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参 照 条文

地方自 治法（昭 和二十二 年法律第 六十七号） （抄）

生活 困 窮 者自 立 支 援 法案
一
（督促、滞 納処分等 ）
（略）

（略 ）

２

普通 地方公共団 体の長は 、分担金 、加入金 、過料又は 法律で定め る使用料 その他の 普通地方 公共団体の歳 入につき 第一項の 規定によ る督促を 受

第二百 三十一条 の三
３

け た者が同項 の規定に より指定さ れた期限 までにそ の納付すべ き金額を 納付しない ときは、 当該歳入 並びに当該 歳入に係 る前項の手 数料及び 延滞

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

金につい て、地方 税の滞納処 分の例に より処分 することが できる。 この場合に おけるこ れらの徴 収金の先取 特権の順位 は、国税 及び地方 税に次ぐ
（略 ）

もの とする。
４～
（指定 都市の権能 ）
第二 百五十二 条の十九

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
一
民生委員 に関する事務

児童 福祉に関す る事務

がで きる。
二

身体障 害者の福 祉に関する 事務
生活 保護に関 する事務

三
四

行旅病人 及び行旅 死亡人の取 扱に関す る事務
社会福祉 事業に関す る事務

五
五の二

知的 障害者の 福祉に関す る事務

母子家 庭及び寡 婦の福祉 に関する 事務

五の 三
六

老人福祉 に関する 事務

母子保 健に関する 事務

六の二
七
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11

２

障害 者の自立 支援に関 する事務

介 護保険に 関する事務

八
食品衛生 に関する 事務

七 の二
九
結核の 予防に関 する事務

精神 保健及び 精神障害者 の福祉に 関する事 務

十一
土地 区画整理 事業に関 する事務

十
十二
屋外広告物 の規制に 関する事 務

政令で指 定する人 口三十万 以上の市（ 以下「中 核市」とい う。）は 、第二百 五十二条の 十九第一 項の規定に より指定 都市

十三
（略）
（中核市 の権能）
第二 百五十二条 の二十二

が処理す ることがで きる事務 のうち、 都道府県 がその区域 にわたり一 体的に処 理するこ とが中核 市が処理す ることに比 して効率 的な事務 その他の
２

職業安定 法（昭和二 十二年法律 第百四十 一号）（ 抄）

（略）

中核 市におい て処理する ことが適当 でない事 務以外の 事務で政 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 。

二

地方 公共団体 は、当該 地方公共 団体の区域内 における 福祉サー ビスの利 用者の支援 に関する施 策、企業 の立地の 促進を図 るための

（地 方公共団 体の行う 無料職業紹 介事業）
第三十三条の 四

施策 その他当該区 域内の住 民の福祉 の増進、 産業経済 の発展等に資 する施策 に関する 業務に附 帯する業務 として無料 の職業紹 介事業を 行う必要 が
②

地方財 政法（昭 和二十三年 法律第百 九号）（ 抄）

（略）

あ ると認め るときは、 厚生労働大 臣に届け 出て、当 該無料の 職業紹介事 業を行うこ とができ る。

三

地方公共団 体が法令 に基づい て実施し なければな らない事務 であつて 、国と地 方公共団 体相互の利 害に関係が ある事務 のうち、 その円滑 な

（ 国がその 全部又は 一部を負 担する法令に 基づいて 実施しな ければな らない事 務に要する経 費）
第十条

運 営を期する ためには 、なお、国 が進んで 経費を負 担する必要 がある次 に掲げるも のについ ては、国 が、その経 費の全部 又は一部を 負担する 。
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九

八

七

六

五

四

三

二

一

身体 障害者の 更生援護 に要する経 費

麻薬、 大麻及びあ へんの慢性 中毒者の 医療に要 する経費

精神保健及び 精神障害 者の福祉 に要する 経費

臨時の 予防接種 並びに予 防接種を 受けたことに よる疾病 、障害及 び死亡に ついて行 う給付に要す る経費

感染症の 予防に要 する経費

生活 保護に要 する経費

義務教育 諸学校の 建物の建築 に要する 経費

削除

義務教 育職員の 給与（退職 手当、退職 年金及び 退職一時 金並びに 旅費を除く 。）に要す る経費

知 的障害者の 援護に要 する経費

婦人相談 所に要す る経費

十一

後期高 齢者医療の 療養の給付 並びに入 院時食事 療養費、 入院時生活療 養費、保 険外併用 療養費、 療養費、 訪問看護療養 費、特別 療養費、 移

十
十二
十三

児童一 時保護所 、未熟児、 身体障害 児及び骨 関節結核そ の他の結 核にかかつ ている児 童の保護 、児童福祉 施設（地 方公共団体 の設置す る保

介 護保険の 介護給付 及び予防 給付並びに 財政安定化 基金への 繰入れに 要する経 費

送 費、高額 療養費及 び高額介護 合算療養費 の支給並 びに財政 安定化基 金への繰入 れに要する 経費
十四
十五

国民 健康保険 の療養の 給付並び に入院時食 事療養費、 入院時生 活療養費 、保険外 併用療養費、 療養費、 訪問看護 療養費、 特別療養 費、移送

児童手 当に要す る経費

育所を除 く。）並 びに里親に 要する経費
十六

費、高 額療養費及 び高額介 護合算療 養費の支 給並びに前 期高齢者納 付金及び 後期高齢 者支援金 並びに介護 納付金の納 付並びに 特定健康 診査及び
十七

重度障 害児に対 する障害児 福祉手当 及び特別障 害者に対 する特別 障害者手当 の支給に 要する経費

原 子爆弾の 被爆者に 対する介護 手当の支 給及び介護 手当に係 る事務の 処理に要す る経費

特 定保健指 導に要する 経費
十八

児 童扶養手当 に要する 経費
家 畜伝染病 予防に要 する経費

十九
二 十一

民有林の 森林計画 、保安林 の整備その 他森林の保 続培養に 要する経 費

職業能 力開発校及 び障害者職 業能力開 発校の施 設及び設 備に要する 経費

二十二

森林 病害虫等 の防除に要 する経費

二十

二 十三
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四

二十 八

二十七

二 十六

二十五

二 十四

武力 攻撃事態 等における 国民の保護 のための 措置及び 緊急対処 事態におけ る緊急対処 保護措置 に要する 経費並び にこれらに係 る損失の 補

消防庁長 官の指示に より出動 した緊急 消防援助隊 の活動に 要する経費

公営 住宅の家 賃の低廉化 に要する 経費

特別支援 学校への 就学奨励 に要する経 費

国 土交通大 臣が定める 特定計画又 は国土調 査事業十 箇年計画 に基づく地 籍調査に要 する経費

償若しくは 実費の弁 償、損害の 補償又は 損失の補て んに要す る経費並 びに国の機 関と共同 して行う国 民の保護 のための 措置及び緊 急対処保 護措

新 型インフ ルエンザ 等緊急事態 における 臨時の医療 施設にお ける医療 の提供並び に埋葬及 び火葬に要 する経費 並びに新 型インフル エンザ等

公 立高等学校 に係る授業 料の不徴 収及び高 等学校等 就学支援金 の支給に要 する経費

置につ いての訓練 に要する 経費
二 十九
三十

対策 に係る損失 の補償若 しくは実 費の弁償 又は損害の 補償に要す る経費
生 活保護法 （昭和二 十五年法律第 百四十四 号）（抄 ）

この 法律におい て「被保護 者」とは 、現に保 護を受け ている者を いう。

（用語の 定義）
第六 条
（ 略）

社会福祉 法（昭和 二十六年 法律第四 十五号） （抄）

２～５
五
（ 定義）
（ 略）

（略）

第二条
２

生計困難 者に対して 、その住居 で衣食そ の他日常 の生活必 需品若しく はこれに要 する金銭 を与え、 又は生活 に関する相談 に応ずる 事業

次に掲 げる事業 を第二種社 会福祉事 業とする 。
一

児童福 祉法に規 定する障 害児通所支援 事業、障 害児相談 支援事業 、児童自 立生活援助事 業、放課 後児童健 全育成事 業、子育て 短期支援事 業、

３
二

乳児家庭 全戸訪問 事業、養 育支援訪 問事業、地 域子育て支 援拠点事 業、一時 預かり事 業、小規模 住居型児童 養育事業 、小規模 保育事業 、病児保

育 事業又は子 育て援助活 動支援事 業、同法 に規定す る助産施設 、保育所、 児童厚生 施設又は 児童家庭 支援センタ ーを経営す る事業及 び児童の 福
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４

祉 の増進に ついて相 談に応ずる 事業

就学前の 子どもに 関する教 育、保育等 の総合的な 提供の推 進に関す る法律（ 平成十八年 法律第七十 七号）に 規定する 幼保連携 型認定こど

老人福 祉法に規 定する老 人居宅介 護等事業、老 人デイサ ービス事 業、老人 短期入所 事業、小規模 多機能型 居宅介護 事業、認 知症対応型 老人共

る母子 福祉施設 を経営す る事業

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

も 園を経営す る事業

二の二
三
四

同生活 援助事業又 は複合型 サービス 福祉事業 及び同法に 規定する老 人デイサ ービスセ ンター、 老人短期入 所施設、老 人福祉セ ンター又 は老人介

障害者の 日常生活 及び社会生 活を総合 的に支援す るための 法律に規 定する障害 福祉サー ビス事業、 一般相談 支援事業 、特定相談 支援事業

護 支援セン ターを経営 する事業
四の二

又は 移動支援事 業及び同 法に規定 する地域 活動支援セ ンター又は 福祉ホー ムを経営 する事業

身体 障害者福祉 法（昭和 二十四年 法律第二 百八十三号 ）に規定す る身体障 害者生活 訓練等事 業、手話通 訳事業又は 介助犬訓 練事業若 しくは聴

七

六

生計 困難者の ために、無 料又は低 額な料金 で、簡易住 宅を貸し 付け、又は 宿泊所そ の他の施 設を利用さ せる事業

削除

知的 障害者福 祉法（昭 和三十五 年法律第三 十七号）に 規定する 知的障害 者の更生 相談に応ず る事業

五

導犬訓 練事業、 同法に規 定する身体 障害者福 祉センター 、補装具 製作施設、 盲導犬訓 練施設又 は視聴覚障 害者情報 提供施設を 経営する 事業及び

八

生計困難 者のため に、無料又 は低額な料 金で診療 を行う事 業

身 体障害者 の更生相 談に応ずる 事業

九

生計困 難者に対 して、無 料又は低 額な費用で 介護保険法 （平成九 年法律第 百二十三 号）に規定す る介護老 人保健施 設を利用 させる事 業

隣保事業（ 隣保館等 の施設を 設け、無 料又は低 額な料金でこ れを利用 させるこ とその他 その近隣地 域における 住民の生 活の改善 及び向上 を

十
十一

福 祉サービ ス利用援 助事業（精 神上の理 由により日 常生活を 営むのに 支障がある 者に対し て、無料又 は低額な 料金で、 福祉サービ ス（前項

図 るための 各種の事業 を行うもの をいう。 ）
十二

各号 及び前各号 の事業に おいて提 供される ものに限る 。以下この 号におい て同じ。 ）の利用 に関し相談 に応じ、及 び助言を 行い、並 びに福祉 サ

ービスの 提供を受け るために必 要な手続 又は福祉 サービス の利用に要 する費用の 支払に関 する便宜 を供与す ることその 他の福祉サ ービスの 適切
前項 各号及び 前各号の 事業に関する 連絡又は 助成を行 う事業

な利用 のための 一連の援 助を一体的 に行う事 業をいう。 ）
十三

（略 ）
（ 設置）
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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。

都道 府県及び市 は、その 区域（都 道府県に あつては、 市及び福祉 に関する 事務所を 設ける町 村の区域を 除く。）を いずれか の福祉に 関する事 務

第十 四条
２

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。

所 の所管区域 としなけ ればならな い。
３

町 村は、必 要がある 場合には、 地方自治法 の規定に より一部 事務組合 又は広域連 合を設けて 、前項の 事務所を 設置する ことができ る。この場 合

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

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。

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

には、当該 一部事務 組合又は 広域連合 内の町村の区 域をもつ て、事務 所の所管 区域とす る。

４
５
６

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
町 村の福祉 に関する 事務所の設置 又は廃止 の時期は 、会計年 度の始期又 は終期でな ければな らない。

ものを除 く。）をつ かさどる ところと する。
７

町村は、 福祉に関 する事務 所を設置し 、又は廃止 するには 、あらか じめ、都 道府県知事 に協議しな ければな らない。

福 祉に関する 事務所には 、長及び 少なくと も次の所 員を置かな ければなら ない。た だし、所 の長が、 その職務の 遂行に支障 がない場 合に

８
（組織）
第十 五条
指導監督 を行う所 員

おいて、 自ら現業 事務の指導 監督を行 うときは 、第一号の 所員を置 くことを要 しない。
一
現業を 行う所員

所の長は 、都道府 県知事又は 市町村長（ 特別区の 区長を含 む。以下 同じ。）の 指揮監督を 受けて、 所務を掌 理する。

二
２

指導監 督を行う 所員は、 所の長の 指揮監督を 受けて、現 業事務の 指導監督 をつかさ どる。

事務を行う所 員

３

現業を行う 所員は、 所の長の指 揮監督を 受けて、 援護、育成 又は更生 の措置を要 する者等 の家庭を 訪問し、又 は訪問し ないで、こ れらの者 に面

三

４
５

第一項第 一号及び 第二号の 所員は、社 会福祉主事 でなけれ ばならな い。

事 務を行う 所員は、 所の長の指揮 監督を受 けて、所 の庶務を つかさど る。

接し、本 人の資産、 環境等を 調査し、 保護その 他の措置の 必要の有無 及びその 種類を判 断し、本 人に対し生 活指導を行 う等の事 務をつか さどる。
６

所 員の定数は 、条例で定 める。た だし、現 業を行う 所員の数は 、各事務所 につき、 それぞれ 次の各号 に掲げる数 を標準とし て定める もの

（所員の 定数）
第十 六条
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町村の 設置する 事務所に あつては 、被保護世帯 の数が百 六十以下 であると きは、二 とし、被保護 世帯数が 八十を増 すごとに 、これに一 を加え

た数

市の 設置する 事務所にあ つては、 被保護世 帯の数が二 百四十以 下であると きは、三 とし、被 保護世帯数 が八十を 増すごとに 、これに 一を加え

き は、六とし 、被保護世 帯の数が 六十五を 増すごと に、これに 一を加えた 数

都道 府県の設 置する事 務所にあ つては、生 活保護法の 適用を受 ける被保 護世帯（ 以下「被保 護世帯」と いう。） の数が三 百九十以 下であると

と する。
一
二
三
た数
（ 服務）

第十五条 第一項第 一号及び 第二号の所 員は、それ ぞれ同条 第三項又 は第四項 に規定する 職務にのみ 従事しな ければな らない。 ただし、そ

の職 務の遂行 に支障が ない場合に 、これら の所員が、 他の社会 福祉又は 保健医療に 関する事 務を行うこ とを妨げ ない。
社 会福祉施 設職員等 退職手当共済 法（昭和 三十六年 法律第百 五十五号） （抄）
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第十七条

六
（定義）
（略 ）

その他政 令で定め る社会福祉 事業

移動支援 事業

宅 介護、重 度訪問介護 、同行援護 、行動援 護、療養 介護、生 活介護、自 立訓練、就 労移行支 援、就労 継続支援 又は共同生 活援助を行 う事業及 び

障害者の日常 生活及び 社会生活 を総合的 に支援す るための法律 第七十九 条第二項 の規定に よる届出が なされた障 害福祉サ ービス事 業のうち 居

れた児童自 立生活援 助事業及び 小規模住 居型児童 養育事業

児童福祉 法第三十 四条の三第 二項の規定 による届 出がなさ れた障害 児通所支援 事業並びに 同法第三 十四条の 四第一項 の規定によ る届出がな さ

この法 律におい て「特定 社会福祉事 業」とは 、次に掲げ る事業を いう。

第二 条
２
一
二

三
（ 略）

社会保険 労務士法 （昭和四 十三年法律 第八十九号 ）（抄）
（ 社会保険労 務士の業 務）

３～
七

13

第二 条
一

社会 保険労務 士は、次 の各号に掲 げる事務を 行うこと を業とす る。

別表 第一に掲 げる労働 及び社会 保険に関す る法令（以 下「労働 社会保険 諸法令」 という。） に基づいて 申請書等 （行政機 関等に提 出する申請

書 、届出書、 報告書、審 査請求書 、異議申 立書、再 審査請求書 その他の書 類（その 作成に代 えて電磁 的記録（電 子的方式、 磁気的方 式その他 人

の知覚に よつては 認識できな い方式で作 られる記 録であつ て、電子 計算機によ る情報処理 の用に供 されるも のをいう 。以下同じ。 ）を作成 する
（略）

場合に おける当 該電磁的 記録を含 む。）をい う。以下同 じ。）を 作成する こと。
（略）

一の二～三
２～４

五

四

三

二

一

独立 行政法人 労働者健 康福祉機 構法（平成 十四年法律 第百七十 一号）

労働保 険審査官 及び労働 保険審査会法 （昭和三 十一年法 律第百二 十六号）

雇用保険 法（昭和四 十九年法律 第百十六 号）

職業 安定法（昭 和二十二 年法律第 百四十一 号）

労働者災 害補償保 険法（昭和 二十二年 法律第五十 号）

労働 基準法（ 昭和二十 二年法律第 四十九号 ）

別表 第一（第 二条関係 ）

六

国際協定の 締結等に 伴う漁業 離職者に 関する臨 時措置法（昭 和五十二 年法律第 九十四号 ）

職業能力 開発促進 法（昭和四 十四年法 律第六十 四号）

十一

じん 肺法（昭和 三十五年法 律第三十 号）

七

十二

障 害者の雇 用の促進 等に関する 法律（昭 和三十五年 法律第百 二十三号 ）

駐留 軍関係離 職者等臨時 措置法（ 昭和三十 三年法律第 百五十八 号。第十条 の二の規 定に限る 。）

十三
削除

八

十四

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 。第二十五 条の規定に 限る。）

最低賃金 法（昭和 三十四年法 律第百三十 七号）

十五

労働災 害防止団体 法（昭和三 十九年法 律第百十 八号）

九

十六

港湾 労働法（ 昭和六十 三年法律第四 十七号）

中小企 業退職金 共済法（ 昭和三十 四年法律第 百六十号）

十七

雇 用対策法 （昭和四 十一年法 律第百三十 二号）

十

十八

炭鉱災 害による 一酸化炭素 中毒症に 関する特 別措置法（ 昭和四十 二年法律第 九十二号 ）

じん

十九
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二 十の八

二十 の七

二十の六

二十 の五

二十の四

二 十の三

二十の二

賃金の 支払の確 保等に関す る法律（ 昭和五十一 年法律第 三十四号 ）

建設労働者 の雇用の改 善等に関 する法律 （昭和五 十一年法律 第三十三号 ）

作業環 境測定法 （昭和五 十年法律 第二十八号 ）

労働安全 衛生法（ 昭和四十 七年法律第五 十七号）

沖 縄振興特 別措置法（ 平成十四年 法律第十 四号。第 七十八条 の規定に限 る。）

高年齢 者等の雇用 の安定等 に関する 法律（昭和 四十六年 法律第六十 八号）

勤 労者財産 形成促進法 （昭和四 十六年法 律第九十二 号）

家内労 働法（昭 和四十五 年法律第六 十号）

労働 保険の保 険料の徴収 等に関する 法律

二十の九

本 州四国連 絡橋の建設 に伴う一 般旅客定期 航路事業 等に関す る特別措置 法（昭和 五十六年法 律第七十 二号。第 十六条（第 十八条の 規定

二十

二十 の十

二 十の十二

二十 の十一

中小 企業にお ける労働 力の確保及 び良好な雇 用の機会 の創出の ための雇 用管理の改 善の促進に 関する法 律（平成 三年法律 第五十七号

地域雇 用開発促 進法（昭和六 十二年法 律第二十 三号）

労働者派遣 事業の適正 な運営の 確保及び 派遣労働 者の保護等に 関する法 律（昭和 六十年法 律第八十 八号）

により読 み替える場 合を含む。 ）及び第 二十条の 規定に限 る。）

二十の十 三

二 十の十八

二十 の十七

二十の十六

二十 の十五

二十の十 四

雇用 の分野に おける男女 の均等な 機会及び待 遇の確保 等に関す る法律

林業労働 力の確保の 促進に関 する法律 （平成八 年法律第四 十五号。第 十三条の 規定に限 る。）

育児 休業、介 護休業等 育児又は 家族介護 を行う労働者 の福祉に 関する法 律

短時間 労働者の 雇用管理 の改善等に 関する法律

労働時間 等の設定の 改善に関す る特別措 置法（平 成四年法 律第九十号 ）

介護 労働者の雇 用管理の 改善等に 関する法律 （平成四 年法律第六 十三号）

）

二十の十 九

石綿 による健 康被害の 救済に関 する法律（ 平成十八年 法律第四 号。第三 十八条及 び第五十九 条の規定に 限る。）

個別労働 関係紛争の 解決の促 進に関する 法律

二十の二 十一

次世代育 成支援対策 推進法（ 平成十五 年法律第 百二十号）

二十 の二十
二十 の二十二

健康保険 法

職業 訓練の実 施等による特 定求職者 の就職の 支援に関 する法律 （平成二十三 年法律第 四十七号 ）

二十一

船員 保険法

二 十の二十 三
二 十二
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八

二 十三
厚生年金 保険法

社 会保険審 査官及び社 会保険審査 会法（昭 和二十八 年法律第 二百六号）

国民年金 法

国 民健康保 険法

二十四
二 十五
二十六

年金生活 者支援給付 金の支給に 関する法 律（平成 二十四年 法律第百二 号）

独 立行政法 人福祉医 療機構法 （平成十四年 法律第百 六十六号 。第十二 条第一項 第十二号及び 第十三号 並びに附 則第五条 の二の規定 に限る。

二十 六の二
二十七
石 炭鉱業年金 基金法（昭 和四十二 年法律第 百三十五 号）

）
二 十八

平成二十 二年度等に おける子 ども手当の 支給に関 する法律 （平成二十 二年法律 第十九号）

児童手当 法（昭和 四十六年法 律第七十 三号）

二十 九の二

平成二 十三年度 における 子ども手 当の支給等 に関する特 別措置法 （平成二 十三年法 律第百七号 ）

二十九
二十九の 三
三 十一
前各号に 掲げる法 律に基づ く命令

介 護保険法

高齢者 の医療の確 保に関する 法律

三十二

行政 不服審査 法（前各号 に掲げる 法令に係 る不服申立 ての場合 に限る。）

三十

三 十三

則

子 ども・子 育て支援 法（平成二 十四年法 律第六十五 号）（抄 ）
附

こ の法律は 、社会保 障の安定 財源の確保 等を図る税 制の抜本 的な改革 を行うた めの消費税 法の一部を 改正する 等の法律 （平成二 十四年法律

（ 施行期日 ）
第一条

第六 十八号） 附則第一 条第二号に 掲げる規 定の施行の 日の属す る年の翌 年の四月一 日までの 間において 政令で定 める日か ら施行する 。ただし 、次

附則第二 条第四項、 第十二条（ 第三十一 条の規定 による第 二十七条第 一項の確認 の手続（ 第七十七 条第一項 の審議会その 他の合議 制の機関 （

の各号に 掲げる規定 は、当該 各号に定 める日か ら施行する 。
一

以 下この号 及び次号 において「 市町村合議 制機関」 という。 ）の意見 を聴く部分 に限る。） 、第四十 三条の規 定による 第二十九条 第一項の確 認

の手続（ 市町村合 議制機関 の意見を 聴く部分に 限る。）、 第六十一 条の規定 による市 町村子ども ・子育て支 援事業計 画の策定 の準備（ 市町村合

議 制機関の意 見を聴く部 分に限る 。）及び 第六十二 条の規定に よる都道府 県子ども ・子育て 支援事業 支援計画の 策定の準備 （第七十 七条第四 項
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九

二

三
四

公布 の日

の 審議会そ の他の合 議制の機関 （次号にお いて「都 道府県合 議制機関 」という。 ）の意見を 聴く部分 に限る。 ）に係る 部分を除く 。）及び第 十
三条の規 定

第七章の 規定並び に附則第四 条、第十 一条及び 第十二条（ 第三十一 条の規定に よる第二 十七条第 一項の確認 の手続（ 市町村合議 制機関の 意見

を聴く部 分に限る 。）、第四 十三条の規 定による 第二十九 条第一項 の確認の手 続（市町村 合議制機 関の意見 を聴く部 分に限る。） 、第六十 一条

の規定 による市 町村子ど も・子育 て支援事業 計画の策定 の準備（ 市町村合 議制機関 の意見を聴 く部分に限 る。）及 び第六十 二条の規定 による都

平 成二

社会保障 の安定財 源の確保 等を図る 税制の抜本 的な改革を 行うため の消費税 法の一部 を改正する 等の法律の 施行の日 の属

道府県子ど も・子育 て支援事業 支援計画 の策定の準 備（都道 府県合議 制機関の意 見を聴く 部分に限る 。）に係 る部分に 限る。）の 規定
十五年 四月一日
附則第 十条の規定

この 法律の施 行の日（以 下「施行 日」という 。）前の 政令で定 める日

する年の 翌年の四 月一日ま での間にお いて政令で 定める日
附則第七 条ただし 書及び附則 第八条た だし書の規 定

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）

地 方財政法 （昭和二 十三年法律 第百九号 ）の一部を 次のよう に改正す る。

（ 地方財政法 の一部改 正）
第十条

則

子 どものた めの教育・ 保育給付 に要する 経費（地方 公共団体 の設置する 教育・保 育施設に係 るものを 除く。）

第十条 第十四号 中「保育 所」の下 に「及び幼 保連携型認 定こども 園」を加 え、同条 に次の一号 を加える。
三十一
附
一
第六十七 条の規定

第二 十五条及 び第七十 三条の規定

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（

この 法律の公布の 日又は独 立行政法 人通則法 の一部を 改正する法律 の施行に 伴う関係 法律の整 備に関する 法律の公布 の日

公布の 日から起 算して二 年六月を超 えない範囲 内におい て政令で 定める日

公布の 日から起 算して二 年を超え ない範囲内 において政 令で定め る日

こ の法律は 、子ども・ 子育て支援 法の施行 の日から 施行する 。ただし、 次の各号に 掲げる規 定は、当 該各号に 定める日か ら施行する 。
二

第十 三条中教育 職員免許 法附則に 一項を加 える改正規 定

公布の 日

三

第六十八 条及び第七 十条の規定

平成二十 五年四月 一日

四

第六十 六条の規 定
第三十五 条の規定

のいずれ か遅い日

五
六
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十
）

平 成二十四 年法律第

則

号） 附則第三号 に掲げる 規定の施 行の日又 は施行日の いずれか遅 い日

社会保障 の安定財源 の確保等を 図る税制 の抜本的 な改革を 行うための 消費税法の 一部を改 正する等 の法律（ 平成二十四 年法律第六 十八号） （抄

附
（施 行期日）

公 布の日

この 法律は、 平成二十六 年四月一日 から施行 する。た だし、次 の各号に掲 げる規定は 、当該各 号に定め る日から 施行する。
第一 条及び第 七条の規 定並びに附 則第十八 条、第二十 条及び第 二十一条 の規定

第一 条
一

平 成二十七 年十月一日

第三条の 規定並び に附則第十 五条及び 第十六条の 規定

号）（ 抄）

生活保護法 （昭和二 十五年法 律第百四 十四号）の 一部を次の ように改 正する。

生活保護 法の一部 を改正する法 律（平成 二十五年 法律第

二
十一
第一条
（ 略）

第二十九 条の見出 しを「（資 料の提供等 ）」に改 め、同条 中「又は 実施」を「 若しくは実 施又は第 七十七条 若しくは 第七十八条 の規定の施 行」

に、 「必要が ある」を 「必要があ ると認める 」に、「 要保護者 又はその 扶養義務者 の資産及び 収入の状 況」を「 次の各号 に掲げる者 の当該各号 に

定める事項 」に、「 に調査を 嘱託し」 を「、日本 年金機構若 しくは国 民年金法 （昭和三 十四年法律第 百四十一 号）第三 条第二項 に規定す る共済組

合等 （次項におい て「共済 組合等」 という。 ）に対し 、必要な書類 の閲覧若 しくは資 料の提供 を求め」に 、「要保護 者若しく はその扶 養義務者 」
要保 護者又は 被保護者 であつた者

氏名及び 住所又は 居所、資 産及び収 入の状況、 健康状態、 他の保護 の実施機 関におけ る保護の決 定及び

実施 の状況その 他政令で 定める事 項（被保 護者であつ た者にあつ ては、氏 名及び住 所又は居 所、健康状 態並びに他 の保護の 実施機関 における

氏名及び 住所又は居 所、資産 及び収入 の状況その 他政令で 定める事項 （被保護 者であつた 者の扶養 義務者に

保護の決 定及び実施 の状況を除 き、保護 を受けて いた期間 における事 項に限る。 ）
前 号に掲げ る者の扶 養義務者

あつ ては、氏 名及び住 所又は居 所を除き、 当該被保護 者であつ た者が保 護を受け ていた期間 における事 項に限る 。）

別表第一 の上欄に 掲げる官公 署の長、 日本年金 機構又は共 済組合等 は、それぞ れ同表の 下欄に掲 げる情報に つき、保 護の実施機 関又は福 祉事

第二十九 条に次の 一項を加 える。

二

一

を 「次の各 号に掲げる 者」に改め 、同条に 次の各号 を加える 。

２
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務 所長から 前項の規 定による求 めがあつた ときは、 速やかに 、当該情 報を記載し 、若しくは 記録した 書類を閲 覧させ、 又は資料の 提供を行う も
のと す る 。
（略）

別表中「 第八十四 条の四関係 」を「第八 十四条の 五関係」 に改め、 同表都道府 県、市及び 福祉事務 所を設置 する町村 の項中「（同 条第五項 にお

いて 準用する 場合を含 む。）」を 「及び第三 項（これ らの規定 を同条第 九項におい て準用する 場合を含 む。）並 びに第八 項」に、「第 二十八条 第

一項及び第 四項」を 「第二十 八条第一 項、第二項及 び第五項 」に、「 第五十五 条」を「 第五十五条の 二」に、 「第六十 一条」を 「第五十五 条の四

、第 五十五条の五 、第六十 一条」に 改め、「 第七十七条 第二項」の 下に「、 第七十八 条の二第 一項及び第 二項」を加 え、同表 都道府県 の項中「 及

び 第二項」 の下に「、 第二十九条 第二項」 を加え、 「（第五 十五条にお いて準用す る場合を 含む。） 」を「、 第四十九条 の二第四項 （第四十 九条

の三第四 項及び第 五十四条 の二第四項 において 準用する場 合を含む 。）及び 第五十五条 第二項に おいて準用 する第四 十九条の 二第一項、 第四十九

条の 三第一項 」に、「 、第五十一 条第二項 並びに」を 「及び第 五十一条 第二項（こ れらの規 定を第五十 四条の二 第四項及 び第五十五 条第二項 にお

いて準用 する場合を 含む。） 、」に、 「第五十 四条の二第 四項及び第 五十五条 において これらの 規定を」を 「これらの 規定を第 五十四条 の二第四

項及 び第五十 五条の二に おいて」に 、「第五 十四条の 二第四項 において」を 「第五十 四条の二 第四項及 び第五十 五条第二項に おいて」 に、「第 五

十 五条の二 」を「第 五十五条 第一項、第五 十五条の 三」に改 め、「第 七十八条」 の下に「、 第八十三 条の二」 を加え、 同表市町村 の項中「第 四十

三条第二 項」を「 第二十九 条第二項 、第四十三 条第二項」 に改め、 同表福祉 事務所を 設置しない 町村の項中 「第二十 四条第六 項」を「 第二十四条

一

戦傷 病者戦没者 遺族等援護 法（昭和 二十七年 法律第百 二十七号） による援護 に関する 情報

労働者災害 補償保険 法（昭和 二十二年 法律第五十 号）による 給付の支 給に関す る情報

次に 掲げる情報 であつて 厚生労働 省令で定 めるもの

支給に 関する情報 であつて厚 生労働省 令で定め るもの

恩給法 （大正十 二年法律第四 十八号。 他の法律 において 準用する場 合を含む。 ）による 年金であ る給付の

第 十項」に改 め、同表 を別表第三 とし、同 表の前に 次の二表を 加える。

厚生 労働大臣

総務大臣 又は都道 府県知事

別表第一 （第二十 九条関係）
一

二

二

未 帰還者留 守家族等 援護法（昭和 二十八年 法律第百 六十一号 ）による 留守家族手当 の支給に 関する情

戦傷 病者特別 援護法（昭 和三十八 年法律第 百六十八号 ）による 療養手当の 支給に関 する情報

三
四

雇用保険 法（昭和四 十九年法 律第百十 六号）によ る給付の 支給に関す る情報

報
五
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三

四

市 町村長

国土交通 大臣

六
七
八

石綿によ る健康被 害の救済 に関する法 律（平成十 八年法律 第四号） による特 別遺族給付 金の支給に 関
する情 報

職業訓練 の実施等に よる特定 求職者の 就職の支援 に関する 法律（平成 二十三年 法律第四 十七号）に よ
る職業 訓練受講給 付金の支給 に関する 情報
公 共職業安 定所が行 う職業紹 介又は職業指 導に関す る情報

予防接種 法（昭和 二十三年法 律第六十 八号）によ る障害児 養育年金 、障害年金 又は遺族 年金の支給 に

次に 掲げる情 報であつ て厚生労働 省令で定 めるもの
一
関する 情報

児童手当法 （昭和四 十六年法 律第七十 三号）によ る児童手当 又は同法 附則第二 条第一項 に規定する 特

健 康増進法 （平成十 四年法律第百 三号）に よる健康 増進事業 の実施に関 する情報

二
三

戸籍又は 除かれた 戸籍に記 載した事項 に関する情 報

例給付の 支給に関す る情報
四

本州 四国連絡 橋の建設に 伴う一般 旅客定期 航路事業等 に関する 特別措置法 （昭和五 十六年法 律第七十

に 関する情 報

船 員の雇用 の促進に 関する特別措 置法（昭 和五十二 年法律第 九十六号 ）による就職 促進給付 金の支給

金の支給 に関する情 報

国際協定の 締結等に 伴う漁業 離職者に 関する臨時 措置法（昭 和五十二 年法律第 九十四号 ）による給 付

付金の 支給に関 する情報

漁業経営 の改善及 び再建整備 に関する 特別措置法 （昭和五 十一年法 律第四十三 号）によ る職業転換 給

けた 自動車に関 する情報

道路運送 車両法（ 昭和二十 六年法律 第百八十 五号）第四条 に規定す る自動車 登録ファ イルに登録 を受

う船 員職業紹 介、職業 指導又は部 員職業補導 に関する 情報

船員 職業安定 法（昭和二 十三年法律 第百三十 号）によ る地方運 輸局長（運 輸監理部長 を含む。 ）が行

次に掲げ る情報で あつて厚生 労働省令で 定めるも の
一
二
三
四
五
六

二 号）による 給付金の 支給に関 する情報
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五

六

七

八

税務 署長

都道府県知 事、市長 又は福
祉事務所を 管理する 町村長

都道府県 知事又は 市町村長

厚生 労働大臣 若しくは 日本
年金 機構又は 日本私立学 校振

所 得税法（昭 和四十年法 律第三十 三号）第 百四十九 条の規定に より青色申 告書に添 付すべき 書類（事

知書に関す る情報

第十 九条第三 項に規定 する修正申 告書又は同 法第二十 八条第一 項に規定 する更正通 知書若しく は決定通

告書に 係る国税通 則法（昭和 三十七年 法律第六 十六号） 第十八条第 二項に規定 する期限 後申告書 、同法

相続税法 （昭和二十 五年法律 第七十三 号）第二十 七条から 第二十九条 までに規 定する申 告書、当該 申

次に 掲げる情 報であつて 厚生労働 省令で定 めるもの
一

二

業 所得の金 額の計算に 関する明 細書に限 る。）に関 する情報

一

児 童扶養手 当法（昭 和三十六年法 律第二百 三十八号 ）による 児童扶養手 当の支給に 関する情 報

こ の法律に よる保護の 決定及び実 施又は就 労自立給 付金の支 給に関する 情報

次に掲げ る情報であ つて厚生労 働省令で 定めるも の
二

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

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 則第九十 七条第一項の 福祉手当

は特別 障害者手当 の支給に関 する情報

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）に よる障害 児福祉手当 又

る情報

三
四
五

の支給に関 する情報

職業 能力開発促 進法（昭和 四十四年 法律第六 十四号） による求職 者に対する 職業訓練 の実施に 関する

り算 定した税 額又はそ の算定の 基礎となる 事項に関す る情報

地方 税法（昭 和二十五年 法律第二 百二十六号 ）その他 の地方税 に関する法 律に基づ く条例の規 定によ

次に掲げ る情報で あつて厚生 労働省令 で定めるも の
一
二

情報

私立 学校教職員 共済法（昭 和二十八 年法律第 二百四十 五号）によ る年金であ る給付の 支給に関 する情

次に 掲げる情 報であつて 厚生労働 省令で定 めるもの
一
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九

十

共済組合 連合会、地 方公務員
三

二

国 民年金法 による年 金である給 付の支給に 関する情 報

国家 公務員共済 組合法（昭 和三十三 年法律第 百二十八 号）による 年金である 給付の支 給に関す る情報

厚生年金保 険法（昭 和二十九 年法律第 百十五号） による年金 である保 険給付の 支給に関 する情報

報

共済 組合若し くは全国市 町村
四

興・ 共済事業 団、国家 公務員

職員共済組 合連合会

地 方公務員 等共済組 合法（昭 和三十七年法 律第百五 十二号） による年 金である 給付の支給に 関する情
報

特 定障害者に 対する特別 障害給付 金の支給 に関する 法律（平成 十六年法律 第百六十 六号）に よる特別

五
六
障 害給付金 の支給に関 する情報

一

国家公務 員共済組 合法によ る短期給付 の支給に関 する情報

私 立学校教 職員共済法 による短期 給付の支 給に関す る情報

次に掲げ る情報であ つて厚生労 働省令で 定めるも の

業団、国家 公務員共 済組合又
二

日本私立学 校振興・ 共済事
は地方 公務員共 済組合

地方公務 員等共済 組合法に よる短期給 付の支給に 関する情 報

国 民健康保 険法（昭 和三十三年 法律第百九 十二号） による傷 病手当金 の支給又は 健康教育、 健康相談

、健康診査 その他の 被保険者 の健康の 保持増進の ために必要 な事業の 実施に関 する情報

高 齢者の医療 の確保に関 する法律 による特 定健康診 査若しくは 特定保健指 導の実施 、傷病手 当金の支

給 又は健康 教育、健 康相談、健 康診査そ の他の被保 険者の健 康の保持増 進のため に必要な 事業の実施 に
関 する情報

一

雇 用対策法 （昭和四 十一年法律第 百三十二 号）によ る職業転 換給付金 の支給に関す る情報

特 別児童扶 養手当等の 支給に関す る法律に よる特別 児童扶養 手当の支給 に関する情 報

公害 健康被害 の補償等に 関する法 律（昭和 四十八年法 律第百十 一号）によ る補償給 付（障害 補償費、遺 族

二

次に掲げ る情報であ つて厚生労 働省令で 定めるも の

二

一

次に掲げ る情報で あつて厚生 労働省令で 定めるも の

三
市町村長 又は高齢者 の医療
の確保に関 する法律 （昭和五
十七年 法律第八 十号）第 四十
八条に規定す る後期高 齢者医

厚生労働 大臣又は 都道府

療広域 連合

十一

都 道府県知 事

県知事

十二

補償 費又は児 童補償手当 に限る。 ）の支給 に関する情 報であつ て厚生労働 省令で定 めるもの
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十三

都 道府県知 事又は広 島市

総務大臣

長若 しくは長 崎市長
十四

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 よる手当 等の支給 に関する情 報
であつて 厚生労働省 令で定める もの

執行 官法の一 部を改正す る法律（ 平成十九年 法律第十 八号）附 則第三条第 一項の規 定によりな お従前

十 号）によ る年金であ る給付の 支給に関 する情報

りな おその効力 を有するこ ととされ る同法に よる廃止前 の国会議 員互助年金 法（昭和 三十三年 法律第七

国会議員 互助年金 法を廃止 する法律 （平成十八 年法律第一 号）又は 同法附則 第二条第 一項の規定 によ

次に掲げる情 報であつ て厚生労 働省令で 定めるも の
一

二

の例 により支 給される こととさ れる同法に よる改正前 の執行官 法（昭和 四十一年 法律第百十 一号）附則
第十三条 の規定によ る年金で ある給付 の支給に 関する情報
その他 政令で定 める者

その他政 令で定め る事項に関 する情報

十五

厚生労 働大臣は、 次の各号 に掲げる 厚生労働 省令を定め ようとする ときは、 当該各号 に定める 大臣に協議 しなければ ならない 。

公布 の日

財務大 臣

一の項 下欄、七 の項下欄 （第一号に 係る部分 に限る。） 、八の項 下欄（第 五号に係る 部分に限 る。）、九 の項下欄 （第三号 に係る部

備考
一

総務 大臣

三の項下 欄（第四 号に係る 部分に限 る。）の 厚生労働省令

分に 限る。） 及び十四 の項下欄の 厚生労働省 令
二

四 の項下欄の 厚生労働省 令

法務大 臣

三

五の項下 欄、八の 項下欄（第 三号に係る 部分に限 る。）及 び九の項 下欄（第二 号に係る部 分に限る 。）の厚 生労働省 令

国土 交通大臣

四

八の項 下欄（第 一号に係 る部分に 限る。）及 び九の項下 欄（第一 号に係る 部分に限 る。）の厚 生労働省令
環境大臣

文部科 学大臣

五

十二の項下 欄の厚生 労働省令
則

六
附

附則第八 条、第十 条、第十三 条及び第 十七条の 規定

この法律は 、平成二 十六年七 月一日か ら施行する 。ただし、 次の各号 に掲げる 規定は、 当該各号に 定める日か ら施行す る。

（ 施行期日 ）
第一条
一
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二

三

第一条 中生活保 護法第三十 四条の改正 規定（同 条第五項 を同条第 六項とし、 同条第四項 中「前二 項」を「 第二項及 び前項」に 改め、同項 を同

平成二十 七年四月 一日

平成 二十六年 一月一日

条第五項 とし、同 条第三項 中「前項 」を「第二 項」に改め 、同項を 同条第四 項とし、 同条第二項 の次に一項 を加える 部分に限 る。）及 び同法第
六 十条の改正 規定
第二 条の規定
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