん

では ならな い。

母子 家庭 日常生 活支 援事業 を行 う者は 、第 十七条 第一項

で はなら ない 。

（売店 等の 設置の 許可 ）

第 二十 四条

（ 売店等 の設 置の許 可）

は 母子・ 父子 福祉団 体か らの申 請があ つた ときは 、そ の公共 的施 設

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

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

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

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

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

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

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 、

第 二十五 条

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

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

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

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

。

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

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

２

事し 、又は 当該 母子・ 父子 福祉団 体が 使用す る配 偶者の ない 女子で

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 。

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

らない 。

第 二十五 条

２

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。
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３

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

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

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

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

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

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

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

３

女 子で現 に児 童を扶 養し ている もの及 び母 子・父 子福 祉団体 に知 ら

置を 講じ なけれ ばな らない 。

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

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 ）

市町村 は、児 童福 祉法第 二十 四条第 三項 の規定 によ り保

（ 保育所 への 入所等 に関 する特 別の配 慮）

第 二十八 条

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

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 庭の 福祉が 増進さ

（略 ）

（ 雇用 の促進 ）

（ 新規）

され るよう に特 別の配 慮を しなけ れば ならな い。

市 町村 は、児 童福 祉法第 六条 の三第 二項 に規定 する 放課後 児童健

れ るよう に特 別の配 慮を しなけ れば ならな い。

第 二十 八条

２

全 育成事 業そ の他の 厚生 労働省 令で定 める 事業を 行う 場合に は、母
子 家庭の 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 ）

（ 略）

２

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

第二 十九条
２

３

（略 ）

（削る ）

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。
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（母子 家庭 就業支 援事 業等）
（略 ）

第三十 条

（略）

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

２

を図る ため 、母子 ・父 子福 祉団体 と緊 密な連 携を 図りつ つ、 次に掲

（略）

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 。

都道府 県等は 、配 偶者の ない 女子で 現に 児童を 扶養 して

（母 子家庭 自立 支援給 付金 ）

（ 新設）

（新設 ）

三

一・ 二

務を総 合的か つ一 体的に 行う ことが でき る。

（略 ）

母子家 庭の 母及び 児童 並びに 事業 主に対 し、 雇用情 報及 び就職
の支 援に 関する 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。
都道府 県は 、母子 家庭 就業支 援事業 に係 る事 務の全 部又 は一部 を

前 項の 規定に よる 委託に 係る 事務に 従事 する者 又は 従事し ていた

厚 生労働 省令 で定め る者 に委託 する ことが でき る。

三

一 ・二

げ る業務 を総 合的か つ一 体的に 行うこ とが できる 。

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

第三 十条
２

３

４

者 は、正 当な 理由が なく 、当該 事務に 関し て知り 得た 秘密を 漏らし
て はなら ない 。

（ 母子家 庭自 立支援 給付 金）

第 三十一 条

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

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

第 三十 一条

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

促 進とそ の職 業生活 の安 定と を図る ため の給付 金

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

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

一

」とい う。） を支 給する こと ができ る。

配偶 者の ない女 子で 現に児 童を 扶養し てい るもの が、 厚生労 働

」と いう 。）を 支給 するこ とが できる 。
一

省令で 定め る教育 訓練を 受け 、当該 教育 訓練を 修了 した場 合に 、
その 者に 支給す る給 付金（ 以下 「母子 家庭 自立支 援教 育訓練 給付
金 」と いう。 ）
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二

三

配 偶者 のない 女子 で現に 児童 を扶養 して いるも のが 、安定 した職
業に 就くこ とを 容易に する ため必 要な 資格と して 厚生労 働省 令で
定 めるも のを 取得す るた め養成 機関 におい て修 業する 場合 に、そ
の修業 と生 活との 両立を 支援 するた めそ の者に 支給 する給 付金 （
以下 「母子 家庭 高等職 業訓 練促進 給付 金」と いう 。）
（ 略）

偽り その他 不正 の手段 によ り母子 家庭 自立支 援給付

（ 不正利 得の 徴収）
第 三十 一条の 二

金の 支給 を受け た者 がある とき は、都 道府 県知事 等は 、受給 額に相
当 する金 額の 全部又 は一 部をそ の者 から徴 収す ること がで きる。

母子家 庭自 立支援 教育 訓練給 付金 又は母 子家 庭高等

（ 受給権 の保 護）
第 三十一 条の 三

職業 訓練促 進給 付金の 支給 を受け る権 利は、 譲り 渡し、 担保 に供し

租 税そ の他の 公課 は、母 子家 庭自立 支援 教育訓 練給

、 又は差 し押 えるこ とが できな い。

（公 課の 禁止）
第三 十一 条の 四

付金又 は母 子家庭 高等 職業訓 練促 進給付 金と して支 給を 受けた 金銭
を標 準と して、 課す ること がで きない 。

都 道府県 及び 市町村 は、 母子家 庭の 母及び 児童 の生

（母 子家庭 生活 向上事 業）
第三 十一 条の五

活 の向 上を図 るた め、母 子・ 父子福 祉団 体と緊 密な 連携を 図り つつ

二

三

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

（略 ）

（ 新設）

（ 新設）

（新 設）

（新 設）

- 19 -

２

３

、次に 掲げ る業務 （以 下「母 子家 庭生活 向上 事業」 とい う。） を行

母子 家庭 の母及 び児 童に対 し、母 子家 庭相互 の交 流の機 会を 提

関する 支援 を行う こと 。

母 子家庭 の児 童に対 し、 生活に 関す る相談 に応 じ、又 は学 習に

庭の 母及び 児童 に対す る支 援に係 る情 報の提 供を 行う こと。

相談に 応じ 、又は 母子・ 父子 福祉団 体に よる支 援そ の他の 母子 家

母子 家庭 の母及 び児 童に対 し、 家庭生 活及 び職業 生活 に関す る

うこ とが できる 。
一

二

三
供 する ことそ の他 の必要 な支 援を行 うこ と。
都道府 県及 び市町 村は 、母子 家庭生 活向 上事 業に係 る事 務の全 部
又 は一部 を厚 生労働 省令 で定め る者 に委託 する ことが でき る。
前 項の 規定に よる 委託に 係る 事務に 従事 する者 又は 従事し ていた
者 は、正 当な 理由が なく 、当該 事務に 関し て知り 得た 秘密を 漏らし

父子家 庭に 対する 福祉 の措置

て はなら ない 。

第四 章

都 道府 県は、 配偶 者のな い男 子で現 に児 童を扶 養し

（父 子福 祉資金 の貸 付け）
第三 十一 条の 六

ている もの 又はそ の扶 養して いる 児童（ 配偶 者のな い男 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 け
るそ の二十 歳以 上であ る子 その他 これ に準ず る者 を含む 。以 下この
項 及び第 三項 におい て同 じ。） に対し 、配 偶者の ない 男子の 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

（新 設）
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２

３

４

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

一
配 偶者 のない 男子 が扶 養して いる 児童の 修学 に必要 な資 金

事業 を開 始し、 又は 継続す るの に必要 な資 金

る。

二
配偶 者の ない男 子又 はその 者が扶 養し ている 児童 が事業 を開 始

金
前三 号に 掲げる もの のほか 、配偶 者の ない男 子及 びその 者が 扶

し 、又 は就職 する ために 必要 な知識 技能 を習得 するの に必 要な資

三

四
養 して いる児 童の 福祉の ため に必要 な資 金であ つて政 令で 定める
もの
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 配偶者 のない
男 子が民 法第 八百 七十七 条の 規定に より 扶養し てい る全て の児 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 。
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 学又は 知識 技能の 習得 に係る 資金 であつ て政 令で定 めるも
の を配偶 者の ない男 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 又は 知識技 能の 習得の 中途 におい て当
該配 偶者 のない 男子 が死亡 した ときは 、政 令で定 める ところ により
、 当該児 童（ 前項の 規定 による 貸付 けに係 る二 十歳以 上で ある者 を
含む 。）が その 修学又 は知 識技能 の習 得を終 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 。
第 十四条 （各 号を除 く。 ）の規 定は 、政令 で定 める事 業を 行う母
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５

６

７

子・父 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 次の
各号 に掲 げる者 のい ずれか であ るもの 又は 第一号 に掲 げる者 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・父 子
福祉団 体に ついて 準用 する 。この 場合 におい て、 同条中 「次 の各号
」 とある のは 「第三 十一 条の六 第四項 各号 」と、 「又 は第一 号」 と
あ るの は「又 は同 項第一 号」 と、「 前条 第一項 第一 号」と ある のは

一
前 号に掲 げる 者及 び寡婦

配偶 者の ない男 子で 現に児 童を扶 養し ている もの

「同 条第一 項第 一号」 と読 み替え るも のとす る。

二

第十五 条第 一項の 規定 は第一 項から 第三 項ま での規 定に よる貸 付
金 の貸付 けを 受けた 者に ついて 、同 条第二 項の 規定は 第一 項第四 号
に掲げ る資 金のう ち政 令で定 める ものの 貸付 けを受 けた 者につ いて
、 それぞ れ準 用する 。
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
母子 ・父子 福祉 団体に つい ては、 第一 項から 第三 項まで 及び 第四項
に おいて 読み 替えて 準用 する第 十四条 の規 定によ る貸 付金（ 以下 「
父 子福 祉資金 貸付 金」と いう 。）の 貸付 けを行 わな い。
第一項 から 第三項 まで 、第四 項にお いて 読み替 えて 準用す る第 十
四 条、第 五項 におい て準 用する 第十 五条及 び前 項に定 める ものの ほ
か、父 子福 祉資金 貸付 金の貸 付金 額の限 度、 貸付方 法、 償還そ の他
父子 福祉 資金貸 付金 の貸付 けに 関して 必要 な事項 は、 政令で 定める
。

都道府 県又 は市町 村は 、配偶 者の ない男 子で 現に児

（ 父子家 庭日 常生活 支援 事業）
第 三十 一条の 七

（ 新設）
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２

３

４

童を扶 養し ている もの がその 者の 疾病そ の他 の理由 によ り日常 生活
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
の 者につ き、 その者 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。
前 項の規 定に よる 委託に 係る 事務に 従事 する者 又は 従事し ていた
者は 、正 当な理 由が なく、 当該 事務に 関し て知り 得た 秘密を 漏らし

第 十八 条及び 第十 九条の 規定 は、第 一項 の措置 につ いて準 用する

て はなら ない 。

。
第二 十条 の規 定は父 子家 庭日常 生活 支援事 業（ 第一項 の措 置に係
る配 偶者の ない 男子で 現に 児童を 扶養 してい るも のにつ 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。 ）に つ
い て、 第二十 一条 から第 二十 四条ま での 規定は 父子 家庭日 常生 活支
援事 業を 行う者 につ いて、 それ ぞれ準 用す る。こ の場 合にお いて、
第 二十二 条第 一項中 「母 子家庭 の」 とある のは 「父子 家庭 の」と 、
第二十 三条 中「第 十七 条第一 項」 とある のは 「第三 十一 条の七 第一
項」 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
る のは「 配偶 者のな い男 子で現 に児 童を扶 養し ている もの 」と、 第
二十 四条中 「第 十七条 第一 項」と ある のは「 第三 十一条 の七 第一項
」 と読み 替え るもの とす る。
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第二 十七 条及び 第二 十八条 の規 定は父 子家 庭につ い

（公営 住宅 の供給 に関 する特 別の 配慮等 ）
第三 十一条 の八
て 、第二 十九 条第一 項の 規定は 父子 家庭の 父及 び児童 につ いて、 同
条第二 項の 規定は 父子 家庭 の父に つい て、そ れぞ れ準用 する 。

国は 、前 条にお いて準 用す る第二 十九 条第二 項の 規

（ 父子 家庭就 業支 援事業 等）

三

二

一

都 道府県 は、 就職を 希望 する父 子家 庭の父 及び 児童の 雇用 の促進

の援 助を 行うこ と。

事業」 とい う。） につい て、 都道府 県に 対し 、情報 の提 供その 他

都道 府県 が行 う次項 に規 定する 業務 （以下 「父 子家庭 就業 支援

その 他の関 係者 に対す る研 修を行 うこ と。

父 子家 庭の父 及び 児童の 雇用 の促進 に関 する業 務に 従事す る者

う こと。

父子 家庭の 父及 び児童 の雇 用の促 進に 関する 調査 及び研 究を行

行 うも のとす る。

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

第三 十一条 の九

２

を図 るた め、母 子・ 父子福 祉団 体と緊 密な 連携を 図り つつ、 次に掲

父 子家 庭の父 及び 児童に 対し 、就職 に関 する相 談に 応じる こと

父子 家庭 の父及 び児 童に対 し、 職業能 力の 向上の ため に必要 な

父子 家庭 の父及 び児 童並び に事業 主に 対し、 雇用 情報及 び就 職

措置を 講ず ること 。

。

げ る業務 を総 合的か つ一 体的に 行う ことが でき る。
一

二

三

の 支援 に関す る情 報の提 供そ の他父 子家 庭の父 及び児 童の 就職に

（新設 ）

（ 新設 ）
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３

４

関し必 要な 支援を 行うこ と。
都道府 県は 、父子 家庭 就業支 援事 業に係 る事 務の全 部又 は一部 を
厚 生労働 省令 で定め る者 に委託 する ことが でき る。
前 項の 規定に よる 委託 に係る 事務に 従事 する者 又は 従事し ていた
者 は、正 当な 理由が なく 、当該 事務に 関し て知り 得た 秘密を 漏ら し
て はな らない 。

第三 十一条 から 第三十 一条 の四ま での 規定は 、配偶

（ 父子家 庭自 立支援 給付 金）
第 三十 一条の 十

者の ない 男子で 現に 児童を 扶養 してい るも のにつ いて 準用す る。こ
の 場合に おい て、第 三十 一条中 「母 子家庭 自立 支援給 付金 」とあ る
のは「 父子 家庭自 立支 援給付 金」 と、同 条第 一号中 「母 子家庭 自立
支 援教育 訓練 給付金 」と あるの は「父 子家 庭自立 支援 教育訓 練給付
金 」と、 同条 第二 号中「 母子 家庭高 等職 業訓練 促進 給付金 」と ある
のは 「父子 家庭 高等職 業訓 練促進 給付 金」と 、第 三十一 条の 二中「
母 子家庭 自立 支援給 付金 」とあ るのは 「父 子家庭 自立 支援給 付金 」
と 、第 三十一 条の 三及び 第三 十一条 の四 中「母 子家 庭自立 支援 教育
訓練 給付 金又は 母子 家庭高 等職 業訓練 促進 給付金 」と あるの は「父
子 家庭自 立支 援教育 訓練 給付金 又は 父子家 庭高 等職業 訓練 促進給 付
金」と 読み 替える もの とする 。

都 道府 県及び 市町村 は、 父子家 庭の 父及び 児童の

（ 父子家 庭生 活向上 事業 ）
第三 十一条 の十 一

生 活の向 上を 図るた め、 母子・ 父子福 祉団 体と緊 密な 連携を 図り つ
つ 、次 に掲げ る業 務（以 下「 父子家 庭生 活向上 事業 」とい う。 ）を

（ 新設）

（ 新設）
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２

３

父子家 庭の 父及び 児童 に対し 、父 子家庭 相互 の交流 の機 会を提

関 する 支援を 行う こと。

父子 家庭 の児童 に対 し、生 活に関 する 相談に 応じ 、又は 学習 に

庭の父 及び 児童に 対する 支援 に係る 情報 の提供 を行 うこと 。

相 談に応 じ、 又は母 子・ 父子福 祉団 体によ る支 援その 他の 父子家

父子 家庭の 父及 び児童 に対 し、家 庭生 活及び 職業 生活に 関する

行うこ とが できる 。
一

二

三
供す るこ とその 他の 必要な 支援 を行う こと 。
都 道府県 及び 市町 村は、 父子 家庭生 活向 上事業 に係 る事務 の全部
又は 一部 を厚生 労働 省令で 定め る者に 委託 するこ とが できる 。
前項 の規 定によ る委 託に係 る事 務に従 事す る者又 は従 事して いた
者は、 正当 な理由 がな く、当 該事 務に関 して 知り得 た秘 密を漏 らし

寡 婦に 対する 福祉 の措置

て はなら ない 。

第五 章

（ 寡婦 福祉資 金の 貸付け ）

第 四章

寡婦 に対 する福 祉の 措置

（ 寡婦 福祉資 金の 貸付け ）

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

第 三十 二条

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（ 以

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

都 道府県 は、 寡婦又 は寡婦 が民 法第八 百七 十七条 の規 定

下この 項及 び次項 にお いて「 寡婦 の被扶 養者 」とい う。 ）に対 し、

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

第三 十二条

寡婦 の経 済的自 立の 助成と 生活 意欲の 助長 を図り 、あ わせて 寡婦の

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

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、

被 扶養者 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

事業 を開 始し、 又は 継続す るのに 必要 な資金

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

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

一

寡 婦の被 扶養 者の修 学に 必要な 資金

がで きる。

二
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２

３

４

三

四

寡 婦又 は寡婦 の被 扶養者 が事 業を開 始し 、又は 就職 するた めに
必要 な知識 技能 を習得 する のに必 要な 資金
前三 号に 掲げる もの のほか 、寡 婦及び 寡婦 の被扶 養者 の福祉 の
ために 必要 な資金 であつ て政 令で定 める もの

都 道府県 は、 前項 に規定 する 資金の うち 、その 貸付 けの目 的が寡
婦の 被扶 養者の 修学 又は知 識技 能の習 得に 係る資 金で あつて 政令で
定 めるも のを 寡婦に 貸し 付けて いる 場合に おい て、当 該寡 婦の被 扶
養者の 修学 又は知 識技 能の習 得の 中途に おい て当該 寡婦 が死亡 した
と きは、 政令 で定め ると ころに より、 当該 寡婦の 被扶 養者で あつた
者 が修学 又は 知識 技能の 習得 を終了 する までの 間、 当該寡 婦の 被扶
養者 であつ た者 に対し て、 当該資 金の 貸付け を行 うこと がで きる。

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。
（ 新設）

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

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

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

を超 える ときは 、第 一項の 規定 による 貸付 金の貸 付け は、行 わない

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

２

。 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

が ある者 につ いては 、こ の限り でな い。

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

でない 。

子 ・父子 福祉 団体で あつ てその 事業 に使用 され る者が 主と して寡 婦

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

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

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

であ るもの 又は 寡婦の 自立 の促進 を図 るため の事 業とし て政 令で定

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

３

め るもの を行 う母子 ・父 子福祉 団体に つい て準用 する 。この 場合 に

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

第十四 条（ 各号を 除く 。）の 規定 は、政 令で 定める 事業 を行う 母

お いて 、同条 中「 前条第 一項 第一号 」と あるの は、 「第三 十二 条第
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５

一項第 一号 」と読 み替 えるも のと する。

第 十五 条第一 項の 規定 は、第 一項及 び第 二項の 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 。

４

５

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。

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。

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 「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

６

寡 婦又は 母子 福祉資 金貸 付金若 しく は父子 福祉 資金貸 付金 の貸付 け

き る。

第二 項並 びに第 四項 におい て読 み替え て準 用する 第十 四条の 規定に
よ る貸付 金（ 以下「 寡婦 福祉資 金貸 付金」 とい う。） の貸 付けを 行
わな い。
第一 項から 第三 項まで 、第 四項に おい て読み 替え て準用 する 第十

（新 設）

を受け るこ とがで きる 母子・ 父子 福祉団 体に ついて は、 第一項 及び

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

（ 削る ）

６

７

四 条、 第五項 にお いて準 用す る第十 五条 第一項 及び 前項に 定め るも
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ののほ か、 寡婦福 祉資 金貸付 金の 貸付金 額の 限度、 貸付 方法、 償還
その 他寡 婦福祉 資金 貸付金 の貸 付けに 関し て必要 な事 項は、 政令で
定 める。

（ 寡婦日 常生 活支援 事業 ）

（寡 婦日常 生活 支援事 業）

定 める 場所に おい て、 食事の 世話 若しく は専 門的知 識を もつて 行う

る 基準に 従い 、その 者に つき、 その者 の居 宅その 他厚 生労働 省令 で

由に より日 常生 活に支 障を 生じた と認 められ ると きは、 政令 で定め

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

で定 める 場所に おい て、食 事の 世話若 しく は専門 的知 識をも つて 行

める基 準に 従い、 その 者につ き、 その者 の居 宅その 他厚 生労働 省令

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

都道府 県又は 市町 村は、 寡婦 がその 者の 疾病そ の他 の理

生活 及び 生業に 関す る助言 、指 導その 他の 日常生 活を 営むの に必要

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

第 三十三 条

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

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

都道 府県又 は市 町村は 、寡 婦がそ の者 の疾病 その 他の理

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

する措 置を採 るこ とがで きる 。

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。

（ 新設）

第 十八条 及び 第十九 条の 規定は 、第 一項の 措置 につい て準 用する

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

。

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

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

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

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

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

３

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

下 同じ。 ）を 行うこ とが でき る。

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

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

同じ 。）を 行う ことが でき る。
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

４

母子 家庭 日常生 活支 援事業 を行 う者は 、厚 生労働 省令 で定め ると

て はなら ない 。

者は 、正当 な理 由がな く、 当該事 務に 関して 知り 得た秘 密を 漏らし

前項 の規 定に よる委 託に 係る事 務に 従事す る者 又は従 事し ていた

措 置を採 るこ とがで きる 。

第 三十 三条

２

３

４

５

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 一項
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条中「 第十 七条第 一項 」と あるの は「 第三十 三条 第一項 」と 読み替

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

条第 一項 」とあ るの は「第 三十 三条第 一項 」と、 「配 偶者の ない者

中「母 子家 庭の」 とあ るのは 「寡 婦の」 と、 第二十 三条 中「第 十七

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

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

中「 第十七 条」 とある のは 「第三 十三 条第一 項」 と、「 配偶 者のな

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「 前項 」と あり、 及び 同条第 三項 中「第 一項 」とあ るの は「第 三

（売 店等の 設置 の許可 等）

る もの とする 。

え るもの とす る。

（ 売店等 の設 置の許 可等 ）

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

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

第二十 五条、 第二 十六条 及び 第二十 九条 の規定 は、 寡婦

者 のない 女子 で現に 児童 を扶養 して いるも の又 は母子 ・父 子福祉 団

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

第 三十四 条

体」と あり 、及び 同条 第三項 中「 配偶者 のな い女子 で現 に児童 を扶

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

第二 十五 条、第 二十 六条及 び第 二十九 条の 規定は 、寡婦

養 してい るも の及び 母子 ・父子 福祉団 体」 とある のは 、「寡 婦」と

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。

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

２

を 許さ れた母 子・ 父子福 祉団 体は、 同条 第二項 の規 定にか かわ らず

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

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

読 み替え るも のと する。

第 三十 四条

２

、当 該母 子・父 子福 祉団体 が使 用する 寡婦 をその 業務 に従事 させる

。

国は、 前条に おい て準用 する 第二十 九条第 二項 の規定 に

こ とがで きる 。

第 三十五 条

（寡婦 就業 支援事 業等 ）

国は、 前条 第一項 にお いて準 用す る第二 十九 条第二 項の

（寡 婦就 業支援 事業 等）
第 三十五 条

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

（略）

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

一～ 三

ものと する。
（略 ）

を 行うも のと する。
一 ～三
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２

３

４

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

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
・父 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

体的 に行う こと ができ る。
（略 ）

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。

（ 新設）

（ 新設）

（ 新設 ）

三

一 ・二

か つ一体 的に 行うこ とが できる 。
（ 略）

寡婦 及び 事業主 に対 し、雇 用情報 及び 就職の 支援 に関す る情 報

一・二
三
の 提供 その他 寡婦 の就職 に関 し必要 な支 援を行 うこと 。
都道府 県は 、寡婦 就業 支援事 業に係 る事 務の全 部又 は一部 を厚 生
労 働省令 で定 める者 に委 託する ことが でき る。
前 項の規 定に よる 委託に 係る 事務に 従事 する者 又は 従事し ていた
者は 、正 当な理 由が なく、 当該 事務に 関し て知り 得た 秘密を 漏らし
て はなら ない 。

（ 寡婦生 活向 上事業 ）
都道府 県及 び市町 村は 、寡婦 の生 活の向 上を 図るた

前項 の規 定によ る委 託に係 る事 務に従 事す る者又 は従 事して いた

める 者に 委託す るこ とがで きる 。

上事業 」と いう。 ）に 係る事 務の 全部又 は一 部を厚 生労 働省令 で定

都道 府県 及び市 町村 は、前 項に 規定す る業 務（以 下「 寡婦生 活向

る。

に よる 支援に 係る 情報の 提供 その他 の必 要な支 援を 行うこ とが でき

庭 生活及 び職 業生活 に関 する相 談に応 じ、 又は母 子・ 父子福 祉団 体

め、 母子・ 父子 福祉団 体と 緊密な 連携 を図り つつ 、寡婦 に対 し、家

第 三十五 条の 二

２

３

者は 、正当 な理 由がな く、 当該事 務に 関して 知り 得た秘 密を 漏らし
て はなら ない 。
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第六章

福 祉資金 貸付 金に関 する 特別会 計等

都道 府県 は、 母子福 祉資金 貸付 金、父 子福 祉資金 貸付金

（ 特別会 計）
第三十 六条

第 五章

福祉 資金貸 付金 に関す る特 別会計 等

都道府 県は 、母子 福祉 資金貸 付金 及び寡 婦福 祉資金 貸付

（特 別会 計）
第 三十六 条

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

（略 ）

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。 ）

２ ～４

第 六章

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

（母 子福 祉施設 ）

母子 福祉施 設

ては 、特 別会計 を設 けなけ れば ならな い。

（ 略）

母子 ・父 子福 祉施設

の 貸付 けを行 うに ついて は、 特別会 計を 設けな けれ ばなら ない 。
２～ ４

第 七章

（ 母子・ 父子 福祉施 設）
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

第三十 八条

庭 の母及 び父 子家庭 の父 並びに 児童が 、そ の心身 の健 康を保 持し、

めに 利用す る母 子福祉 施設 を設置 する ことが でき る。

（ 施設 の種類 ）

生 活の向 上を 図る ために 利用 する母 子・ 父子福 祉施 設を設 置す るこ
とが できる 。

（ 施設 の種類 ）

母 子福 祉セン ター

母子 福祉施 設の 種類 は、次 のと おりと する 。
一

母子 休養 ホーム

第 三十 九条

母子 ・父 子福祉 セン ター

二

母 子・父 子福 祉施設 の種類 は、 次のと おり とする 。

一

母 子・ 父子休 養ホ ーム

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

２

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

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

母子・ 父子 福祉セ ンタ ーは、 無料 又は低 額な 料金で 、母 子家庭 等

を行 う等母 子家 庭等の 福祉 のため の便 宜を総 合的 に供与 する ことを

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、

目 的とす る施 設とす る。
母 子・父 子休 養ホー ムは 、無料 又は 低額な 料金 で、母 子家 庭等に

３

二

第三 十九条

２

３
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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
する施 設とす る。

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

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

を目 的と する施 設と する。

一

母子 福祉 施設の 設置 者は、 寡婦 に、母 子家 庭に準 じて 母

費用

次 に掲げ る費 用は、 市町 村の支 弁と する。

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

第四 十二条

（市町 村の 支弁）

第七章

子福 祉施設 を利 用させ るこ とがで きる 。

第四十 一条

（ 寡婦 の施設 の利 用）

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 。

第四 十条

（施設 の設 置）

市町 村、社 会福 祉法人 その 他の者 が母 子・ 父子福 祉施 設を

（施設 の設 置）
第四 十条
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 。

母 子・父 子福 祉施設 の設置 者は 、寡 婦に、 母子 家庭等 に

（ 寡婦 の施設 の利 用）
第四 十一条

費用

準 じて母 子・ 父子福 祉施 設を利 用さ せるこ とが できる 。

第八 章

（市 町村の 支弁 ）
次 に掲 げる費 用は 、市町 村の 支弁と する 。

第 十七条 第一 項の規 定に より市 町村 が行う 母子 家庭日 常生 活支

第四 十二 条
一

業 の実 施に要 する 費用
二

援事業 の実 施に要 する 費用
（略 ）

（ 新設）

（ 略）

二

第 三十 一条の 五第 一項の 規定 により 市町 村が行 う母 子家庭 生活
向上 事業の 実施 に要す る費 用
第三 十一 条の七 第一 項の規 定に より市 町村 が行う 父子 家庭日 常
生活支 援事 業の実 施に要 する 費用
第三 十一 条の十 の規 定によ り市町 村が 行う父 子家 庭自立 支援 給

（新設 ）

（新 設）

三

四

五

付 金の 支給に 要す る費用
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六

第 三十 一条の 十一 第一項 の規 定によ り市 町村が 行う 父子家 庭生

（新 設）

三

活向 上事業 の実 施に要 する 費用
（略 ）
（ 新設）

（略）

七
第 三十 五条の 二第 一項 の規定 によ り市町 村が 行う寡 婦生 活向上

次 に掲げ る費 用は、 都道 府県 の支弁 とする 。

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

（ 略）

（ 略）

事業の 実施 に要す る費 用

（ 新設）

四・ 五

（ 新設）

（ 新設 ）

（新設 ）

（新 設）

（ 新設）

二・ 三

一

第四 十三条

（都道 府県 の支弁 ）

八
事業 の実施 に要 する費 用

（都 道府県 の支 弁）
次 に掲 げる費 用は 、都道 府県 の支弁 とす る。

第 十七条 第一 項の 規定に より 都道府 県が 行う母 子家 庭日常 生活

第四 十三 条
一
支援事 業の 実施に 要す る費用
（略 ）

第 三十 一条の 十一 第一項 の規 定によ り都 道府県 が行 う父子 家庭

給付 金の 支給 に要す る費 用

第三 十一条 の十 の規定 によ り都道 府県 が行う 父子 家庭自 立支援

業 支援 事業の 実施 に要す る費 用

第三 十一 条の九 第二 項の規 定によ り都 道府県 が行 う父子 家庭 就

常生活 支援 事業の 実施に 要す る費用

第三 十一 条の 七第一 項の 規定に より 都道府 県が 行う父 子家 庭日

活向 上事業 の実 施に要 する 費用

第 三十 一条の 五第 一項の 規定 により 都道 府県が 行う 母子家 庭生

二 ・三
四

五

六

七

八

第三 十五 条の二 第一 項の規 定に より都 道府 県が行 う寡 婦生活

（略 ）

生活 向上事 業の 実施に 要す る費用
九 ・十
十一

向上 事業 の実施 に要 する費 用
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（都道 府県 の補助 ）
都 道府県 は、 政令で 定め るとこ ろに より、 第四 十二条 の

都道 府県 は、政 令で 定める とこ ろによ り、 第四十 二条 の

（ 都道 府県の 補助 ）
第四十 四条

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

第四 十四条
規 定によ り市 町村が 支弁 した費 用の うち、 同条 第一号 、第 三号、 第

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。

（国の 補助 ）

四号及 び第 六号か ら第 八号 までの 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。

（国 の補助 ）

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

第四 十五条

よ り市 町村が 支弁 した 費用の うち 、同条 第一 号、第 三号 、第四 号及

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

国 は、 政令で 定め るとこ ろに より、 第四 十二条 の規 定に

び第 六号 から第 八号 までの 費用 につい ては その二 分の 一以内 を、同

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

分の 三以内 を補 助する こと ができ 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

２

条 第二号 及び 第五号 の費 用につ いて はその 四分 の三以 内を 補助す る

第四 十五 条

２

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

府 県が支 弁し た費 用のう ち、 同条第 一号 、第二 号、 第四号 、第 五号
、第 六号及 び第 八号か ら第 十一号 まで の費用 につ いては その 二分の

てはそ の四 分の三 以内 を補助 する ことが でき る。

第八 章

雑則

一 以内を 、同 条第三 号及 び第七 号の費 用に ついて はそ の四分 の三 以

雑則

内 を補 助する こと ができ る。

第九 章

（新設 ）

（ 新設）

罰則

第 十七条 第二 項、第 三十条 第四 項、第 三十 一条の 五第三

第十 章

第四 十八条

項 、第三 十一 条の七 第二 項、第 三十一 条の 九第四 項、 第三十 一条 の
十 一第 三項、 第三 十三条 第二 項、第 三十 五条第 四項 又は第 三十 五条
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の二第 三項 の規定 に違 反して 秘密 を漏ら した 者は、 一年 以下の 懲役

則

又は 五十 万円以 下の 罰金に 処す る。

附

附

則

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

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 六条

の （寡婦 を除 く。以 下こ の項に おいて 単に 「四十 歳以 上の配 偶者 の

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

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

な い女 子」と いう 。） に対し て、 第三十 二条 の規定 の例 により 、次

事業 を開 始し、 又は 継続す るの に必要 な資 金

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

（ 略）

み なす。

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

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

けるこ とがで きる 。

一

四 十歳 以上の 配偶 者のな い女 子が民 法第 八百七 十七 条の規 定に

金

前三 号に掲 げる ものの ほか 、四十 歳以 上の配 偶者 のない 女子及

又 は就 職する ため に必要 な知 識技能 を習 得する のに必 要な 資金

四十 歳以 上の配 偶者 のない 女子又 は被 扶養者 が事 業を開 始し 、

号 及び第 四号 にお いて「 被扶 養者」 とい う。） の修学 に必 要な資

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 （次

二

三

四

び被 扶養 者の 福祉の ため に必要 な資 金であ つて 政令で 定め るもの
前 項の 規定に より 貸し付 ける 資金は 、第 三十二 条第 一項及 び第二

２

第七 条

２

に掲 げる 資金を 貸し 付ける こと ができ る。

第 六条

２

項の 規定 により 貸し 付ける 資金 とみな す。

（略）

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

第七 条
２
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３

（ 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

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

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

し 付けら れた 資金は 同条 第四項 にお いて準 用す る第十 四条 の規定 に

及び 第二 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

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

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

、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

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

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

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 金の うち、 寡婦 に貸し 付け られた 資金 は第三 十二 条第一 項

（略 ）

す。

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

３

貸し 付けら れた 資金と みな す。

（ 略）
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○

改

正

後

第四条

（略）

（支給要件）

児 童扶養 手当 法（昭 和三 十六年 法律第 二百 三十八 号） （抄） 【第 三条関 係】

（支給要件）
（略）

現

行

（傍 線部分 は改 正部分 ）

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

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

つては児童が第一号から第四号までのいずれかに該当するとき、父に

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

２

対する手当にあつては児童が第一号、第二号、第五号又は第六号のい

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

前項の規定にかかわらず、手当は、母又は養育者に対する手当にあ

第四条
２

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

（略）

童については、支給しない。
一

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

（略）

一

二

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。

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

（略）

た日から六年を経過していないとき。
四

三

（削る）

（略）

（削る）

二
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３

（削る）

三・四
（削る）

（削る）

（削る）

五・六
（削る）

（略）

（略）

五

（略）

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

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

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

由が発生した日から六年を経過していないとき。

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

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

生した日から六年を経過していないとき。

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

八

九

十
。

（略）

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

十一・十二
十三

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。

あつては当該養育者が、日本国内に住所を有しないときは、支給しな

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

日本国内に住所を有しないとき。

しない。

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

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

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

い。

一

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

３

（削る）

二

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

（削る）

）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
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（支給期間及び支払期月）

れた同法第一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。

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

（支給期間及び支払期月）
第七条

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」

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（第十三条の三第一項において「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

第 七条

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

（略）

（支給の制限）

２・３

で終わる。

（略）

で終わる。
２・ ３

（支給の制限）

号）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

じ。）の前年の所得が、その者の所得税法（昭和四十年法律第三十三

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

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

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

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

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

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

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

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、

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

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

第九条

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

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

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、

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

（略）

ところにより、その全部又は一部を支給しない。

給しない。
（略）

２

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

第九条

２
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四

三

二

一

手当は、母又は養育者に対する手当にあつては児童が第

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

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

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

手当は、受給資格者が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは

た日から六年を経過していないとき。

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

当する給付（以下この条において「遺族補償等」という。）を受け

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

。

。

きを除く。

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

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

は一部を支給しない。

きは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又

にあつては児童が第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当すると

一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するとき、父に対する手当

第十三条の二

２

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

、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。
一

）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
れた同法第一条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金以

（新設）
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二

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。
遺族補償等（父又は母の死亡について支給されるものに限る。）
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

（略）

発生した日から六年を経過していないとき。

第 十三 条 の三

（相談及び情報提供等）
（略 ）

第十三条の二

（略）

（相談及び情報提供等）
（略）

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

第二十八条の二
２

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。

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、

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

び就業の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

厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。

３

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。

（資料の提供等）

都道府県知事等は、受給資格者（養育者を除く。）に対する生活及

じ。）その他の自立のために必要な支援を行うことができる。

び就業の支援（当該支援に関する情報の提供を含む。次項において同

都道府県知事等は、受給資格者（養育者を除く。）に対し、生活及

第二十八条の二
２

３

（資料の提供等）

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

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

第三十条

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

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

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

第 三十 条

状況につき、官公署、日本年金機構、公的年金給付に係る年金制度の
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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。

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

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

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

人に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

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

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

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
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改

正

後

船 員保険 法（ 昭和十 四年 法律第 七十三 号） （抄） 【附 則第五 条関 係】

則

附

則

（略）

○

附

第五条

現

（障害前払一時金及び遺族前払一時金）

（略）

（障害前払一時金及び遺族前払一時金）
第 五条

（略）

行

（傍 線部分 は改 正部分 ）

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

２～８
９

（略）

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

２～ ８
９

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

律第二百三十八号）第十三条の二第二項第一号ただし書並びに特別児

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

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

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

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

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、
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適用しない。

ない。

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十

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

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

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

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

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

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

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

三条の二第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書の規定は、

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

適用しない。

（略）

10

（略）
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10
11

11

○

則
（略）

改

正

後

⑥

則
（略）
（略）

現

行

（傍 線部分 は改 正部分 ）

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

②～⑤

第五十九条

附

労 働者災 害補 償保険 法（ 昭和二 十二年 法律 第五十 号） （抄） 【附 則第六 条関 係】

附
第 五十 九条
（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

②～⑤
⑥

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（

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

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

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（

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

び次条第七項において「昭和六十年法律第三十四号」という。）附則

）第十三条の二第二項第一号ただし書並びに特別児童扶養手当等の支

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

び次条第七項において「昭和六十年法律第三十四号」という。）附則

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
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（略）

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。

第六十条
（略 ）

（略）

（略）

し書及び第十七条第一号ただし書の規定は、適用しない。

第六十条
②～⑥

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⑦

当法第十三条の二第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書の

、適用しない。

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

②～⑥
⑦

規定は、適用しない。
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○

改

正

後

（指定都市の権能）

地 方自治 法（ 昭和二 十二 年法律 第六十 七号 ）（抄 ）【 附則第 七条 関係】

（指定都市の権能）

現

行

（傍 線部分 は改 正部分 ）

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

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

第二百五十二条の十九

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、

政令で指定する人口五十万以上の市（以下「指

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、

（略）

（ 略）

母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務

（略）

六の二～十三

六

一～五の三

処理することができる。

（ 略）

（略）

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務

一～五の三
六
六の二～十三
（略）

２

処理することができる。

第 二百 五十 二 条の 十 九

２
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○

正

後

六

現

（略）

、市長又は福祉

一・ 二

るもの

（略）

行

（傍 線部分 は改 正部分 ）

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定め

事務所を管理す

三

母子及び寡婦福祉法（昭和三十九年法律

る町村長

都道府県知事

（略）

別表第一（第二十九条関係）

生 活保護 法（ 昭和二 十五 年法律 第百四 十四 号）（ 抄） 【附則 第八 条関係 】

改

別表第一（第二十九条関係）

（略 ）

るもの
（ 略）

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定め

、市長又は福祉
一・二

都道府県知事

（略）

六

事務所を管理す
三

第百二十九号）による母子家庭自立支援給

（略）

十九年法律第百二十九号）による母子家庭

（略）

四・五

付金の支給に関する情報

（略）

金の支給に関する情報
四・ 五

（略 ）

（略）

自立支援給付金又は父子家庭自立支援給付

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三

る 町 村長

（略）

- 49 -

○

改

正

後

（定義）

社 会福祉 法（ 昭和二 十六 年法律 第四十 五号 ）（抄 ）【 附則第 九条 関係】

（定義）

（略）

現

行

（傍 線部分 は改 正部分 ）

（略）

第二条
２

（略）

（略）

次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。

第 二条
２

３

（略）

母子及び寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）に規定す

一・二

次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
（略）

三

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

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号
）に規定する母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事

に規定する母子福祉施設を経営する事業

（略）

（略）

（略）

（略）

２～４

第十四条

（設置）

４

四～十三

業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子・父子福祉施

（略）

（ 略）

設を経営する事業

（略）

四～十三

三

一・二

３

４

（設置）
第十四条
（略）

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

５

法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める援護又は育成の措置に

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

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

２～ ４
５

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
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６

どるところとする。

とする。

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、

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、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老

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

６

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

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（

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

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

（略）

（設置）

７・８

政令で定めるものを除く。）をつかさどるところとする。

（略 ）

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

（設置）

（略）
（略）

第十八条
２

（略）

（略）

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

第十八条
２

３

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。

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

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父子並びに寡婦福
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。

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

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、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知

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

福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福

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

（指導監督）

（略）

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

５

うことを職務とする。

（略）

る事務を行うことを職務とする。

４

３

４

５

（ 指 導監 督 ）
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生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉

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

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

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、

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

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

第二十条

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

し、及びこれを実施するよう努めなければならない。

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、

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）

第二十条

（訓練）

、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

この法律、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法

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

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

第二十一条

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

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

この法律、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに

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

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 二十 一条

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。
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○

附

則
（略）

改

正

後

附

則
（略）

現

行

（傍 線部分 は改 正部分 ）

和三十六年法律第二百三十八号）第十三条の二第二項第一号ただし書

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11

１～

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） 【附則 第十 一条 関係】

１～

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

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

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

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

定は、適用しない。

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

10

書の規定は、適用しない。
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10

11

（略）

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

～

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

（略）

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

～

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

14
（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

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、

24

24

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

法第十三条の二第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書の規

適用しない。
～

定は、適用しない。
（略）

16

15 12

～
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14

15 12

16

○

じん

正

後

行

（傍 線部分 は改 正部分 ）

（母子及び寡婦福祉法による国の貸付けの特例）

現

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） 【附 則第十 二条 関係】

改

（母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例）

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

む。以下この条において同じ。）に対し、国が母子及び父子並びに寡

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

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

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（

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

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

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

第二十条

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

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

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

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

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

第 二十 条

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

。）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

（略）

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

２

額に相当する金額とする。

（略）

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

額との合計額に相当する金額とする。
２

３

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

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、母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十七条第一項の

用しない。

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

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父子並びに寡婦福祉法第三十七条第

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

４

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

「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

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

規定は、適用しない。

３

４

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
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５

」とあるのは、「福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた

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

は、「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（激甚

じん

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

の規定により特別会計に繰り入れた金額を含む。）」とする。

じん

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。

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

に第三十七条第二項、第四項及び第六項の規定の適用については、同

ものについての母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十六条第二項並び

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

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

条第二項、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

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

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

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

律（以下「激甚災害法」という。）第二十条第二項」と、「同条第五

５

に関する法律（以下「激甚災害法」という。）第二十条第二項」と、

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「

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

「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

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

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

じん

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

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

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

二項」とする。

じん

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

第二十条第二項」とする。
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○

改

名

正

作

非課税文書の表（第五条関係）

書

（ 略）

（略 ）

後

者

当該資金の貸付けを受ける者

成

（略）

現

名

（略）

行

者

（傍 線部分 は改 正部分 ）

成

当該資金の貸付けを受ける者

（略）

作

非課税文書の表（第五条関係）

書

金の貸付けに関する文書

年法律第百二十九号）に定める資

母子及び寡婦福祉法（昭和三十九

（略）

文

別表第三

印 紙税法 （昭 和四十 二年 法律第 二十三 号） （抄） 【附 則第十 二条 関係】

別 表第 三

文

（略）

母子及び父子並びに寡婦福祉法（
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）
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○

正

後

（福祉事務所による自立支援）

現

行

（傍 線部分 は改 正部分 ）

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）【 附則 第十二 条関 係】

改

（福祉事務所による自立支援）

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

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

社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉

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

第八条の三

法律第百六十四号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年

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

社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉

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

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。

第八条の三

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。
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○

則

改

正

後

第六条

則

（略）

現

（保育所に係る委託費の支払等）

附

子 ども・ 子育 て支援 法（ 平成二 十四年 法律 第六十 五号 ）（抄 ）【 附則第 十二 条関 係】

附

（保育所に係る委託費の支払等）
（略）

行

（傍 線部分 は改 正部分 ）

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

２

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

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

第六条
２

及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）第二十

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）

３～８

（略）

第十三条の二第二項の規定は適用しない。

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

（略 ）

八十二号）第十三条の二第二項の規定は適用しない。
３～８
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○

則

改

正

後

４

則

（略）
（略）

現

行

（傍 線部分 は改 正部分 ）

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

２・３

第五条の三

（障害補償年金前払一時金）

附

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 第十 三条 関係】

附

（略）

（障害補償年金前払一時金）
第五条の三
（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

２・ ３
４

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

。）、児童扶養手当法（昭和三十六年法律第二百三十八号）第十三条

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（

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

の二第二項第一号ただし書並びに特別児童扶養手当等の支給に関する
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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

（略）

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

５・６

十七条第一号ただし書の規定は、適用しない。

（略 ）

及び第十七条第一号ただし書の規定は、適用しない。
５・６

第六条

（略）

（略）

（遺族補償年金前払一時金）

（略 ）

２・３

（遺族補償年金前払一時金）
第 六条
（略 ）

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

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

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

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

４

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

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

２・３
４

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、

５・６

（略）

適用しない。

法第十三条の二第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書の規

（略 ）

定は、適用しない。
５・６
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○

後

現

（ 傍線部 分は 改正部 分）

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

行

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

正

第六条

（児童福祉法の一部改正）

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） 【附 則第十 四条 関係】

改

（児童福祉法の一部改正）
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。

第 六条
うに改正する。

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

（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

（略）

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
。

十五第四項の規定によりその権限に属させられた事項及び」を加え、
同条第七項中「第三十三条の十五」の下に「、第三十五条第六項」を
加える。

（略 ）

市町村は、家庭的保育事業等を行うことができる

（略）

第三十四条の十五

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。

市町村は、家庭的保育事業等を行うことができる

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

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

。

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

。

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

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
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る。）によつて、その申請を審査しなければならない。

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

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

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

る。）によつて、その申請を審査しなければならない。

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

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

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

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

市町村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、

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、

を聴かなければならない。

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

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

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、

（略）

の意見を聴かなければならない。

（略 ）

一～四

（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

（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

一～四

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、

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、

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

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

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

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

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、

「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

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

「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

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

前）」を加え、同条第四項の次に次の五項を加える。

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。

前）」を加え、同条第四項の次に次の五項を加える。

て、その申請を審査しなければならない。
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（ 略）

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

一～四
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

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

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

うとするときは、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴

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

ばならない。

、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。

かなければならない。

れ ばな らな い 。

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・

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

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

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

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

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

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

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

・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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

認めるときは、第四項の認可をしないことができる。

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

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

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

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

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。

第三十二条

（母子及び寡婦福祉法の一部改正 ）

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。

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

認めるときは、第四項の認可をしないことができる。
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。

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二

（母子及び父子並びに寡婦福祉法の一部改正 ）

第三十二条
十九号）の一部を次のように改正する。

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

定教育・保育施設（次項において「特定教育・保育施設」という。）

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

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

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

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「

・保育施設（次項において「特定教育・保育施設」という。）又は同

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

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（

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

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

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

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

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

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

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

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

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。

別の配慮）」に改め、同条第一項中「児童福祉法第二十四条第三項の

の規定により調整若しくは要請を行う」に改め、同条第二項を同条第

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

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

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

三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
２
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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

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

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

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

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

い。

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

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

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

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

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

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

子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第

とし、一の項の次に次のように加える。

市町村長

六十五号）による同法第十一条の子どものた

一の二

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

子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第

（住民基本台帳法の一部改正）

子家庭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
。

住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）の一部を

（住民基本台帳法の一部改正）
第三十五条
次のように改正する。
別表第二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

市町村長

とし、一の二の項の次に次のように加える。

一 の三

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

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

条の地域子ども・子育て支援事業の実施に関

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

する事務であつて総務省令で定めるもの

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」

する事務であつて総務省令で定めるもの

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」
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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

別表第三の七の二の項中「、第三項」を削る。

を削る。

別表第四中一の五の項を一の六の項とし、一の四の項を一の五の項

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

を削る。

とし、一の三の項を一の四の項とし、一の二の項の次に次のように加

子どものための教育・保育給付の支給又は同

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

市町村長

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

一の二

の実施に関する事務であつて総務省令で定め

るも の

子ども・子育て支援法による同法第十一条の

。

市 町 村長

える。

一の三

るもの

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

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」

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

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。

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）

（次世代育成支援対策推進法の一部改正）

別表第五第八号の二中「、第三項」を削る。

を削る。
別表第五第八号の二中「、第三項」を削る。

次世代育成支援対策推進法（平成十五年法律第百二十号）

（次世代育成支援対策推進法の一部改正）
第五十四条

第七条第二項中第三号を削り、第四号を第三号とし、同条第四項中

の一部を次のように改正する。

第七条第二項中第三号を削り、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

の一部を次のように改正する。

「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
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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く

、かつ、内閣総理大臣に協議するとともに」を加え、「、総務大臣」

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

したときは」を加える。

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

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

ときは」を加える。

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

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

を「総務大臣」に改める。

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。
第二十二条の見出しを「（主務大臣）」に改め、同条第一項及び第
二項中「国家公安委員会」を「内閣総理大臣、国家公安委員会」に改
め、同条第三項を削る。
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○

改

正

後

行

（傍 線部分 は改 正部分 ）

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

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

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。

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

２

る。

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

「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

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

第二条

（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）

現

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 ）【附 則第 十五条 関係 】

（削る）

（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、母子及び父子並びに寡婦福祉法（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（次項及び第三
項において「基本方針」という。）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

（略）

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）

２

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

５

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

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。

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

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

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。）

４

母子及び父子並びに寡婦福祉法第十一条第二項第三号に規定する自

（削る）

３
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する同号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

立促進計画（以下この項において「自立促進計画」という。）を策定

ものとしなければならない。

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

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

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

（母子福祉団体等の受注機会の増大への努力）

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。

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

（母子・父子福祉団体等の受注機会の増大への努力）
第 六条

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

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

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

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

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

のは、物品及び役務の調達に当たっては、母子及び父子並びに寡婦福

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

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

祉法第六条第六項に規定する母子・父子福祉団体その他母子家庭の母

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

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

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

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

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

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

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。

（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

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

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。

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

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

）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

父子家庭の父であるもの（以下この条において「母子・父子福祉団体

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

）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

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
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するように努めなければならない。

留意しつつ、優先的に母子・父子福祉団体等から物品及び役務を調達
い。

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
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○

改

（略）

後

（略 ）

四十三

都道府県

都道府県

現

行

（傍 線部分 は改 正部分 ）

母子及び寡婦福祉法による配偶者のない者で

であって主務省令で定めるもの

二十九号）による資金の貸付けに関する事務

母子及び寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百

（略）

別表第一（第九条関係）

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九

知事

正

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） 【附則 第十 六条関 係】

都道府県

年法律第百二十九号）による資金の貸付けに

別表第一（第九条関係）

（略）

四十三
知事

関する事務であって主務省令で定めるもの

四十四

現に児童を扶養しているもの又は寡婦につい

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者

知事又は市町村

都道 府県

のない者で現に児童を扶養しているもの又は

四 十四
知事又は市町村

（略）

で定めるもの

給付金の支給に関する事務であって主務省令

母子及び寡婦福祉法による母子家庭自立支援

令で定めるもの

ての便宜の供与に関する事務であって主務省

知事等

（略）

都道府県

長

って主務省令で定めるもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金
の支給に関する事務であって主務省令で定め
るもの

（ 略）

四十五

寡婦についての便宜の供与に関する事務であ

都道府県

長

四十五
知事等

（略）
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情 報提 供 者

特定個人情報

（略）

事

務

（略）

情報提供者

別表第二（第十九条、第二十一条関係）

情報照会者

（略）

務

（略）

（略）

（略 ）

よる保護の決

都道府県知事

生活保護法に （略）
道府県知

定及び実施又

都

事等

二十六

災害救助法による救

（ 略）

都道府県知事

生活保護法に （略）

事

別表第二（第十九条、第二十一条関係）

情 報照 会 者

（略）

都
よる保護の決

二十六
道府県知
定及び実施又

特定個人情報

（略）

（略）

災害救助法による救

助若しくは扶助金の

事等

は徴収金の徴

よる療育の給付若し

助若しくは扶助金の

務であって主

くは障害児入所給付

は 徴 収金 の 徴

よる療育の給付若し

務省令で定め

支給、児童福祉法に

務であって主

くは障害児入所給付

収に関する事

務 省令 で 定め

び 寡 婦福 祉法 に よる

費の支給又は母子及
び父子並びに寡婦福

資金の貸付けに関す

るもの

祉法による資金の貸

る情報であって主務

費の支給又は母子及

付けに関する情報で

省令で定めるもの
めるもの

生活保護関係情報、

生活保護関係情報、

あって主務省令で定

る もの

支給、児童福祉法に

都道府県知事

収に関する事

都道府県知事
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（略）

くは特別障害者手当

障害児福祉手当若し

に関する法律による

童扶養手当等の支給

よる給付金、特別児

並びに寡婦福祉法に

報又は母子及び父子

者手当若しくは昭和

当若しくは特別障害

に よる 障 害児 福 祉手

の支給に関する法律

特別児童扶養手当等

庭自立支援給付金、

福祉法による母子家

報又は母子及び寡婦

児童扶養手当関係情

若しくは昭和六十年

六十年法律第三十四

等

法律第三十四号附則

号附則第九十七条第

児童扶養手当関係情

第九十七条第一項の

一項の福祉手当の支

（略）

（略）

等

福祉手当の支給に関

（ 略）

（ 略）

（略）

（略 ）

（略）

（略）

（略）

る もの

って主務省令で定め

給に関する情報であ

（略）

生活保護関係情報、

（略）
よる生計困難

都 道府 県知 事

社会福祉法に （略）
福祉協議

者に対して無

（略）

務省令で定めるもの

する情報であって主

社会

会

三十

生活保護関係情報、

（ 略）

都道府県知事

社会福祉法に （略）
よる生計困難

社会

福祉協議

者に対して無

三十

会
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（略）

で資金を融通
並びに寡婦福祉法に

報又は母子及び父子

児童扶養手当関係情

施に関する事

する事業の実

で資金を融通

利子又は低利

支給に関する情報で

庭自立支援給付金の

福祉法による母子家

報又は母子及び寡婦

児童扶養手当関係情

する事業の実
よる給付金の支給に

務 で あっ て 主

あ って 主 務省 令で 定

等

施に関する事
関する情報であって

務省令で定め

等

務であって主
主務省令で定めるも

利子又は低利

務 省令 で定 め

めるもの

（略）

るもの

（略）

の

（略）

母子及び寡婦福祉法

る もの

（略）

都 道府 県知 事

による資金の貸付け

母子及び父子並びに
寡婦福祉法による資

に関する情報であっ

（略）

（略）

（略 ）

（略）

（略）

（略）

て主務省令で定める

（ 略）

（ 略）

地方税関係情報であ

情報であって主務省

（略）

市町村長

もの

（略）

母子及び寡婦

令で定めるもの

金の貸付けに関する

都道府県知事

（略）

都

って主務省令で定め

六十三

福祉法による

るもの

地方税関係情報であ

道府県知

償還未済額の

市町村長

って主務省令で定め

事

母子及び父子
並びに寡婦福

る もの

都

道府県知

祉法による償

六十三

事
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て主務省令で

る事務であっ

貸付けに関す

除又は資金の

還未済額の免

で定めるもの

って主務省令

する事務であ

の貸付けに関

免 除又 は資 金

生 活保 護 関係 情 報又

道府県知

福祉法による

母子及び寡婦

等

都道府県知事

情報であって主務省

は児童扶養手当関係

生活保護関係情報又

定めるもの

都道 府 県知 事
は児童扶養手当関係

配 偶者 のな い

都

母子及び父子
等

事又は市

令で定めるもの

六十四

並びに寡婦福

情報であって主務省

者で現に児童

都

道府県知
祉法による配

町村長

六十四

事又は市

令で定めるもの

地方税関係情報であ

偶者のない者

を扶養してい
るもの又は寡

市 町村 長

町村長
で現に児童を

地方税関係情報であ

って主務省令で定め

市町村長

婦についての

扶養している

って主務省令で定め

関する事務で

もの又は寡婦

宜の供与に関

あって主務省

るもの

す る事 務で あ

令で定めるも

便宜の供与に

っ て主 務省 令

の

地方税関係情報であ

って主務省令で定め

母子及び寡婦
福祉法による

るもの

市町村長

る もの

都

に つい て の便

六十五

道府県知

母子家庭自立

地方税関係情報であ

で定めるもの

市町村長

って主務省令で定め

事等

母子及び父子
並びに寡婦福

る もの

都

道府県知

祉法による給

六十五

事等
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（略）

都

児童扶養手当関係情

支給に関する

都道府県知事

児童扶養手当関係情

支援給付金の
都道府県知事

付金の支給に
関する事務で

報であって主務省令

で定めるもの

等
主務省令で定

事務であって

で定めるもの

め る もの

育訓練給付金の支給

に関する情報又は職

育 訓練 給 付金 の 支給

雇用保険法による教

に関する情報又は職

業訓練受講給付金関

雇用保険法による教

業訓練受講給付金関

災害救助法による救

（略）

（略）

係 情報 で あっ て主 務

（略）

係情報であって主務

等 支 援給 付等

都道府県知事

中国残留邦人 （略）

省令で定めるもの

（略）

（略）

道府県知

の支給に関す

八十七

省令で定めるもの

（略）

厚 生 労働 大臣

報であって主務省令

（略）

厚 生労 働 大臣

等

（略）

都

あって主務省
令で定めるも
の

（ 略）

中国 残 留邦 人 （ 略）
等支援給付等

八 十七
道 府県 知

事等

助若しくは扶助金の

災害救助法による救

る事務であっ

支給、児童福祉法に

都 道府 県 知事

助若しくは扶助金の

て主務省令で

の支給に関す
る事務であっ

支給、児童福祉法に

事等

て主務省令で

よる療育の給付若し

くは障害児入所給付

定 める も の
くは障害児入所給付

費の支給又は母子及

よる療育の給付若し

費の支給又は母子及

び寡婦福祉法による

定めるもの

び父子並びに寡婦福
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あって主務省令で定

付けに関する情報で

祉法による資金の貸

省令で定めるもの

る情報であって主務

資金の貸付けに関す

生活保護関係情報、

都道府県知事

生活保護関係情報、

め るも の

都 道府 県 知事

報又は母子及び寡婦

児童扶養手当関係情

報又は母子及び父子

福祉法による母子家

等

並びに寡婦福祉法に

庭自立支援給付金、

児童扶養手当関係情

よる給付金、特別児

当若しくは特別障害

特 別児 童扶 養 手当 等

くは特別障害者手当

者手当若しくは昭和

童扶養手当等の支給

若しくは昭和六十年

六十年法律第三十四

の支給に関する法律

法律第三十四号附則

号附則第九十七条第

に関する法律による

第九十七条第一項の

一項の福祉手当の支

による障害児福祉手

福祉手当の支給に関

給に関する情報であ

障害児福祉手当若し

する情報であって主

（略）

るも の

って主務省令で定め

（略）

務省令で定めるもの

（略）

等

（略）
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（略）

（ 略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）
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○

後

（住民基本台帳法の一部改正）

現

行

（ 傍線部 分は 改正部 分）

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

正

二十 八号 ）（抄 ）【 附則第 十七 条関係 】

改

（住民基本台帳法の一部改正）

住民基本台帳法の一部を次のように改正する。
（略）

第十九条

（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

住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

別表第一の七十三の項中「年金である給付に係る権利の裁定若しく

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」

第 十九 条

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

」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

（略）

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、

（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

」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

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

同表の七十三の項の次に次のように加える。

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

に次のように加える。

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
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母子及び寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百

（略）

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

（略）

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

（ 略）

五の七

二十九号）による同法第十七条又は第三十三

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九
年法律第百二十九号）による同法第十七条第

条第一項の便宜の供与に関する事務であつて

指定都市

母子及び寡婦福祉法による同法第十三条第一

であつて総務省令で定めるもの

母子家庭自立支援給付金の支給に関する事務

母子及び寡婦福祉法による同法第三十一条の

一項、第三十一条の七第一項又は第三十三条

市長又は

総務省令で定めるもの

五の九

理する町村長

福祉事務所を管

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

母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第
三十一条（同法第三十一条の十において準用
する場合を含む。）の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

母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第

しくは第六条第一項の資金の貸付けに関する

は第三十二条第一項又は附則第三条第一項若

事務のうち、同法第四十六条の規定により指

しくは第六条第一項の資金の貸付けに関する

場合を含む。）又は同法附則第三条第一項若

項（同法第三十二条第一項において準用する

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

又は中核市の長

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

十三条第一項、第三十一条の六第一項若しく

五の八

市町村長

法」に改め、同項の次に次のように加える。

市 長又 は

市 町 村長

法」に改め、同項の次に次のように加える。

（略）

五 の七

五の八
福祉事務所を管

指 定 都市

理する町村長

五の九
又は中核市の長

のに関する事務であつて総務省令で定めるも
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（略）

の

（ 略）

（略）

の

（略）

（略）

項（同法第三十二条第一項において準用する

母子及び寡婦福祉法による同法第十三条第一

（略）

（略）

七の六

（略）

母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第

知事

（略 ）

十三条第一項、第三十一条の六第一項若しく

都道府県

別表第三の七の項の次に次のように加える。

都 道府 県

別表第三の七の項の次に次のように加える。

（略）

七の六
知事

法第十七条若しくは第三十三条第一項の便宜

場合を含む。）若しくは同法附則第三条第一

法第十七条第一項、第三十一条の七第一項若

の供与又は同法第三十一条の母子家庭自立支

は第三十二条第一項若しくは附則第三条第一

しくは第三十三条第一項の便宜の供与又は同

援給付金の支給に関する事務であつて総務省

項若しくは第六条第一項の資金の貸付け、同

法第三十一条（同法第三十一条の十において

令で定めるもの

する事務であつて総務省令で定めるもの

（略）

準用する場合を含む。）の給付金の支給に関

項若しくは第六条第一項の資金の貸付け、同

（略）

（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

（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
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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、「

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、「

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

母子及び寡婦福祉法による同法第十七条又は

（略）

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

四の七

（略）

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 ）

母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第

第三十三条第一項の便宜の供与に関する事務

市町村長

。

市 町村 長

。

（略）

四の七
十七条第一項、第三十一条の七第一項又は第

母子及び寡婦福祉法による同法第三十一条の

であつて総務省令で定めるもの

市長又は

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

四の八

母子家庭自立支援給付金の支給に関する事務

母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第

福祉事務所を管

市長又は

三十一条（同法第三十一条の十において準用

四の八
福祉事務所を管

母子及び寡婦福祉法による同法第十三条第一

であつて総務省令で定めるもの

指定都市

理する町村長

事務であつて総務省令で定めるもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第

は第三十二条第一項又は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

場合を含む。）又は同法附則第三条第一項若

項（同法第三十二条第一項において準用する

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

又は中核市の長

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

十三条第一項、第三十一条の六第一項若しく

四の九

する場合を含む。）の給付金の支給に関する

指 定都 市

理する町村長

四の九
又 は中 核市 の 長

定都市又は中核市の長が行うこととされたも
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のに関する事務であつて総務省令で定めるも
の

のに関する事務であつて総務省令で定めるも

（略）

の

（略）

（略）

（ 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

（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

（略）

、「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

九の二

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

六号を加える。

（ 略）

九の三

六号を加える。
九の二

母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第十三条第一項

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

九の三

、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項若しくは附則

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

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
条第一項、第三十一条の七第一項若しくは第三十三条第一項の便

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

（ 略）

宜の供与又は同法第三十一条（同法第三十一条の十において準用

（略）

九の四～九の七

定めるもの

（略）

する場合を含む。）の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）
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○

改

正

後

２

（略）
（略）

現

（略）

行

（傍 線部分 は改 正部分 ）

福祉に欠ける母子及び寡婦の福祉の増進に関すること。

（略）

七十九～百十一

七十八

一～七十七

第四条

（所掌事務）

厚 生労働 省設 置法（ 平成 十一年 法律第 九十 七号） （抄 ）【附 則第 十八条 関係 】

（所掌事務）
（略）
（略）

（略）

福祉に欠ける母子及び父子並びに寡婦の福祉の増進に関する

（略）

七十九～百十一

こと。

七十八

一～七十七

第 四条

２
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