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第一章
（ 定義）

この法律に おいて「 生活困窮 者」とは 、現に経済 的に困窮し 、最低限 度の生活 を維持す ることがで きなくなる おそれの ある者を いう。

一

生活困窮 者に対し 、認定生活 困窮者就労 訓練事業 （第十条 第三項に 規定する認 定生活困窮 者就労訓 練事業を いう。） の利用につ いてのあっ

就労 の支援そ の他の自立 に関する 問題につ き、生活困 窮者から の相談に応 じ、必要 な情報の 提供及び助 言を行う 事業
せんを行う 事業

生活困窮者に 対し、当 該生活困 窮者に対 する支援 の種類及び内 容その他 の厚生労 働省令で 定める事項 を記載した 計画の作 成その他 の生活困

窮 者の自立 の促進を図 るための支 援が一体 的かつ計 画的に行 われるため の援助とし て厚生労 働省令で 定めるも のを行う事 業

この法 律におい て「生活 困窮者住 居確保給付 金」とは、 生活困窮 者のうち 離職又は これに準ず るものとし て厚生労 働省令で 定める事 由により

この法律 において「 生活困窮者 一時生活 支援事業 」とは、 一定の住居 を持たない 生活困窮 者（当該 生活困窮 者及び当該 生活困窮者 と同一の 世

にわたり 、就労に 必要な知 識及び能 力の向上の ために必要 な訓練を 行う事業 をいう。

同 一の世帯 に属する 者の資産 及び収入の状 況その他 の事情を 勘案して 厚生労働 省令で定める ものに限 る。）に 対し、厚 生労働省令 で定める期 間

こ の法律に おいて「 生活困窮者就 労準備支 援事業」 とは、雇 用による 就業が著しく 困難な生 活困窮者 （当該生 活困窮者及 び当該生活 困窮者と

困難とな ったもので あって、 就職を容 易にする ため住居を 確保する必 要がある と認めら れるもの に対し支給 する給付金 をいう。

経済 的に困窮 し、居住 する住宅の 所有権若 しくは使用 及び収益 を目的と する権利を 失い、又 は現に賃借 して居住 する住宅 の家賃を支 払うこと が

三

二

この法律 において「 生活困窮者 自立相談 支援事業 」とは、 次に掲げる 事業をいう 。

第二条
２

３

４

５
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６

帯 に属する 者の資産 及び収入の 状況その他 の事情を 勘案して 厚生労働 省令で定め るものに限 る。）に 対し、厚 生労働省 令で定める 期間にわた り

、宿泊場 所の供与 、食事の 提供その 他当該宿泊 場所におい て日常生 活を営む のに必要 な便宜とし て厚生労働 省令で定 める便宜 を供与す る事業を
い う。

この法 律におい て「生活 困窮者家計 相談支援 事業」とは 、生活困 窮者の家 計に関する 問題につ き、生活困 窮者から の相談に応 じ、必要 な情報

の提 供及び助 言を行い 、併せて支 出の節約に 関する指 導その他 家計に関 する継続的 な指導及び 生活に必 要な資金 の貸付け のあっせんを 行う事業
（生活困窮 者自立相 談支援事 業に該当 するものを除 く。）を いう。

市 （特別区 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）に規 定する福祉 に関する 事務所を いう。以 下同じ。

（ 市及び福 祉事務所を 設置する町 村等の責 務）

二

一

国は、都 道府県及 び市等（ 以下「都 道府県等 」という。） が行う生 活困窮者 自立相談 支援事業及 び生活困窮 者住居確 保給付金 の支給並 びに生

関係機関 との緊密 な連携を図 りつつ、適 切に生活 困窮者自 立相談支 援事業及び 生活困窮者 住居確保 給付金の 支給を行 うこと。

必要な助 言、情報 の提供その 他の援助を 行うこと 。

援 事業、生活 困窮者家計 相談支援 事業その 他生活困 窮者の自立 の促進を図 るために 必要な事 業が適正 かつ円滑に 行われるよ う、市等 に対する

市等 が行う生 活困窮者 自立相談 支援事業及 び生活困窮 者住居確 保給付金 の支給並 びに生活困 窮者就労準 備支援事 業、生活 困窮者一 時生活支

都道府県 は、この 法律の実 施に関し、 次に掲げる 責務を有 する。

金の 支給を行 う責務を有 する。

次項第二 号において 単に「関 係機関」 という。 ）との緊密 な連携を図 りつつ、 適切に生 活困窮者 自立相談支 援事業及び 生活困窮 者住居確 保給付

）を 設置する 町村（以 下「市等」 という。 ）は、この 法律の実 施に関し 、公共職業 安定所そ の他の職業 安定機関 、教育機 関その他の 関係機関 （

第三条

２

３

活困 窮者就労準備 支援事業 、生活困 窮者一時 生活支援 事業、生活困 窮者家計 相談支援 事業その 他生活困窮 者の自立の 促進を図 るために 必要な事

都道府 県等によ る支援の 実施

業 が適正か つ円滑に行 われるよう 、都道府 県等に対 する必要 な助言、情 報の提供そ の他の援 助を行わ なければ ならない。
第二 章

（生 活困窮者 自立相談支 援事業）

都道 府県等は、 生活困窮 者自立相 談支援事 業の事務の 全部又は一 部を当該 都道府県 等以外の 厚生労働省 令で定める 者に委託 すること ができる 。

都道 府県等は 、生活困 窮者自立相 談支援事業 を行うも のとする 。

２

前項の規 定による委 託を受けた 者若しく はその役 員若しく は職員又は これらの者 であった 者は、そ の委託を 受けた事務 に関して知 り得た秘 密

第四 条
３
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を 漏らして はならな い。
（ 生活困窮者 住居確保 給付金の支 給）

都 道府県等 は、その 設置する福 祉事務所 の所管区域 内に居住 地を有す る生活困窮 者のうち 第二条第三 項に規定 するもの（ 当該生活 困窮者

前 項に規定す るもののほ か、生活 困窮者住 居確保給 付金の額及 び支給期間 その他生 活困窮者 住居確保 給付金の支 給に関し必 要な事項 は、厚生

困窮者住居 確保給付 金を支給 するもの とする。

及び 当該生活 困窮者と 同一の世帯 に属する者 の資産及 び収入の 状況その 他の事情を 勘案して厚 生労働省 令で定め るものに 限る。）に対 し、生活

第五条

２
労 働省令で 定める。
（生 活困窮者 就労準備 支援事業等 ）

三

二

一

生活困窮 者である 子どもに対 し学習の 援助を行 う事業

生活 困窮者家 計相談支 援事業

生活困 窮者一時 生活支援 事業

生活困窮 者就労準備 支援事業

都 道府県等 は、生活困 窮者自立 相談支援 事業及び生 活困窮者住 居確保給 付金の支 給のほか 、次に掲げ る事業を行 うことが できる。

四

その 他生活困 窮者の自立 の促進を 図るため に必要な事 業
第 四条第二 項及び第 三項の規定 は、前項 の規定によ り都道府 県等が行 う事業につ いて準用す る。

五

第六条

２
（市 等の支弁）

二

一

前条 第一項の規 定により 市等が行 う生活困 窮者就労準 備支援事業 及び生活 困窮者一 時生活支 援事業の実 施に要する 費用

第五条第 一項の規 定により市 等が行う 生活困窮者 住居確保 給付金の 支給に要す る費用

第四 条第一項 の規定に より市等が 行う生活 困窮者自立 相談支援 事業の実 施に要する 費用

次に 掲げる費 用は、市等 の支弁とす る。

三

前条第一 項の規定に より市等が 行う生活 困窮者家 計相談支 援事業並び に同項第四 号及び第 五号に掲 げる事業 の実施に要す る費用

第七 条

四

次に 掲げる費用 は、都道府 県の支弁 とする。

（都道府 県の支弁 ）
第八 条
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四

三

二

一

第六 条第一項 の規定によ り都道府 県が行う 生活困窮者 家計相談 支援事業並 びに同項 第四号及 び第五号に 掲げる事 業の実施に 要する費 用

第六条第 一項の規 定により都 道府県が 行う生活 困窮者就労 準備支援 事業及び生 活困窮者 一時生活 支援事業の 実施に要 する費用

第五 条第一項 の規定に より都道 府県が行う 生活困窮者 住居確保 給付金の 支給に要 する費用

第四条 第一項の 規定により 都道府県が 行う生活 困窮者自 立相談支 援事業の実 施に要する 費用

（国の負担 及び補助 ）
国は、政 令で定める ところに より、次 に掲げる ものの四分 の三を負担 する。

第七条 の規定によ り市等が支 弁する同 条第一号 に掲げる 費用のうち 当該市等に おける人 口、被保 護者（生 活保護法（ 昭和二十五 年法律第 百

第七 条の規定に より市等 が支弁す る費用の うち、同条 第二号に掲 げる費用

一

二

前条の規 定により都 道府県が支 弁する同 条第一号 に掲げる 費用のうち当 該都道府 県の設置 する福祉 事務所の 所管区域内の 町村にお ける人口
、 被保護者 の数その 他の事情を 勘案して政 令で定め るところ により算 定した額
前条 の規定に より都道 府県が支 弁する費用 のうち、同 条第二号 に掲げる 費用
国は、予 算の範囲内 において、 政令で定 めるとこ ろにより 、次に掲げ るものを補 助するこ とができ る。

前二 条の規定 により市等 及び都道 府県が支 弁する費用 のうち、 第七条第三 号及び前 条第三号 に掲げる費 用の三分 の二以内

四

三

た額

四十四号 ）第六条 第一項に 規定する被 保護者をい う。第三 号におい て同じ。 ）の数その 他の事情を 勘案して 政令で定 めるとこ ろにより算 定し

第九条

２
一

前二条の 規定によ り市等及び 都道府県が 支弁する 費用のう ち、第七 条第四号及 び前条第四 号に掲げ る費用の 二分の一 以内
生活困窮 者就労訓練 事業の認 定

雇 用による 就業を継 続して行 うことが困 難な生活困 窮者に対 し、就労 の機会を 提供すると ともに、就 労に必要 な知識及 び能力の 向上のた

第三章

二

第十条

めに 必要な訓 練その他 の厚生労働 省令で定 める便宜を 供与する 事業（以 下この条に おいて「 生活困窮者 就労訓練 事業」と いう。）を 行う者は 、

厚生労働 省令で定め るところ により、 当該生活 困窮者就労 訓練事業が 生活困窮 者の就労 に必要な 知識及び能 力の向上の ための基 準として 厚生労
２

都道 府県知事は 、第一項 の認定に 係る生活 困窮者就労 訓練事業（ 第十五条 第二項に おいて「 認定生活困 窮者就労訓 練事業」 という。 ）が第一

都道府県 知事は、 生活困窮 者就労訓練 事業が前項 の基準に 適合して いると認 めるときは 、同項の認 定をする ものとす る。

働省 令で定め る基準に適 合している ことにつ き、都道 府県知事 の認定を受 けることが できる。
３

項 の基準に適 合しない ものとなっ たと認め るときは 、同項の認 定を取り 消すことが できる。
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第四章

雑則

（雇用の 機会の確 保）

国及 び地方公 共団体は、 生活困窮者 の雇用の 機会の確 保を図る ため、職業 訓練の実施 、就職の あっせん その他の 必要な措置 を講ずるよ

公共職 業安定所 は、生活困 窮者の雇 用の機会 の確保を図 るため、職 業安定法 （昭和二 十二年法 律第百四十 一号）第二 十九条第 一項の規 定によ

助そ の他必要 な措置を 講ずるよう に努める ものとする 。

公共職 業安定所 は、生活 困窮者の 雇用の機会 の確保を図 るため、 求人に関 する情報 の収集及び 提供、生活 困窮者を 雇用する 事業主に 対する援

つ 効果的に 実施される ように相互 に連絡し 、及び協 力するも のとする。

国 及び地方公 共団体は、 生活困窮 者の雇用 の機会の 確保を図る ため、国の 講ずる措 置と地方 公共団体 の講ずる措 置が密接な 連携の下 に円滑か

うに努める ものとす る。

第十一 条
２
３
４

り無 料の職業 紹介事業を 行う都道府 県等が求 人に関す る情報の 提供を希望す るときは 、当該都 道府県等 に対して 、当該求人に 関する情 報を電磁

的 方法（電 子情報処 理組織を 使用する方法 その他の 情報通信 の技術を 利用する方 法をいう。 ）その他 厚生労働 省令で定 める方法に より提供す る
ものとす る。
（不正利 得の徴収 ）

偽り その他不 正の手段に より生活 困窮者住居 確保給付 金の支給 を受けた者 があるとき は、都道 府県等は 、その者 から、その 支給を受け

前 項の規定に よる徴収金 は、地方 自治法（ 昭和二十 二年法律第 六十七号） 第二百三 十一条の 三第三項 に規定する 法律で定め る歳入と する。

た生活困窮 者住居確 保給付金 の額に相 当する金額 の全部又は 一部を徴 収するこ とができ る。

第十二 条
２

生活 困窮者住 居確保給付 金の支給 を受ける こととなっ た者の当 該支給を受 ける権利 は、譲り 渡し、担保 に供し、 又は差し押 さえるこ と

（受給権 の保護）
第十 三条
ができな い。

租税その 他の公課 は、生活 困窮者住 居確保給付 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。

（ 公課の禁 止）
第十四条
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（ 報告等）

都道府県 等は、生 活困窮者 住居確保 給付金の支 給に関して 必要があ ると認め るときは 、この法律 の施行に必 要な限度 において 、当該生

第一項 の規定に よる権限 は、犯罪 捜査のため に認められ たものと 解釈して はならな い。

示 しなけれ ばならない 。

第 一項の規定 による質問 を行う場 合におい ては、当 該職員は、 その身分を 示す証明 書を携帯 し、かつ 、関係者の 請求がある ときは、 これを提

た者に対し 、報告を 求めるこ とができ る。

都 道府県知 事は、こ の法律の施 行に必要な 限度にお いて、認 定生活困 窮者就労訓 練事業を行 う者又は 認定生活 困窮者就 労訓練事業 を行ってい

じ、又は 当該職員 に質問させ ることが できる。

活 困窮者住居 確保給付 金の支給を 受けた生 活困窮者 又は生活困 窮者であ った者に対 し、報告 若しくは 文書その他 の物件の 提出若しく は提示を 命

第十五条

２
３
４
（資料の 提供等）

都道 府県等は 、生活困窮者 住居確保 給付金の 支給又は 生活困窮者 就労準備支 援事業若 しくは生 活困窮者 一時生活支 援事業の実 施に関し

都道府 県等は、 生活困窮 者住居確保 給付金の 支給に関し て必要が あると認 めるときは 、当該生 活困窮者住 居確保給 付金の支 給を受ける 生活困

若 しくは生活 困窮者の 雇用主その 他の関係 者に報告 を求めるこ とができ る。

らの者で あった者 の資産又 は収入の 状況につき 、官公署に 対し必要 な文書の 閲覧若し くは資料の 提供を求め 、又は銀 行、信託 会社その 他の機関

て 必要があ ると認め るときは 、生活困窮者 、生活困 窮者の配 偶者若し くは生活困 窮者の属す る世帯の 世帯主そ の他その 世帯に属す る者又はこ れ

第十六 条

２

窮者 若しくは 当該生活 困窮者に対 し当該生活 困窮者が 居住する 住宅を賃 貸する者若 しくはその 役員若し くは職員 又はこれ らの者であ った者に、
当該住宅の 状況につ き、報告 を求める ことができ る。

町村が一 部事務組 合又は広 域連合を設 けて福祉事 務所を設 置した場 合には、 この法律の 適用につい ては、そ の一部事 務組合又 は広域連

（ 町村の一 部事務組合 等）
第十七条

合を 福祉事務 所を設置 する町村と みなす。

こ の法律中 都道府県 が処理する こととされ ている事 務で政令 で定める ものは、地 方自治法第 二百五十 二条の十 九第一項 の指定都市 （以

（大 都市等の 特例）
第十 八条

下この条 において 「指定都 市」とい う。）及び 同法第二百 五十二条 の二十二 第一項の 中核市（以 下この条に おいて「 中核市」 という。 ）におい

て は、政令の 定めると ころにより 、指定都 市又は中 核市が処理 するもの とする。こ の場合に おいては 、この法律 中都道府 県に関する 規定は、 指
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定 都市又は 中核市に 関する規定 として指定 都市又は 中核市に 適用があ るものとす る。

この法律 に特別の 規定がある ものを除 くほか、こ の法律の 実施のた めの手続そ の他その 執行につい て必要な 細則は、厚 生労働省 令で定

（ 実施規定）
第十九条
める 。
罰則

偽りその 他不正の 手段によ り生活困窮 者住居確保 給付金の 支給を受 け、又は 他人をして 受けさせた 者は、三 年以下の 懲役又は 百万円以

第五章
第二十条

第 四条第三 項（第六条第 二項にお いて準用 する場合 を含む。） の規定に違 反した者 は、一年 以下の懲 役又は百万 円以下の罰 金に処す

下の 罰金に処 する。た だし、刑法 （明治四 十年法律第 四十五号 ）に正条 があるとき は、刑法 による。
第二十 一条
る。
次の各号の いずれかに 該当する 者は、三 十万円以 下の罰金に 処する。

法人の代 表者又は法 人若しくは 人の代理 人、使用 人その他 の従業者が 、その法人 又は人の 業務に関 して第二 十条又は前 条第二号の 違

第十五 条第二項 の規定に よる報告 をせず、又 は虚偽の報 告をした 者

出若し くは提示 をし、又 は同項の 規定による 当該職員の 質問に対 して、答 弁せず、 若しくは虚 偽の答弁を した者

第十 五条第一 項の規定に よる命令 に違反し て、報告若 しくは物 件の提出若 しくは提 示をせず 、若しくは 虚偽の報 告若しくは 虚偽の物 件の提

第二 十二条
一
二
第二 十三条

則

反行為を したとき は、行為 者を罰する ほか、そ の法人又は 人に対し て各本条 の罰金刑を 科する。
附

第十条第一 項の規定 による認 定の手続 その他の行 為は、この 法律の施 行前にお いても行 うことがで きる。

（ 施行前の 準備）
第三条
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地方自治法 の一部を 次のよう に改正す る。

（ 地方自治 法の一部 改正）
第四条
生活困窮 者の自立支 援に関する 事務

第 二百五十二 条の十九第 一項第八 号の次に 次の一号 を加える。
八の二

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）
第五条

生活困窮 者自立相 談支援事業 に要する経 費及び生 活困窮者 住居確保 給付金の支 給に要する 経費

第 十条に次 の一号を加 える。
三十四
（地方財 政法の一部 改正に伴 う調整規 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

生活困 窮者自立相 談支援事業 に要する 経費及び 生活困窮 者住居確保 給付金の支 給に要す る経費」 とあるの は、「三

生活困 窮者自立 相談支援事 業に要す る経費及 び生活困窮 者住居確 保給付金の 支給に要 する経費 」とする。

前項の 場合にお いて、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

十三

十条の改 正規定中 「三十四

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）の施 行の日がこ の法律の施 行の日後 となる場 合には、 前条のうち 地方財政法 第

第六条

２

子ども のための 教育・保育 給付に要す

子 どものた めの教育 ・保育給 付に要す る経費

法律 の施行に 伴う関係 法律の整備 等に関する 法律第十 条のうち 地方財政 法第十条の 改正規定中 「三十三
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。 ）」とあ るのは、 「三十四
（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。）」 とする。

生活保 護法の一 部を次のよ うに改正 する。

（生活保 護法の一 部改正）
第七 条

生 活困窮者 自立支援 法（平成二 十五年法 律第百五号 ）による 生活困窮 者住居確保 給付金の 支給に関す る情報

別表第一 の六の項に 次の一号を 加える。
六

社会 福祉法の一 部を次のよ うに改正 する。

（社会福 祉法の一 部改正）
第八 条
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生活困窮 者自立支 援法（平 成二十五年 法律第百五 号）に規 定する認 定生活困 窮者就労訓 練事業

第 二条第三 項第一号 の次に次の 一号を加え る。
一の二

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）の一 部を次のよ うに改正 する。

（社会福 祉施設職 員等退職手 当共済法 の一部改 正）
第九条

生 活困窮者自 立支援法 （平成二 十五年法 律第百五号 ）第十条第 三項に規 定する認 定生活困 窮者就労訓 練事業

第二条第二 項中第三 号を第四号 とし、第 二号の次に 次の一号 を加える 。
三

社会保 険労務士 法（昭和四 十三年法 律第八十 九号）の一 部を次の ように改正 する。

（社会保 険労務士 法の一部 改正）
第十 条

生活困窮 者自立支援 法（平成 二十五年法 律第百五 号。第十条 第一項及 び第十五 条第二項の 規定に限 る。）

別表第一 第二十号の 二十三の次 に次の一 号を加え る。
二十の 二十四
（政令へ の委任）
こ の附則に規 定するもの のほか、 この法律 の施行に 伴い必要な 経過措置は 、政令で 定める。

第 六章

第五 章

第四章

第三 章

第二章

第 一章

医療機関 、介護機 関及び助 産機関（第 四十九条― 第五十五 条の三）

保 護施設（ 第三十八 条―第四十八 条）

保護 の方法（第 三十条―第 三十七条 の二）

保護の機関 及び実施 （第十九 条―第二 十九条の二 ）

保護 の種類及 び範囲（第 十一条― 第十八条）

保護の原 則（第七 条―第十条 ）

総 則（第一条 ―第六条）

生 活保護法 （昭和二 十五年法律 第百四十 四号）（抄 ）

第十 一条
◎

第七章

就労 自立給付 金（第五十 五条の四 ・第五十 五条の五）

目次

第 八章
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被 保護者就 労支援事業 （第五十五 条の六）
不 服申立て （第六十四 条―第六 十九条）

第 九章
第 十一章
費用（ 第七十条― 第八十条 ）

被保護者 の権利及 び義務（ 第五十六条 ―第六十三 条）

第十二章
雑 則（第八 十一条―第 八十六条）

第十章

第十 三章
附則
（ 保護の補 足性）

保 護は、生 活に困窮 する者が 、その利用 し得る資産 、能力そ の他あら ゆるもの を、その最 低限度の生 活の維持 のために 活用する ことを要

前二項の 規定は、 急迫した 事由がある 場合に、必 要な保護 を行うこ とを妨げ るものでは ない。

るも のとする 。

民法（ 明治二十 九年法律第 八十九号 ）に定め る扶養義務 者の扶養及 び他の法 律に定め る扶助は 、すべてこ の法律によ る保護に 優先して 行われ

件と して行わ れる。

第四条
２
３
（ 用語の定義 ）

３

２

こ の法律にお いて「金銭 給付」と は、金銭 の給与又 は貸与によ つて、保護 を行うこ とをいう 。

この法律 において 「保護金 品」とは 、保護と して給与し、 又は貸与 される金 銭及び物 品をいう。

こ の法律に おいて「 要保護者」 とは、現 に保護を受 けている といない とにかかわ らず、保護 を必要と する状態 にある者 をいう。

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 。

４

この法律 において 「現物給付 」とは、物 品の給与 又は貸与 、医療の 給付、役務 の提供その 他金銭給 付以外の 方法で保 護を行うこ とをいう。

第六条

５

介護扶助 は、困窮の ため最低 限度の生 活を維持 することの できない要 介護者（ 介護保険 法（平成 九年法律第 百二十三号 ）第七条 第

保 護は、世 帯を単位と してその 要否及び 程度を定め るものと する。但し 、これに よりがた いときは、 個人を単位 として定 めること ができ

（世 帯単位の 原則）
第十条
る。
（介護扶 助）
第十 五条の二
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２

３

４

三 項に規定 する要介 護者をいう 。第三項に おいて同 じ。）に 対して、 第一号から 第四号まで 及び第九 号に掲げ る事項の 範囲内にお いて行われ 、

困窮のた め最低限 度の生活 を維持す ることので きない要支 援者（同 条第四項 に規定す る要支援者 をいう。以 下この項 及び第六 項におい て同じ。

） に対して、 第五号か ら第九号ま でに掲げ る事項の 範囲内にお いて行わ れ、困窮の ため最低 限度の生 活を維持す ることの できない居 宅要支援 被

保険者等 （同法第 百十五条の 四十五第 一項第一 号に規定す る居宅要 支援被保険 者等をい う。）に 相当する者 （要支援 者を除く。 ）に対し て、第

六

五

四

三

二

一

介護予防 住宅改修

介護 予防福祉用 具

介護予防 （介護予 防支援計画 に基づき 行うものに 限る。）

施設 介護

住宅改 修

福祉用具

居宅介 護（居宅 介護支援 計画に基 づき行うもの に限る。 ）

八号 及び第九 号に掲げ る事項の範 囲内におい て行われ る。

七

介護予 防・日常 生活支援 （介護予防支 援計画又 は介護保 険法第百 十五条の四 十五第一項 第一号ニ に規定す る第一号 介護予防支 援事業によ る
移送

援助に相 当する援 助に基づ き行うも のに限る。 ）

八
九

前項第 一号に規 定する居 宅介護とは 、介護保 険法第八条 第二項に 規定する 訪問介護、 同条第三 項に規定す る訪問入 浴介護、 同条第四項 に規定

する 訪問看護 、同条第 五項に規定 する訪問リ ハビリテ ーション 、同条第 六項に規定 する居宅療 養管理指 導、同条 第七項に 規定する通 所介護、同

条第八項に 規定する 通所リハ ビリテー ション、同 条第九項に 規定する 短期入所 生活介護 、同条第十項 に規定す る短期入 所療養介 護、同条 第十一

項に 規定する特定 施設入居 者生活介 護、同条 第十二項 に規定する福 祉用具貸 与、同条 第十五項 に規定する 定期巡回・ 随時対応 型訪問介 護看護、

同 条第十六 項に規定す る夜間対応 型訪問介 護、同条 第十七項 に規定する 地域密着型 通所介護 、同条第 十八項に 規定する認 知症対応型 通所介護 、

同条第十 九項に規 定する小 規模多機能 型居宅介 護、同条第 二十項に 規定する 認知症対応 型共同生 活介護、同 条第二十 一項に規 定する地域 密着型

特定 施設入居 者生活介 護及び同条 第二十三 項に規定す る複合型 サービス 並びにこれ らに相当 するサービ スをいう 。

第一項 第一号に 規定する居 宅介護支 援計画と は、居宅に おいて生 活を営む要 介護者が 居宅介護 その他居宅 において日 常生活を 営むため に必要

な保 健医療サ ービス及び 福祉サービ ス（以下 この項に おいて「 居宅介護等 」という。 ）の適切 な利用等 をするこ とができるよ うにする ための当
該 要介護者 が利用す る居宅介 護等の種類、 内容等を 定める計 画をいう 。

第一 項第四号に 規定する 施設介護 とは、介 護保険法第 八条第二十 二項に規 定する地 域密着型 介護老人福 祉施設入所 者生活介 護、同条 第二十七

項 に規定する 介護福祉 施設サービ ス、同条 第二十八 項に規定す る介護保 健施設サー ビス及び 同条第二 十九項に規 定する介 護医療院サ ービスを い
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５

６

７

う。

第一 項第五号に 規定する 介護予防 とは、介 護保険法第 八条の二第 二項に規 定する介 護予防訪 問入浴介護 、同条第三 項に規定 する介護 予防訪問

看 護、同条第 四項に規 定する介護 予防訪問 リハビリ テーション 、同条第 五項に規定 する介護 予防居宅 療養管理指 導、同条 第六項に規 定する介 護

予防通所 リハビリ テーション 、同条第 七項に規 定する介護 予防短期 入所生活介 護、同条 第八項に 規定する介 護予防短 期入所療養 介護、同 条第九

項に 規定する 介護予防 特定施設入 居者生活介 護、同条 第十項に 規定する 介護予防福 祉用具貸与 、同条第 十三項に 規定する 介護予防認知 症対応型

通所介護、 同条第十 四項に規 定する介 護予防小規模 多機能型 居宅介護 及び同条 第十五項 に規定する介 護予防認 知症対応 型共同生 活介護並び にこ
れら に相当するサ ービスを いう。

第一項第 五号及び 第八号に規 定する介護 予防支援 計画とは 、居宅に おいて生活 を営む要支 援者が介 護予防そ の他身体 上又は精神 上の障害が あ

るために 入浴、排 せつ、食 事等の日常 生活にお ける基本的 な動作の 全部若し くは一部に ついて常 時介護を要 し、又は 日常生活 を営むのに 支障が

ある 状態の軽 減又は悪 化の防止に 資する保 健医療サー ビス及び 福祉サー ビス（以下 この項に おいて「介 護予防等 」という 。）の適切 な利用等 を

すること ができるよ うにする ための当 該要支援 者が利用す る介護予防 等の種類 、内容等 を定める 計画であつ て、介護保 険法第百 十五条の 四十六

第一 項に規定 する地域包 括支援セン ターの職 員のうち 同法第八 条の二第十六 項の厚生 労働省令 で定める 者が作成 したものをい う。

第一項第 八号に規 定する介 護予防・日 常生活支援 とは、介 護保険法 第百十五 条の四十五 第一項第一 号イに規 定する第 一号訪問 事業、同号 ロに
規定する 第一号通 所事業及 び同号ハ に規定する 第一号生活 支援事業 による支 援に相当 する支援を いう。
（実施機 関）

都道 府県知事 、市長及び 社会福祉 法（昭和二 十六年法 律第四十 五号）に規 定する福祉 に関する 事務所（ 以下「福 祉事務所」 という。）

一

居住地 がないか、 又は明らか でない要 保護者で あつて、 その管理に 属する福祉 事務所の 所管区域 内に現在 地を有する もの

その管理に属 する福祉 事務所の 所管区域 内に居住 地を有する要 保護者

第三十 条第一項 ただし書の 規定によ り被保護 者を救護施 設、更生 施設若しく はその他 の適当な 施設に入所 させ、若し くはこれ らの施設 に入所

前項 の規定に かかわら ず、その者 の現在地 を所管する 福祉事務 所を管理 する都道府 県知事又 は市町村長 が行うも のとする 。

居住地 が明らか である要 保護者で あつても、 その者が急 迫した状 況にある ときは、 その急迫し た事由が止 むまでは 、その者 に対する 保護は、

二

を管理する 町村長は 、次に掲 げる者に 対して、こ の法律の定 めるとこ ろにより 、保護を 決定し、かつ 、実施し なければ ならない 。

第十九 条

２
３

を委 託し、若 しくは私人 の家庭に養 護を委託 した場合 又は第三 十四条の二 第二項の規 定により 被保護者 に対する 介護扶助（施 設介護（ 第十五条

の 二第四項 に規定す る施設介 護をいう。以 下同じ。 ）に限る 。）を介 護老人福 祉施設（介護 保険法第 八条第二 十七項に 規定する介 護老人福祉 施

設をいう 。以下同 じ。）に 委託して 行う場合に おいては、 当該入所 又は委託 の継続中 、その者に 対して保護 を行うべ き者は、 その者に 係る入所
又 は委託前の 居住地又 は現在地に よつて定 めるもの とする。
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４
５
６
７

前三項の 規定によ り保護を 行うべき者 （以下「保 護の実施 機関」と いう。） は、保護の 決定及び実 施に関す る事務の 全部又は 一部を、そ の管
理に属す る行政庁 に限り、 委任する ことができ る。

保護の実 施機関は、 保護の決定 及び実施 に関する 事務の一 部を、政令 の定めると ころによ り、他の 保護の実 施機関に委 託して行う ことを妨 げ
ない。

福 祉事務所 を設置し ない町村の 長（以下「 町村長」 という。 ）は、そ の町村の区 域内におい て特に急 迫した事 由により 放置するこ とができな
い状況にあ る要保護 者に対し て、応急 的処置として 、必要な 保護を行 うものと する。

町 村長は、保 護の実施機 関又は福 祉事務所 の長（以 下「福祉事 務所長」と いう。） が行う保 護事務の 執行を適切 ならしめる ため、次 に掲げる
事 項を行う ものとする 。

要保 護者を発 見し、又 は被保護者 の生計そ の他の状況 の変動を 発見した 場合におい て、速や かに、保護 の実施機 関又は福 祉事務所長 にその

二

保護の実 施機関又は 福祉事務所 長から求 められた 場合にお いて、被保護 者等に対 して、保 護金品を 交付する こと。

第二 十四条第十 項の規定 により保 護の開始 又は変更の 申請を受け 取つた場 合におい て、これ を保護の実 施機関に送 付するこ と。

一

三

保護の 実施機関 又は福祉 事務所長から 求められ た場合に おいて、 要保護者に 関する調査 を行うこ と。

旨を 通報するこ と。

四

保護の 実施機関 は、被保護 者が保護 を必要とし なくなつ たときは 、速やかに 、保護の 停止又は廃 止を決定 し、書面 をもつて、 これを

（ 保護の停止 及び廃止 ）
第二十六条

被保 護者に通 知しなけ ればならな い。第二十 八条第五 項又は第 六十二条 第三項の規 定により保 護の停止 又は廃止 をすると きも、同様 とする。
（指 導及び指示）
前項の 指導又は 指示は、 被保護者 の自由を尊 重し、必要 の最少限 度に止め なければ ならない。

保護の実 施機関は、 被保護者に 対して、 生活の維 持、向上 その他保護 の目的達成 に必要な 指導又は 指示をす ることがで きる。

２

第一項の規 定は、被 保護者の意 に反して 、指導又 は指示を強 制し得る ものと解釈 してはな らない。

第二 十七条
３

保護 の実施機 関は、第五 十五条の六 第一項に 規定する 被保護者 就労支援事 業を行うほ か、要保 護者から 求めがあ つたときは 、要

（相 談及び助 言）
第二 十七条の 二

保護者の 自立を助 長するた めに、要 保護者から の相談に応 じ、必要 な助言を すること ができる。
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（ 報告、調 査及び検 診）

保護の 実施機関 は、保護 の決定若 しくは実施 又は第七十 七条若し くは第七 十八条（ 第三項を除 く。次項及 び次条第 一項にお いて同じ 。

保護の実 施機関は 、保護の 決定若し くは実施又 は第七十七 条若しく は第七十 八条の規 定の施行の ため必要が あると認 めるとき は、保護 の開始

させ 、又は当 該要保護 者に対して 、保護の実 施機関の 指定する 医師若し くは歯科医 師の検診を 受けるべ き旨を命 ずること ができる。

定めると ころによ り、当該要 保護者に 対して、 報告を求め 、若しく は当該職員 に、当該 要保護者 の居住の場 所に立ち 入り、これ らの事項 を調査

） の規定の施 行のため 必要がある と認める ときは、 要保護者の 資産及び 収入の状況 、健康状 態その他 の事項を調 査するた めに、厚生 労働省令 で

第二十八 条

２

又は 変更の申請書 及びその 添付書類 の内容を 調査するた めに、厚生 労働省令 で定める ところに より、要保 護者の扶養 義務者若 しくはそ の他の同

居 の親族又 は保護の開 始若しくは 変更の申 請の当時 要保護者 若しくはこ れらの者で あつた者 に対して 、報告を 求めること ができる。

第一項 の規定に よつて立 入調査を 行う当該職 員は、厚生 労働省令 の定める ところに より、その 身分を示す 証票を携 帯し、か つ、関係 人の請求
第一項 の規定に よる立入調 査の権限 は、犯罪 捜査のため に認められ たものと 解しては ならない 。

３
４

保 護の実施 機関は、 要保護者が第 一項の規 定による 報告をせ ず、若しく は虚偽の報 告をし、 若しくは 立入調査 を拒み、妨 げ、若しく は忌避し

があ るときは 、これを 提示しなけ ればなら ない。
５

、 又は医師 若しくは 歯科医師 の検診を受け るべき旨 の命令に 従わない ときは、保 護の開始若 しくは変 更の申請 を却下し 、又は保護 の変更、停 止
若しくは 廃止をす ることが できる。

保 護の実施 機関及び福 祉事務所 長は、保護 の決定若 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 行のために 必要がある

（資料の 提供等）

二

一

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

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

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

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。）

前号に掲 げる者の扶 養義務者

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。 ）

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

要保 護者又は 被保護者 であつた者

は 銀行、信 託会社、次 の各号に掲 げる者の 雇主その 他の関係 人に、報告 を求めるこ とができ る。

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、又

と認めると きは、次 の各号に 掲げる者 の当該各号 に定める事 項につき 、官公署 、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

第二十 九条

２

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
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の とする。

生活扶助 は、被保 護者の居宅 において 行うものと する。た だし、こ れによるこ とができ ないとき、 これによ つては保護 の目的を 達しが

（ 生活扶助の 方法）
第三十条

たい とき、又 は被保護 者が希望し たときは、 被保護者 を救護施 設、更生 施設若しく はその他の 適当な施 設に入所 させ、若 しくはこれら の施設に
２

保護の実 施機関は 、被保護者 の親権者又 は後見人 がその権 利を適切 に行わない 場合におい ては、そ の異議が あつても 、家庭裁判 所の許可を 得

前 項ただし書 の規定は、 被保護者 の意に反 して、入 所又は養護 を強制する ことがで きるもの と解釈し てはならな い。

入所を委託 し、又は 私人の家 庭に養護 を委託して行 うことが できる。
３
て、第一 項但書の 措置をと ることがで きる。
（医療扶 助の方法）

医 療扶助は 、現物給付に よつて行 うものと する。但 し、これに よることが できない とき、こ れによる ことが適当 でないとき 、その他

医療 扶助のため の保護金 品は、被 保護者に 対して交付 するものと する。

つ いて医療 の給付を 受け、又 は指定を受け ない施術 者につい て施術の 給付を受 けることがで きる。

急 迫した事 情その他 やむを得ない 事情があ る場合に おいては 、被保護 者は、第二項 及び前項 の規定に かかわら ず、指定を 受けない医 療機関に

）が行う ことのでき る範囲の 施術につ いては、 第五十五条 第一項の規 定により 指定を受 けた施術 者に委託し てその給付 を行うこ とを妨げ ない。

道整 復師法（ 昭和四十 五年法律第 十九号） の規定によ りあん摩 マツサー ジ指圧師、 はり師、 きゆう師又 は柔道整 復師（以 下「施術者 」という 。

第二項 に規定す る医療の 給付のう ち、あん摩 マツサージ 指圧師、 はり師、 きゆう師 等に関する 法律（昭和 二十二年 法律第二 百十七号 ）又は柔

り 後発医薬 品の使用を 促すことに よりその 給付を行 うよう努 めるものと する。

厚生 労働省令で定 めるもの をいう。 以下この 項におい て同じ。）を 使用する ことがで きると認 めたものに ついては、 被保護者 に対し、 可能な限

うち、同法 第十四条 の四第一 項各号に 掲げる医薬 品と有効成 分、分量 、用法、 用量、効 能及び効果が 同一性を 有すると 認められ たもので あつて

及び 安全性の 確保等に 関する法律 （昭和三十 五年法律 第百四十 五号）第 十四条又は 第十九条の 二の規定 による製 造販売の 承認を受け た医薬品の

前項に 規定する 医療の給 付のうち、 医療を担 当する医師 又は歯科 医師が医 学的知見に 基づき後 発医薬品（ 医薬品、 医療機器 等の品質、 有効性

医 療機関にこ れを委託 して行うも のとする 。

前項 に規定する 現物給付 のうち、 医療の給 付は、医療 保護施設を 利用させ 、又は医 療保護施 設若しくは 第四十九条 の規定に より指定 を受けた

保 護の目的 を達する ために必 要があるとき は、金銭 給付によ つて行う ことができ る。

第三十 四条
２
３

４

５
６
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（ 介護扶助 の方法）

介 護扶助は 、現物給 付によつ て行うもの とする。た だし、こ れによる ことがで きないとき 、これによ ることが 適当でな いとき、

前条第 五項及び 第六項の 規定は、介 護扶助に ついて準用 する。

す る。

より指定 を受けた もの（同 条第二項 本文の規定 により同条 第一項の 指定を受 けたもの とみなされ たものを含 む。）に これを委 託して行 うものと

条 の四十五 第一項第 一号に規 定する第一号 事業を行 う者をい う。以下 同じ。）を いう。以下 同じ。） であつて 、第五十 四条の二第 一項の規定 に

項及 び別表第 二において 「特定介護 予防福祉 用具販売 事業者」 という。）並 びに介護 予防・日 常生活支 援事業者 （その事業と して同法 第百十五

において 同じ。）を 作成する 者、その 事業とし て同法第八 条の二第十 一項に規 定する特 定介護予 防福祉用具 販売を行う 者（第五 十四条の 二第一

を行 う者及び その事業 として介護 予防支援 計画（第十 五条の二 第六項に 規定する介 護予防支 援計画をい う。第五 十四条の 二第一項及 び別表第 二

用具販売 事業者」 という。 ）、地域密 着型介護 老人福祉施 設、介護 老人福祉 施設、介護 老人保健 施設及び介 護医療院 、その事 業として介 護予防

者 、その事 業として介 護保険法第 八条第十 三項に規 定する特 定福祉用具 販売を行う 者（第五 十四条の 二第一項 及び別表第 二において 「特定福 祉

居宅 介護支援計画 （第十五 条の二第 三項に規 定する居宅 介護支援計 画をいう 。第五十 四条の二 第一項及び 別表第二に おいて同 じ。）を 作成する

防・日常生 活支援を いう。第 五十四条 の二第一項に おいて同 じ。）の 給付は、 介護機関 （その事業と して居宅 介護を行 う者及び その事業と して

護予 防（同条 第五項に 規定する介 護予防をい う。以下 同じ。） 、介護予 防福祉用具 及び介護予 防・日常 生活支援 （同条第 七項に規定す る介護予

前項に 規定する 現物給付 のうち、居 宅介護（ 第十五条の 二第二項 に規定す る居宅介護 をいう。 以下同じ。 ）、福祉 用具の給付 、施設介 護、介

そ の他保護の 目的を達 するために 必要があ るときは 、金銭給付 によつて 行うことが できる。

第三十四 条の二
２

３
（種類）

三

二

一

授産 施設

医療保護 施設

更生 施設

救護施 設

保護 施設の種類 は、左の 通りとす る。

四

宿所提供 施設

更生施設 は、身体上 又は精神上 の理由に より養護 及び生活 指導を必要 とする要保 護者を入 所させて 、生活扶 助を行うこ とを目的と する施設 と

る施設と する。

救護施設 は、身体 上又は精 神上著しい 障害がある ために日 常生活を 営むこと が困難な要 保護者を入 所させて 、生活扶 助を行う ことを目的 とす

五

第三十 八条

２
３
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医療 保護施設は 、医療を 必要とす る要保護 者に対して 、医療の給 付を行う ことを目 的とする 施設とする 。

す る。
４

授産施設 は、身体上 若しくは精 神上の理 由又は世 帯の事情 により就業 能力の限ら れている 要保護者 に対して 、就労又は 技能の修得 のために 必
宿 所提供施 設は、住 居のない要 保護者の世 帯に対し て、住宅 扶助を行 うことを目 的とする施 設とする 。

要な機会 及び便宜 を与えて、 その自立 を助長す ることを目 的とする 施設とする 。

５
６
（報 告の徴収及び 立入検査 ）

都道府県 知事は、保 護施設の管 理者に対 して、そ の業務若 しくは会計 の状況その 他必要と 認める事 項の報告 を命じ、又 は当該職員 に

第二十八 条第三項 及び第四 項の規定は 、前項の規 定による 立入検査 について 準用する。

の閲 覧及び説 明を求めさ せ、若しく はこれを 検査させ ることが できる。

をいう。 ）の作成又 は保存が されてい る場合に おける当該 電磁的記録 を含む。 第五十一 条第二項 第五号及び 第五十四条 第一項に おいて同 じ。）

、磁 気的方式 その他人 の知覚によ つては認 識すること ができな 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

、その施 設に立ち 入り、そ の管理者か らその設 備及び会計 書類、診 療録その 他の帳簿書 類（その 作成又は保 存に代え て電磁的 記録（電子 的方式

第四 十四条

２
（ 報告等）

都道府 県知事（ 厚生労働大 臣の指定 に係る指定 医療機関 について は、厚生労 働大臣又 は都道府県 知事）は 、医療扶 助に関して 必要が

第二十八条 第三項及 び第四項の 規定は、 前項の規 定による検 査につい て準用する 。

きる。

関 係者に対 して質問さ せ、若しく は当該指 定医療機 関につい て実地に、 その設備若 しくは診 療録、帳 簿書類そ の他の物件 を検査させ ることが で

、指 定医療機関の 開設者若 しくは管 理者、医 師、薬剤 師その他の従 業者（開 設者であ つた者等 を含む。） に対し出頭 を求め、 又は当該 職員に、

いて「開設 者であつ た者等」 という。 ）に対して 、必要と認 める事項 の報告若 しくは診 療録、帳簿書 類その他 の物件の 提出若し くは提示 を命じ

ある と認める ときは、 指定医療機 関若しくは 指定医療 機関の開 設者若し くは管理者 、医師、薬 剤師その 他の従業 者であつ た者（以下 この項にお

第五十四条

２

厚生 労働大臣 は、国の開 設した地域 密着型介 護老人福 祉施設、 介護老人福 祉施設、介 護老人保 健施設又 は介護医 療院につい て、

（介 護機関の 指定等）
第五 十四条の 二

都道府県 知事は、 その他の 地域密着 型介護老人 福祉施設、 介護老人 福祉施設 、介護老 人保健施設 若しくは介 護医療院 、その事 業として 居宅介護

を 行う者若し くはその 事業として 居宅介護 支援計画 を作成する 者、特定 福祉用具販 売事業者 、その事 業として介 護予防を 行う者若し くはその 事
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２

３
４

５

業 として介 護予防支 援計画を作 成する者、 特定介護 予防福祉 用具販売 事業者又は 介護予防・ 日常生活 支援事業 者につい て、この法 律による介 護

扶助のた めの居宅 介護若し くは居宅 介護支援計 画の作成、 福祉用具 の給付、 施設介護 、介護予防 若しくは介 護予防支 援計画の 作成、介 護予防福
祉 用具又は介 護予防・ 日常生活支 援の給付 を担当さ せる機関を 指定する 。

介護機 関につい て、別表 第二の上欄 に掲げる 介護機関の 種類に応 じ、それ ぞれ同表の 中欄に掲 げる指定又 は許可が あつたとき は、その 介護機

関は 、その指 定又は許 可の時に前 項の指定を 受けたも のとみな す。ただ し、当該介 護機関（地 域密着型 介護老人 福祉施設 及び介護老人 福祉施設

を除く。） が、厚生 労働省令 で定める ところにより 、あらか じめ、別 段の申出 をしたと きは、この限 りではな い。

前 項の規定に より第一項 の指定を 受けたも のとみな された別表 第二の上欄 に掲げる 介護機関 に係る同 項の指定は 、当該介護 機関が同 表の下欄
に 掲げる場 合に該当す るときは、 その効力 を失う。

第四十 九条の二 （第二項 第一号を 除く。）の 規定は、第 一項の指 定（介護 予防・日 常生活支援 事業者に係 るものを 除く。） について 、第五十

条か ら前条ま での規定 は、同項の 規定によ り指定を受 けた介護 機関（第 二項本文の 規定によ り第一項の 指定を受 けたもの とみなされ たものを 含

み、同項 の指定を受 けた介護 予防・日 常生活支 援事業者（ 第二項本文 の規定に より第一 項の指定 を受けたも のとみなさ れたもの を含む。 ）を除

く。 ）につい て準用する 。この場合 において 、第五十 条及び第 五十条の二中 「指定医 療機関」 とあるの は「指定 介護機関」と 、第五十 一条第一

項 中「指定 医療機関 」とある のは「指定介 護機関（ 地域密着 型介護老 人福祉施設 及び介護老 人福祉施 設に係る ものを除 く。）」と 、同条第二 項

、第五十 二条第一 項及び第 五十三条 第一項から 第三項まで の規定中 「指定医 療機関」 とあるのは 「指定介護 機関」と 、同項中 「社会保 険診療報

酬 支払基金法 （昭和二 十三年法律 第百二十 九号）に 定める審査 委員会又 は医療に関 する審査 機関で政 令で定める もの」と あるのは「 介護保険 法

に定める 介護給付 費等審査委 員会」と 、同条第 四項中「指 定医療機 関」とある のは「指 定介護機 関」と、「 社会保険 診療報酬支 払基金又 は厚生

労働 省令で定 める者」 とあるのは 「国民健康 保険団体 連合会」 と、前条 第一項中「 指定医療機 関」とあ るのは「 指定介護 機関」と読 み替えるも
のとするほ か、必要 な技術的 読替えは 、政令で定 める。

第 四十九条の 二第一項及 び第三項 の規定は 、第一項 の指定（介 護予防・日 常生活支 援事業者 に係るも のに限る。 ）について 、第五十 条、第五

十 条の二、 第五十一条 （第二項第 一号、第 八号及び 第十号を 除く。）、 第五十二条 から前条 までの規 定は、第 一項の規定 により指定 を受けた 介

護機関（ 同項の指 定を受け た介護予防 ・日常生 活支援事業 者（第二 項本文の 規定により 第一項の 指定を受け たものと みなされ たものを含 む。）

に限 る。）に ついて準 用する。こ の場合に おいて、第 四十九条 の二第一 項及び第三 項中「厚 生労働大臣 」とある のは「都 道府県知事 」と、第 五

十条第一 項中「指定 医療機関 」とある のは「指 定介護機関 」と、同条 第二項及 び第五十 条の二中 「指定医療 機関」とあ るのは「 指定介護 機関」

と、 「厚生労 働大臣又は 都道府県知 事」とあ るのは「 都道府県 知事」と、 第五十一条 第一項中 「指定医 療機関」 とあるのは「 指定介護 機関」と

、 同条第二 項中「指 定医療機 関が、次の」 とあるの は「指定 介護機関 が、次の 」と、「厚生 労働大臣 の指定し た医療機 関について は厚生労働 大

臣が、都 道府県知 事の指定 した医療 機関につい ては都道府 県知事が 」とある のは「都 道府県知事 は」と、同 項第二号 から第七 号まで及 び第九号

、 第五十二条 第一項並 びに第五十 三条第一 項から第 三項までの 規定中「 指定医療機 関」とあ るのは「 指定介護機 関」と、 同項中「社 会保険診 療
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報 酬支払基 金法（昭 和二十三年 法律第百二 十九号） に定める 審査委員 会又は医療 に関する審 査機関で 政令で定 めるもの 」とあるの は「介護保 険

法に定め る介護給 付費等審 査委員会 」と、同条 第四項中「 指定医療 機関」と あるのは 「指定介護 機関」と、 「社会保 険診療報 酬支払基 金又は厚

生 労働省令で 定める者 」とあるの は「国民 健康保険 団体連合会 」と、前 条第一項中 「都道府 県知事（ 厚生労働大 臣の指定 に係る指定 医療機関 に

ついては 、厚生労 働大臣又は 都道府県 知事）」 とあるのは 「都道府 県知事」と 、「指定 医療機関 若しくは指 定医療機 関」とある のは「指 定介護

機関 若しくは 指定介護 機関」と、 「命じ、指 定医療機 関」とあ るのは「 命じ、指定 介護機関」 と、「当 該指定医 療機関」 とあるのは「 当該指定

就労 自立給付 金

介護機関」 と読み替 えるもの とするほ か、必要な技 術的読替 えは、政 令で定め る。
第八 章
（就 労自立給 付金の支 給）

都 道府県知事 、市長及 び福祉事 務所を管理 する町村長 は、被保 護者の自 立の助長 を図るため 、その管理 に属する 福祉事務 所の所

支給 機関は、就 労自立給付 金の支給 又は第七 十八条第 三項の規定 の施行のた めに必要 があると 認めると きは、被保 護者若しく は

支 給機関は 、就労自 立給付金の 支給に関 する事務の 一部を、 政令で定 めるところ により、他 の支給機 関に委託 して行う ことを妨げ ない。

の管理に 属する行 政庁に限り 、委任す ることが できる。

前項の規 定により就 労自立給付 金を支給 する者（ 以下「支 給機関」と いう。）は 、就労自 立給付金 の支給に 関する事務 の全部又は 一部を、 そ

ろにより 、就労自 立給付金 を支給す る。

定 した職業 に就いた ことその 他厚生労働省 令で定め る事由に より保護 を必要とし なくなつた と認めた ものに対 して、厚 生労働省令 で定めると こ

管区 域内に居 住地を有す る（居住地 がないか 、又は明 らかでな いときは、当 該所管区 域内にあ る）被保 護者であ つて、厚生労 働省令で 定める安

第五十五条 の四

２
３
（報 告）
第五 十五条の 五

被保護者就 労支援事業

被保護者 であつた 者又はこ れらの者の 雇主その 他の関係人 に、報告 を求める ことができ る。
第九章

保護 の実施機 関は、就労 の支援に関 する問題 につき、 被保護者 からの相談 に応じ、必 要な情報 の提供及 び助言を 行う事業（ 以下

保護の実 施機関は、 被保護者就 労支援事 業の事務 の全部又 は一部を当 該保護の実 施機関以 外の厚生 労働省令 で定める者 に委託する ことがで き

「被保護 者就労支 援事業」 という。 ）を実施す るものとす る。

第五 十五条の 六
２
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３

る。

前項 の規定によ る委託を 受けた者 若しくは その役員若 しくは職員 又はこれ らの者で あつた者 は、その委 託を受けた 事務に関 して知り 得た秘密
を 漏らしては ならない 。

被保護者 は、保護 金品を標 準として租 税その他の 公課を課 せられる ことがな い。

（公 課禁止）
第五十七条

被保護 者は、既 に給与を 受けた保護 金品又はこ れを受け る権利を 差し押え られること がない。

（ 差押禁止 ）
第五十八条

保 護又は就 労自立給付金 の支給を 受ける権 利は、譲 り渡すこと ができない 。

（譲渡禁 止）
第五十 九条

被保護者は 、保護の実 施機関が 、第三十 条第一項 ただし書の 規定により 、被保護 者を救護 施設、更 生施設若し くはその他 の適当な 施

（指示等 に従う義 務）
第六 十二条

設に入所 させ、若 しくはこれ らの施設 に入所を 委託し、若 しくは私 人の家庭に 養護を委 託して保 護を行うこ とを決定 したとき、 又は第二 十七条
２

保 護の実施機 関は、被保 護者が前 二項の規 定による 義務に違反 したときは 、保護の 変更、停 止又は廃 止をするこ とができる 。

保護施設 を利用す る被保護 者は、第 四十六条 の規定により 定められ たその保 護施設の 管理規程に 従わなけれ ばならな い。

の規 定により 、被保護 者に対し、 必要な指導 又は指示 をしたと きは、こ れに従わな ければなら ない。
３

保護の実 施機関は 、前項の規 定により保 護の変更 、停止又 は廃止の 処分をする 場合には、 当該被保 護者に対 して弁明 の機会を与 えなければ な

第十九条 第四項の 規定により 市町村長が 保護の決 定及び実 施に関す る事務の全 部又は一部 をその管 理に属す る行政庁 に委任した 場合

第三項の規 定による 処分につい ては、行 政手続法 第三章（第 十二条及 び第十四条 を除く。 ）の規定 は、適用し ない。

らない。 この場合 において は、あらか じめ、当 該処分をし ようとす る理由、 弁明をすべ き日時及 び場所を通 知しなけ ればなら ない。

４
５
（審 査庁）
第六 十四条

における 当該事務 に関する 処分並び に第五十五 条の四第二 項の規定 により市 町村長が 就労自立給 付金の支給 に関する 事務の全 部又は一 部をその

管 理に属する 行政庁に 委任した場 合におけ る当該事 務に関する 処分につ いての審査 請求は、 都道府県 知事に対し てするも のとする。
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（裁決を すべき期 間）

厚生労働大 臣又は都道 府県知事 は、保護 の決定及 び実施に関 する処分又 は就労自 立給付金 の支給に 関する処分 についての 審査請求 が

行政不服審査 法第四十 三条第一 項の規定 による諮問 をする場合

対する裁決 をしなけ ればなら ない。
一
前号に 掲げる場合 以外の場合

五十日

二

審査請 求人は、 審査請求 をした日 （行政不服 審査法第二 十三条の 規定によ り不備を 補正すべき ことを命じ られた場 合にあつ ては、当 該不備を

七十日

じた 場合にあ つては、 当該不備が 補正された 日）から 次の各号 に掲げる 場合の区分 に応じそれ ぞれ当該 各号に定 める期間 内に、当該審 査請求に

されたと きは、当 該審査請求 がされた 日（行政 不服審査法 （平成二 十六年法律 第六十八 号）第二 十三条の規 定により 不備を補正 すべきこ とを命

第六 十五条

２

七十日

補正 した日。 第一号に おいて同じ 。）から 次の各号に 掲げる場 合の区分 に応じそれ ぞれ当該 各号に定め る期間内 に裁決が ないときは 、厚生労 働

当該審査 請求をした 日から五十 日以内に 行政不服 審査法第 四十三条第三 項の規定 により通 知を受け た場合

大臣又は 都道府県知 事が当該 審査請求 を棄却し たものとみ なすことが できる。
一
前号に 掲げる場 合以外の 場合

五十日

二
（ 再審査請求 ）

市町村 長がした 保護の決定 及び実施 に関する処 分若しく は第十九 条第四項の 規定によ る委任に基 づいて行 政庁がし た処分に係 る審査

前条第一 項（各号 を除く。） の規定は、 再審査請 求の裁決 について 準用する。 この場合に おいて、 同項中「 当該審査 請求」とあ るのは「当 該

きる 。

基づいて行 政庁がし た処分に 係る審査 請求につい ての都道府 県知事の 裁決に不 服がある 者は、厚生労 働大臣に 対して再 審査請求 をするこ とがで

請求 について の都道府 県知事の裁 決又は市町 村長がし た就労自 立給付金 の支給に関 する処分若 しくは第 五十五条 の四第二 項の規定に よる委任に

第六十六条

２

再審査請 求」と、 「第二十 三条」とあ るのは「 第六十六条 第一項に おいて読 み替えて準 用する同 法第二十三 条」と、 「次の各 号に掲げる 場合の
区分 に応じそ れぞれ当 該各号に定 める期間 内」とある のは「七 十日以内 」と読み替 えるもの とする。
（市 町村の支 弁）
市 町村は、 次に掲げ る費用を支 弁しなけれ ばならな い。
保護の実 施に要する 費用（以 下「保護 費」とい う。）

その 長が第十 九条第一 項の規定 により行う 保護（同条 第五項の 規定によ り委託を 受けて行う 保護を含む 。）に関 する次に 掲げる費 用

第七 十条
一
イ
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二

ロ

ハ

第三十 条第一項 ただし書、 第三十三条 第二項又 は第三十 六条第二 項の規定に より被保護 者を保護 施設に入 所させ、 若しくは入 所を委託し

、又は保 護施設を 利用させ、 若しくは 保護施設 にこれを委 託する場 合に、これ に伴い必 要な保護 施設の事務 費（以下 「保護施設 事務費」 と
いう 。）

第三 十条第一 項ただし書 の規定によ り被保護 者を適当 な施設に 入所させ、 若しくはそ の入所を 適当な施 設に委託 し、又は私人 の家庭に 養
護を委 託する場 合に、こ れに伴い 必要な事務費 （以下「 委託事務 費」とい う。）

その長 の管理に 属する福 祉事務所 の所管区域内 に居住地 を有する 者に対し て、都道 府県知事又は 他の市町 村長が第 十九条第 二項の規定 によ

り行う 保護（同条 第五項の 規定によ り委託を 受けて行う 保護を含む 。）に関 する保護 費、保護 施設事務費 及び委託事 務費

その長 の管理に属 する福祉事 務所の所 管区域内 に居住地 を有する者 に対して、 他の町村 長が第十 九条第六 項の規定に より行う保 護に関す る
その設置 する保護 施設の設備 に要する 費用（以下 「設備費 」という 。）

三
四

その 長が第五十 五条の四 第一項の 規定によ り行う就労 自立給付金 の支給（ 同条第三 項の規定 により委託 を受けて行 うものを 含む。） に要す

保護費、 保護施設 事務費及 び委託事務 費
五

七

六

この法律 の施行に 伴い必要な その事務 費（以下 「行政事務 費」とい う。）

この 法律の施 行に伴い 必要なそ の人件費

その長 が第五十 五条の六 の規定により 行う被保 護者就労 支援事業 の実施に要 する費用

る費用

八
（都 道府県の 支弁）

都道府県 は、次に 掲げる費 用を支弁 しなければな らない。

その 長の管理 に属する 福祉事務所 の所管区 域内に居住 地を有す る者に対 して、他の 都道府県 知事又は市 町村長が 第十九条 第二項の規 定によ

費 及び委託 事務費

その長が第十 九条第一 項の規定 により行 う保護（ 同条第五項の 規定によ り委託を 受けて行 う保護を含 む。）に関 する保護 費、保護 施設事務

第七十一条
一
二

り行 う保護（同 条第五項 の規定に より委託 を受けて行 う保護を含 む。）に 関する保 護費、保 護施設事務 費及び委託 事務費

その 長の管理に 属する福 祉事務所 の所管区 域内に現在 地を有する 者（その 所管区域 外に居住 地を有する 者を除く。 ）に対し て、町村 長が第
その設 置する保 護施設の 設備費

三
四

その 長が第五 十五条の 四第一項 の規定によ り行う就労 自立給付 金の支給 （同条第 三項の規定 により委託 を受けて 行うもの を含む。 ）に要す

十九条 第六項の 規定によ り行う保護 に関する 保護費、保 護施設事 務費及び 委託事務費
五

る 費用
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八

七

六
この法律 の施行に 伴い必要な その行政 事務費

この 法律の施 行に伴い 必要なそ の人件費

その長 が第五十 五条の六の 規定により 行う被保 護者就労 支援事業 の実施に要 する費用

（都 道府県の 負担）
都道府県 は、政令 で定める ところによ り、次に掲 げる費用 を負担し なければ ならない。

居住地がない か、又は 明らかで ない被保 護者につき 市町村が支 弁した保 護費、保 護施設事 務費及び委 託事務費の 四分の一

第七十三条
一

宿所提 供施設又は 児童福祉法 （昭和二 十二年法 律第百六 十四号）第 三十八条に 規定する 母子生活 支援施設 （第四号に おいて「母 子生活支 援

宿所提 供施設又 は母子生 活支援施設に ある被保 護者につ きこれら の施設の所 在する市町 村が支弁 した就労 自立給付 金費の四分 の一

同じ。 ）の四分 の一

居住 地がないか 、又は明 らかでな い被保護 者につき市 町村が支弁 した就労 自立給付 金費（就 労自立給付 金の支給に 要する費 用をいう 。以下

を除 く。同号に おいて同 じ。）に つきこれ らの施設の 所在する市 町村が支 弁した保 護費、保 護施設事務 費及び委託 事務費の 四分の一

施設」と いう。） にある被 保護者（こ れらの施設 を利用す るに至る 前からそ の施設の所 在する市町 村の区域 内に居住 地を有し ていた被保 護者

二

三
四
（ 都道府県の 補助）

都道府 県は、左 に掲げる場 合におい ては、第四 十一条の 規定によ り設置した 保護施設 の修理、改 造、拡張 又は整備 に要する費 用の四

一

その地域に都 道府県又 は市町村 の設置す る同種の 保護施設がな いか、又 はあつて もこれに 収容若しく は供用の余 力がない とき。

その保 護施設を 利用する ことがそ の地域にお ける被保護 者の保護 のため極 めて効果 的であるとき 。

厚生 労働大臣 は、その 保護施設に 対して、 その業務又 は会計の 状況につ いて必要と 認める事 項の報告を 命ずるこ とができ る。

第四十三 条から第 四十五条ま でに規定す るものの 外、前項 の規定に より補助を 受けた保護 施設に対 する監督 について は、左の各 号による。

二

分の 三以内を 補助する ことができ る。

第七十四条

２
一

厚生労働 大臣及び 都道府県知 事は、そ の保護施設 の予算が 、補助の 効果を上げ るために 不適当と認 めるとき は、その 予算につい て、必要 な

厚生労働 大臣及び都 道府県知事 は、その 保護施設 の職員が 、この法律 若しくはこ れに基く 命令又は これらに 基いてする処 分に違反 したとき

変更をす べき旨を指 示すること ができる 。

二
三

は 、当該職 員を解職 すべき旨を 指示するこ とができ る。
（ 国の負担及 び補助）
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一
市町村及 び都道府 県が支弁し た就労自 立給付金 費の四分の 三

市町 村及び都 道府県が 支弁した 保護費、保 護施設事務 費及び委 託事務費 の四分の 三

国は、政 令で定め るところに より、次に 掲げる費 用を負担 しなけれ ばならない 。

二

国は、政 令の定め るところに より、都道 府県が第 七十四条 第一項の 規定により 保護施設の 設置者に 対して補 助した金 額の三分の 二以内を補 助

護者の 数その他の 事情を勘 案して政 令で定め るところに より算定し た額の四 分の三

都道府 県が支弁 した被保 護者就労 支援事業に係 る費用の うち、当 該都道府 県の設置 する福祉事務 所の所管 区域内の 町村にお ける人口、 被保

ところ により算 定した額 の四分の 三

市町 村が支弁 した被保護 者就労支 援事業に 係る費用の うち、当 該市町村に おける人 口、被保 護者の数そ の他の事 情を勘案し て政令で 定める

四

三

第七 十五条

２

就労自 立給付金の支 給を受け る権利は 、二年を 経過したと きは、時効 によつて 消滅する 。

すること ができる 。
（時効）
第七十 六条の三

不実の 申請その 他不正な 手段によ り保護を受 け、又は他 人をして 受けさせ た者があ るときは、 保護費を支 弁した都 道府県又 は市町村

保 護の実施 機関は、 被保護者 が、保護金 品（金銭給 付によつ て行うも のに限る 。）の交付 を受ける前 に、厚生 労働省令 で定める

前 三項の規 定による 徴収金は、こ の法律に 別段の定 めがある 場合を除 き、国税徴収 の例によ り徴収す ることが できる。

収するこ とができる 。

県又 は市町村 の長は、 その費用の 額の全部 又は一部を 、その者 から徴収 するほか、 その徴収 する額に百 分の四十 を乗じて 得た額以下 の金額を 徴

偽りそ の他不正 な手段に より就労 自立給付金 の支給を受 け、又は 他人をし て受けさ せた者があ るときは、 就労自立 給付金費 を支弁し た都道府

の 金額を徴 収すること ができる。

定医 療機関、指定 介護機関 又は指定 助産機関 若しくは 指定施術機関 から徴収 するほか 、その返 還させるべ き額に百分 の四十を 乗じて得 た額以下

産機関若し くは指定 施術機関 があると きは、当該 費用を支弁 した都道 府県又は 市町村の 長は、その支 弁した額 のうち返 還させる べき額を その指

偽 りその他 不正の行 為によつて 医療、介 護又は助産 若しくは 施術の給 付に要する 費用の支払 を受けた 指定医療 機関、指 定介護機関 又は指定助

できる。

の 長は、その 費用の額 の全部又は 一部を、 その者か ら徴収する ほか、そ の徴収する 額に百分 の四十を 乗じて得た 額以下の 金額を徴収 すること が

第七十八 条

２

３

４

第七十八 条の二

と ころにより 、当該保 護金品の一 部を、前 条第一項 の規定によ り保護費 を支弁した 都道府県 又は市町 村の長が徴 収するこ とができる 徴収金の 納
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２

３

入 に充てる 旨を申し 出た場合に おいて、保 護の実施 機関が当 該被保護 者の生活の 維持に支障 がないと 認めたと きは、厚 生労働省令 で定めると こ
ろにより 、当該被 保護者に 対して保 護金品を交 付する際に 当該申出 に係る徴 収金を徴 収すること ができる。

支給機関 は、被保護 者が、就労 自立給付 金の支給 を受ける 前に、厚生 労働省令で 定めると ころによ り、当該 就労自立給 付金の額の 全部又は 一

部を、前 条第一項 の規定によ り保護費 を支弁し た都道府県 又は市町 村の長が徴 収するこ とができ る徴収金の 納入に充 てる旨を申 し出たと きは、

厚生 労働省令 で定める ところによ り、当該被 保護者に 対して就 労自立給 付金を支給 する際に当 該申出に 係る徴収 金を徴収 することがで きる。

前二項の 規定によ り前条第 一項の規 定による徴 収金が徴収 されたと きは、当 該被保護 者に対して 当該保護金 品（第一 項の申出 に係る部 分に限

別表第 三の上欄に 掲げる地 方公共団 体がそれぞ れ同表の 下欄に掲げ る規定に より処理 することと されてい る事務は、 地方自治 法

る。 ）の交付又は 当該就労 自立給付 金（前項 の申出に係 る部分に限 る。）の 支給があ つたもの とみなす。
（事務の 区分）
第八 十四条の五
第二条第 九項第一号 に規定す る第一号 法定受託 事務とする 。
（ 罰則）

不実の 申請その 他不正な 手段によ り保護を受 け、又は他 人をして 受けさせ た者は、 三年以下の 懲役又は百 万円以下 の罰金に 処する。

偽りそ の他不正 な手段に より就労自 立給付金 の支給を受 け、又は 他人をし て受けさせ た者は、 三年以下の 懲役又は 百万円以 下の罰金に 処する。

た だし、刑法 （明治四 十年法律第 四十五号 ）に正条 があるとき は、刑法 による。

第八十五 条
２

第五十五条 の六第三 項の規定 に違反し た者は、一 年以下の懲 役又は百 万円以下 の罰金に 処する。

ただ し、刑法 に正条が あるときは 、刑法によ る。
第八十 五条の二

第四十 四条第一 項、第五 十四条第一 項（第五十 四条の二 第四項及 び第五項 並びに第五 十五条第二 項におい て準用す る場合を 含む。以

法人 の代表者又 は法人若 しくは人 の代理人 、使用人そ の他の従業 者が、そ の法人又 は人の業 務に関し、 前項の違反 行為をし たときは 、行為者

十 四条第一 項の規定 による当 該職員の調査 若しくは 検査を拒 み、妨げ 、若しく は忌避した者 は、三十 万円以下 の罰金に 処する。

に対 して、答 弁せず、若 しくは虚偽 の答弁を し、又は 第二十八 条第一項（ 要保護者が 違反した 場合を除 く。）、 第四十四条第 一項若し くは第五

第一項の 規定による 物件の提 出若しく は提示を せず、若し くは虚偽の 物件の提 出若しく は提示を し、若しく は同項の規 定による 当該職員 の質問

下こ の項にお いて同じ 。）、第五 十五条の 五若しくは 第七十四 条第二項 第一号の規 定による 報告を怠り 、若しく は虚偽の 報告をし、 第五十四 条

第八十六条

２

を 罰するほか 、その法 人又は人に 対しても 前項の刑 を科する。
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別表第一 （第二十九 条関係）
（略 ）

（略）

又は福 祉事務所 を管理
二

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

する町村長
庭自 立支援給 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（昭 和三十九 年法律第 百三十四 号）による 障害児福祉 手当又は 特別障
害者 手当の支給 に関する 情報

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 祉手当の 支給に
関する 情報

生活困窮 者自立支 援法（平 成二十五年 法律第百 五号）によ る生活困 窮者住居 確保給付金 の支給に 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 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

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 情報

（ 略）

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

六

五

四

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 る母子家庭 自立支援 給付金又 は父子家

都道 府県知事 又は市

三

都道 府県知事 、市長

一 ～五
六

七
町 村長

（略）

（略）

八～十五
備考

介護保険 法第四十 一条第一項 本文の 同 法 第 七 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス の 事 業 の 廃 止 が あ つ た と

別表第二（ 第五十四 条の二関 係）
その 事業として 居宅介

指定

法第 四 十一 条 第一 項 本文 の指 定 の 取消 しが あ つた と き、 又は 同法 第七十 条の二

き 、 同法 第 七十 七条 第 一 項若 しく は 第百 十 五条 の 三十 五 第六項 の規定 によ る同

護を行う 者又は特定 福
祉用 具販売事業 者

第一 項の規定 により同 法第四十 一条第一項 本文の指定 の効力が 失われた とき。

介護保険 法第七十 一条第一 項の規定 同 法 第 七 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス の 事 業 の 廃 止 が あ つ た と

に より同法第 四十一条第 一項本文 の き 、 同 法 第 七 十 一 条 第 二 項 、 第 七 十 七 条 第 一 項 若 し く は 第 百 十 五 条 の 三 十 五 第
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は 同法 第 七十 条 の二 第 一項 の規 定 によ り 同法 第 四十 一 条第 一項本 文の 指定 の効

指 定があつ たものと みなされた 居宅 六 項 の 規 定 に よ る 同 法 第 四 十 一 条 第 一 項 本 文 の 指 定 の 取 消 し が あ つ た と き 、 又
サービス に係る同 項本文の 指定
力が 失われた とき。

介護保険 法第七十 二条第一項 の規定 同 法 第 七 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス の 事 業 の 廃 止 が あ つ た と

によ り同法第四 十一条第 一項本文 の き 、 同 法 第 七 十 二 条 第 二 項 、 第 七 十 七 条 第 一 項 若 し く は 第 百 十 五 条 の 三 十 五 第

は 同法 第 七十 条 の二 第 一項 若 しく は第 七 十二 条 第二 項 の規 定に より同 法第 四十

指定があつ たものと みなされ た居宅 六 項 の 規 定 に よ る 同 法 第 四 十 一 条 第 一 項 本 文 の 指 定 の 取 消 し が あ つ た と き 、 又
サー ビスに係る同 項本文の 指定

一条 第一項本 文の指定 の効力が失 われたとき 。

介護保険 法第四十 二条の二 第一項本 同 法 第 七 十 八 条 の 五 第 二 項 の 規 定 に よ る 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス の 事 業 の 廃 止

文の 指定（同法 第八条第 二十二項 に が あ つ た と き 、 同 法 第 七 十 八 条 の 十 の 規 定 に よ る 同 法 第 四 十 二 条 の 二 第 一 項 本

規定する 地域密着型 介護老人 福祉施 文 の 指 定 の 取 消 し が あ つ た と き 、 又 は 同 法 第 七 十 八 条 の 十 二 に お い て 読 み 替 え

設に 係る指定及 び同法第 七十八条の て 準 用 す る 同 法 第 七 十 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 同 法 第 四 十 二 条 の 二 第 一 項 本
十 五第二項 に規定す る指定期 間開始 文の指定 の効力が失 われたと き。
時有効指 定を除く 。）

介 護保険法第 七十八条の 十二にお い 同 法 第 七 十 八 条 の 五 第 二 項 の 規 定 に よ る 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス の 事 業 の 廃 止

て読み替 えて準用 する同法第 七十一 が あ つ た と き 、 同 法 第 七 十 八 条 の 十 若 し く は 同 法 第 七 十 八 条 の 十 二 に お い て 読

条第 一項の規定 により同 法第四十 二 み 替 え て 準 用 す る 同 法 第 七 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 同 法 第 四 十 二 条 の 二 第 一

条の二第一 項本文の 指定があ つたも 項 本 文 の 指 定 の 取 消 し が あ つ た と き 、 又 は 同 法 第 七 十 八 条 の 十 二 に お い て 読 み

のと みなされた地 域密着型 サービス 替 え て 準 用 す る 同 法 第 七 十 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 同 法 第 四 十 二 条 の 二 第 一
に 係る同項 本文の指定 （同法第八 条 項本文の 指定の効力 が失われ たとき。
第二十二 項に規定 する地域 密着型介
護老 人福祉施設 に係る指 定及び同 法
第七十八 条の十五第 二項に規 定する
指定 期間開始時 有効指定 を除く。）

介 護保険法 第七十八 条の十二 におい 同 法 第 七 十 八 条 の 五 第 二 項 の 規 定 に よ る 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス の 事 業 の 廃 止

て読み替 えて準用 する同法 第七十二 が あ つ た と き 、 同 法 第 七 十 八 条 の 十 若 し く は 同 法 第 七 十 八 条 の 十 二 に お い て 読

条 第一項の規 定により同 法第四十 二 み 替 え て 準 用 す る 同 法 第 七 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 同 法 第 四 十 二 条 の 二 第 一
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条 の二第一 項本文の 指定があつ たも 項 本 文 の 指 定 の 取 消 し が あ つ た と き 、 又 は 同 法 第 七 十 八 条 の 十 二 に お い て 読 み

のとみな された地 域密着型 サービス 替 え て 準 用 す る 同 法 第 七 十 条 の 二 第 一 項 若 し く は 第 七 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ

に 係る同項本 文の指定（ 同法第八 条 り同法第 四十二条の 二第一項本 文の指定 の効力が 失われた とき。
第二十二 項に規定 する地域密 着型介
護老 人福祉施設 に係る指 定及び同 法
第七十八条 の十五第 二項に規 定する
指定 期間開始時有 効指定を 除く。）

介 護保険法 第七十八条 の十三第一 項 同 法 第 七 十 八 条 の 十 七 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 同 法 第 七 十 八 条 の 五 第

の規定に より公募 により行 う同項に 二 項 の 規 定 に よ る 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス の 事 業 の 廃 止 が あ つ た と き 、 同 法 第

規定 する市町村 長指定区 域・サー ビ 七 十 八 条 の 十 七 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 同 法 第 七 十 八 条 の 十 の 規 定 に

七 十 八条 の十 五 第一 項 の規 定 によ り 同法 第四 十 二 条の 二第 一項 本文の 指定 の効

ス事業所 に係る同法 第四十二 条の二 よ る 同 法 第 四 十 二 条 の 二 第 一 項 本 文 の 指 定 の 取 消 し が あ つ た と き 、 又 は 同 法 第
第一 項本文の指 定

力が 失われた とき。

介護保険 法第七十 八条の十 五第二項 同 法 第 七 十 八 条 の 五 第 二 項 の 規 定 に よ る 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス の 事 業 の 廃 止

に 規定する指 定期間開始 時有効指 定 が あ つ た と き 、 同 法 第 七 十 八 条 の 十 の 規 定 に よ る 同 法 第 四 十 二 条 の 二 第 一 項 本

文の 指 定の 取消 し があ つ たと き 、又 は 同法 第七 十 八条 の 十五第 三項 （同 条第五

項 にお い て準 用 する 場合 を 含む 。 ）の 規 定に よ り同 法第 四 十二条 の二 第一項 本

護 支援計画 を作成する

その 事業として居 宅介

法第 四 十六 条第 一 項の 指 定の 取 消し があ つ たと き 、又 は 同法第 七十 九条 の二第

き 、同 法 第八 十 四条 第 一項 若し く は第 百 十五 条 の三 十 五第 六項の 規定 によ る同

介 護保険法 第四十六 条第一項 の指定 同 法 第 八 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 指 定 居 宅 介 護 支 援 の 事 業 の 廃 止 が あ つ た と

文の指定の効 力が失わ れたとき 。

者

介護 保険法第四 十二条の 二第一項 本 同 法 第 七 十 八 条 の 八 の 規 定 に よ る 同 法 第 四 十 二 条 の 二 第 一 項 本 文 の 指 定 の 辞 退

一項 の規定によ り同法第 四十六条 第一項の指 定の効力 が失われた とき。
地域密着 型介護老人 福

文の指定

があ つ たと き 、同 法 第七 十八 条 の 十の 規定 に よる 同 法第 四十 二条 の二第 一項本

祉施 設

文 の 指定 の 取消 しが あ つ たと き、 又 は同 法第 七 十 八条 の十 二に おいて 読み 替え

て準 用 する 同 法第 七 十条 の二 第 一 項の 規定 に より 同法 第 四十 二条 の二第 一項本
文の 指定の効 力が失われ たとき。
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介 護老人福 祉施設

介護 老人保健施 設

介護医療 院

た とき 、 同法 第 九十 二 条第 一項 若 しく は 第百 十 五条 の 三十 五第六 項の 規定 によ

介護保 険法第四十 八条第一 項第一号 同 法 第 九 十 一 条 の 規 定 に よ る 同 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 一 号 の 指 定 の 辞 退 が あ つ
の指定

る 同号 の 指定 の 取消 し があ つ たと き、 又 は同 法 第八 十 六条 の二第 一項 の規 定に
より同号 の指定の効 力が失わ れたとき。

同法 第 百十 三条 第 二項 の 規定 に よる 介護 医 療院 の 廃止 が あつた とき 、同 法第百

定に より同法 第九十四 条第一項の 許可の効力 が失われ たとき。

四条 第 一 項の 許可 の 取消 しが あ つ たと き、 又 は同 法 第九 十四 条の 二第一 項の 規

法第 百四 条 第一 項若 し く は第 百十 五 条の 三 十五 第 六項 の 規定に より同 法第 九十

介護保険 法第九十四 条第一項 の許可 同 法 第 九 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 介 護 老 人 保 健 施 設 の 廃 止 が あ つ た と き 、 同

介 護保険法第 百七条第一 項の許可

十 四条 の 六第 一 項若 し くは 第百 十 五条 の 三十 五 第六 項 の規 定によ り同 法第 百七

条第 一項 の 許可 の 取消 し があ つ たと き、 又 は同 法 第百 八 条第一 項の 規定に より

介護 保険法第五十 三条第一 項本文の 同 法 第 百 十 五 条 の 五 第 二 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 事 業 の 廃 止 が

同法第 百七条第 一項の許 可の効力が失 われたと き。
そ の事業と して介護 予
指定

護 予防福祉用 具販売事

第百 十五 条 の十 一に お い て読 み 替え て準 用 する 同 法第 七 十条の 二第一 項の 規定

規 定に よ る同 法 第五 十三 条 第一 項 本文 の 指定 の 取消 しが あ つたと き、 又は同 法

あつ た とき 、同 法 第百 十 五条 の 九第 一 項若 しく は 第百 十 五条の 三十 五第 六項の

防を行う 者又は特 定介
業者

により 同法第五 十三条第 一項本文 の指定の効 力が失われ たとき。

介護保険法 第百十五 条の十一 におい 同 法 第 百 十 五 条 の 五 第 二 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 事 業 の 廃 止 が

て読 み替えて準用 する同法 第七十一 あ つ た と き 、 同 法 第 百 十 五 条 の 九 第 一 項 、 同 法 第 百 十 五 条 の 十 一 に お い て 読 み

条 第一項の 規定により 同法第五十 三 替 え て 準 用 す る 同 法 第 七 十 一 条 第 二 項 若 し く は 同 法 第 百 十 五 条 の 三 十 五 第 六 項

条第一項 本文の指 定があつ たものと の 規 定 に よ る 同 法 第 五 十 三 条 第 一 項 本 文 の 指 定 の 取 消 し が あ つ た と き 、 又 は 同

定によ り同法第 五十三条第 一項本文の 指定の効 力が失わ れたとき 。

みな された介護 予防サー ビスに係 る 法 第 百 十 五 条 の 十 一 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 同 法 第 七 十 条 の 二 第 一 項 の 規
同項本文 の指定

介護 保険法第百 十五条の 十一におい 同 法 第 百 十 五 条 の 五 第 二 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 事 業 の 廃 止 が

て 読み替え て準用す る同法第 七十二 あ つ た と き 、 同 法 第 百 十 五 条 の 九 第 一 項 、 同 法 第 百 十 五 条 の 十 一 に お い て 読 み

条第一項 の規定に より同法 第五十三 替 え て 準 用 す る 同 法 第 七 十 二 条 第 二 項 若 し く は 同 法 第 百 十 五 条 の 三 十 五 第 六 項

条 第一項本文 の指定があ つたもの と の 規 定 に よ る 同 法 第 五 十 三 条 第 一 項 本 文 の 指 定 の 取 消 し が あ つ た と き 、 又 は 同
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く は第 七 十二 条 第二 項 の規 定に よ り同 法 第五 十 三条 第 一項 本文の 指定 の効 力が

み なされた 介護予防 サービスに 係る 法 第 百 十 五 条 の 十 一 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 同 法 第 七 十 条 の 二 第 一 項 若 し
同項本文 の指定
失わ れたとき 。

介護保険 法第五十 四条の二第 一項本 同 法 第 百 十 五 条 の 十 五 第 二 項 の 規 定 に よ る 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス の

事 業 の廃 止 があ つた と き 、同 法第 百 十五 条の 十 九 の規 定 による 同法第 五十 四条

その事業 として介 護予

あ つた と き、 同 法第 百十 五 条の 二 十九 の 規定 によ る 同法 第 五十八 条第一 項の 指

介 護保険法第 五十八条第 一項の指 定 同 法 第 百 十 五 条 の 二 十 五 第 二 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護 予 防 支 援 の 事 業 の 廃 止 が

文の 指定

の二 第一 項 本文 の指 定 の 取消 しが あ つた と き、 又 は同 法 第百十 五条の 二十 一に

おい て 準 用す る同 法 第七 十条 の 二 第一 項の 規 定に よ り同 法第 五十 四条の 二第 一

防支 援計画を作 成する

定 の 取消 し があ つた と き 、又 は同 法 第百 十五 条 の 三十 一 におい て準用 する 同法

項本 文の指定 の効力が 失われたと き。

者

第七 十 条 の二 第一 項 の規 定 によ り 同法 第 五十 八条 第 一項 の 指定の 効力が 失わ れ

介 護保険法 第百十五条 の四十五の 三 同 法 第 百 十 五 条 の 四 十 五 の 九 の 規 定 に よ る 同 法 第 百 十 五 条 の 四 十 五 の 三 第 一 項

たと き。
介護予防 ・日常生 活支
第一項の 指定

の 指定 の 取消 し があ つた と き、 又 は同 法 第百 十 五条 の四 十 五の六 第一 項の規 定

援 事業者

により同 法第百十五 条の四十 五の三第一 項の指定 の効力が 失われたと き。

第十九 条第一項 から第五 項まで、 第二十四条 第一項及び 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

別表第 三（第八十 四条の五関 係）
都 道府県、 市及び福祉 事

を含む。） 並びに第八 項、第二 十五条第 一項及び 第二項、第 二十六条、 第二十七 条第一項 、第二十 八条第一項 、第

第二十 三条第一 項及び第 二項、第二 十九条第二 項、第四 十条第二 項、第四 十一条第二 項から第五 項まで、 第四十二

第八十一 条

第 四項、第六 十三条、 第七十六 条第一項、 第七十七 条第二項、 第七十八 条の二第 一項及び第 二項、第 八十条並び に

条の二 において 準用する 場合を含む。 ）、第五 十五条の 四、第五 十五条の 五、第六十一 条、第六 十二条第 三項及び

）、第四 十七条第一 項、第四十 八条第四 項、第五 十三条第 四項（第五 十四条の二 第四項及 び第五項 並びに第 五十五

二項 及び第五項 、第二十 九条、第 三十条か ら第三十七 条の二まで （第三十 条第二項 及び第三 十三条第三 項を除く。

務所を設 置する町 村

都 道府県
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◎

市町 村
（略 ）

条 、第四十三 条第一項 、第四十 四条第一項 、第四十 五条、第四 十六条第 二項及び 第三項、第 四十八条 第三項、第 四

十九条、 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。

） 並びに第五 十四条の二 第五項及 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、第 五十条第 二項、第五 十条の二及 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 五項並

びに第 五十五条 第二項に おいて準 用する場合を 含む。） 、第五十 三条第一 項及び第 三項（これら の規定を 第五十四

条の二第四項 及び第五 項並びに 第五十五 条の二にお いて準用す る場合を 含む。） 、第五十 四条第一項 （第五十四 条

の二第 四項及び第 五項並び に第五十五 条第二項 において 準用する場 合を含む 。）、第五 十四条の 二第一項 、第五十

五 条第一項、 第五十五 条の三、第 六十五条 第一項、 第七十四条 第二項第 二号及び第 三号、第 七十七条 第一項、第 七

十八条、 第八十三 条の二並 びに第七十 四条の二に おいて準 用する社 会福祉法 第五十八条 第二項から 第四項ま で

第二十 九条第二 項、第四十 三条第二項 、第七十 七条第一 項及び第 七十八条並 びに第七十 四条の二 において 準用する
社会福祉 法第五十八 条第二項か ら第四項 まで
（略）

第三 章

第二章

第一 章

社 会福祉主事 （第十八条 ・第十九 条）

福祉に関 する事務 所（第十 四条―第 十七条）

地 方社会福 祉審議会 （第七条 ―第十三条 ）

総則 （第一条 ―第六条）

社会 福祉法（昭 和二十六 年法律第 四十五号 ）（抄）

第 四章

指導監督 及び訓練 （第二十条 ・第二十 一条）

目次

第五章

通則（第二 十二条―第 三十条）

社会 福祉法人

第一節

設立（ 第三十一 条―第三十 五条）

第六 章
第二節

機関の設 置（第三十 六条・第 三十七条 ）

機関

第一款

評議 員等の選任 及び解任 （第三十 八条―第四 十五条の 七）

第 三節
第二 款
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第七款

第六款

第五 款

第四款

第三 款

役員等 の損害賠 償責任（ 第四十五条の 二十―第 四十五条 の二十二 ）

会計監査 人（第四十 五条の十九 ）

監事 （第四十五 条の十八 ）

理事及び 理事会（第 四十五条 の十三― 第四十五条 の十七）

評議 員及び評 議員会（ 第四十五条 の八―第四 十五条の 十二）

会計の原 則等（第四 十五条の 二十三）

計算

第一款
会計 帳簿（第 四十五条の 二十四― 第四十五条 の二十六 ）

第四節
第二 款
定款の 変更（第 四十五条 の三十六 ）

計算書類 等（第四十 五条の二 十七―第四 十五条の 三十五）

第五 節
解散及び清 算並びに合 併

第三款
第六節

第 二目

第一目

財産目録 等（第四十 六条の二 十二―第 四十六条 の二十九）

清算 法人の機 関（第四 十六条の 五―第四十 六条の二十 一）

清算の 開始（第四 十六条の 三・第四十 六条の四 ）

解散（ 第四十六 条・第四十六 条の二）

第三目

債務 の弁済等 （第四十六 条の三十― 第四十六 条の三十 四）

第一款

第四 目

残 余財産の 帰属（第 四十七条 ）

清算

第五目

清算事 務の終了等 （第四十 七条の二 ―第四十 七条の七）

第二 款

第六 目
第一目

吸収 合併（第 四十九条 ―第五十四 条の四）

通則（ 第四十八条 ）

合併

第二 目

新設合併（ 第五十四 条の五― 第五十四 条の十一）

第三 款

第三目

合併 の無効の訴 え（第五十 五条）
社 会福祉充 実計画（第 五十五条の 二―第五 十五条の 四）

第四 目
第 七節

助成及び 監督（第 五十六条 ―第五十九 条の三）
社会 福祉事業 （第六十条 ―第七十 四条）

第八節
第 七章
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第一節
福祉 サービスの 利用の援 助等（第 八十条― 第八十七条 ）

情報の提 供等（第 七十五条 ―第七十九 条）

福 祉サービ スの適切な 利用

第 二節
社会福祉 を目的とす る事業を経 営する者 への支援 （第八十 八条）

第 八章

第三節
社会 福祉事業 等に従事す る者の確保 の促進
基 本指針等 （第八十九 条―第九 十二条）

第九 章
第一節
福祉人材 センター
都道 府県福祉 人材センタ ー（第九 十三条―第 九十八条 ）

第二節
第一 款
中央福祉 人材センタ ー（第九 十九条―第 百一条）
福利厚 生センタ ー（第百 二条―第 百六条）

第二款
第三 節
第一節
地 域福祉計 画（第百七 条・第百八 条）

包括的 な支援体 制の整備（ 第百六条 の二・第百 六条の三 ）

地域福祉の 推進

第 二節

社会福祉 協議会（ 第百九条 ―第百十一 条）

第十章

第三節
雑則（ 第百二十五 条―第百 三十条）

共同 募金（第百 十二条― 第百二十 四条）

第十一章

罰 則（第百 三十条の二 ―第百三十 四条）

第 四節
第十 二章
附則
（ 定義）

こ の法律に おいて「 社会福祉 事業」とは 、第一種社 会福祉事 業及び第 二種社会 福祉事業を いう。

老人福祉 法（昭和 三十八年法 律第百三 十三号） に規定する 養護老人 ホーム、特 別養護老 人ホーム 又は軽費老 人ホーム を経営する 事業

又は児童 自立支援 施設を経 営する事 業

児童福 祉法（昭 和二十二 年法律第百六 十四号） に規定す る乳児院 、母子生 活支援施設、 児童養護 施設、障 害児入所 施設、児童 心理治療施 設

扶助を 行うこと を目的と する施設を 経営する 事業及び生 計困難者 に対して 助葬を行う 事業

生活 保護法（昭 和二十五 年法律第 百四十四 号）に規定 する救護施 設、更生 施設その 他生計困 難者を無料 又は低額な 料金で入 所させて 生活の

次に掲げる 事業を第 一種社会福 祉事業と する。

第二条
２
一
二
三
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３

六

五

四

授産 施設を経 営する事業 及び生計 困難者に 対して無利 子又は低 利で資金を 融通する 事業

売春防止 法（昭和 三十一年法 律第百十 八号）に 規定する婦 人保護施 設を経営す る事業

削除

障害者 の日常生 活及び社会 生活を総合 的に支援 するため の法律（ 平成十七年 法律第百二 十三号） に規定す る障害者 支援施設を 経営する事 業

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。

七
一

生活困窮 者自立支 援法（平 成二十五 年法律第百 五号）に規 定する認 定生活困 窮者就労 訓練事業

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

一の 二
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

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

童の福祉 の増進につ いて相談に 応ずる事 業
二の 二
ど も園を経 営する事 業

民間あっ せん機関 による養 子縁組のあ っせんに係 る児童の 保護等に 関する法 律（平成二 十八年法律 第百十号 ）に規定 する養子 縁組あつ

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

寡婦日 常生活支 援事業及 び同法に 規定する母 子・父子福 祉施設を 経営する 事業

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 業又は

せ ん事業

二の三
三
四

共同生 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

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

人 介護支援 センターを 経営する事 業
四の二

業又 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

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

聴導犬 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
六

削除

及 び身体障 害者の更 生相談に応 ずる事業
七
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４

十

九

八

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 又は介護医 療院を利 用

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

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

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

させる事 業
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

を図るため の各種の 事業を行う ものをい う。）
十二

項 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

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。

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

の適 切な利用の 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）
第十 四条

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
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。

２
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

務所 の所管区 域としな ければなら ない。
４

こ の法律に おいて「社会 福祉法人 」とは、 社会福祉 事業を行 うことを目的 として、 この法律 の定める ところによ り設立され た法人を

（ 略）

合 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 。
５～８
（定義）
第二十 二条
い う。
（ 施設の設置 ）

- 35 -

市町村又 は社会福 祉法人は、 施設を設置 して、第 一種社会 福祉事業 を経営しよ うとすると きは、そ の事業の 開始前に 、その施設 （以

六

五

四

三

二

一

福祉 サービス を必要と する者に対 する処遇 の方法

施設の 管理者及び 実務を担当 する幹部 職員の氏 名及び経 歴

事業開始の予 定年月日

建物そ の他の設 備の規模 及び構造

条例、定 款その他 の基本約款

設置 者の氏名 又は名称、 住所、経 歴及び資 産状況

施設の名 称及び種 類

四

三

二

一

事業の 経営者又 は施設の 管理者に 事故がある ときの処置

経理の方 針

建物 その他の 設備の使用 の権限

施設の管 理者の資 産状況

当該 事業を経 営するた めの財源 の調達及び その管理の 方法

四

三

二

一

脱税そ の他不正 の目的で 当該事業を経 営しよう とするも のでない こと。

当該事業 の経理が他 の経理と分 離できる 等その性 格が社会 福祉法人に 準ずるもの であるこ と。

実務 を担当する 幹部職員 が社会福 祉事業に 関する経験 、熱意及び 能力を有 すること 。

当該事業 の経営者 が社会的信 望を有す ること。

当該 事業を経 営するた めに必要な 経済的基 礎があるこ と。

都道 府県知事は 、前項に 規定する 審査の結 果、その申 請が、同項 に規定す る基準に 適合して いると認め るときは、 社会福祉 施設設置 の許可を

五

ほ か、次に 掲げる基準 によつて、 その申請 を審査し なければ ならない。

都 道府県知事 は、第二項 の許可の 申請があ つたとき は、第六十 五条の規定 により都 道府県の 条例で定 める基準に 適合するか どうかを 審査する

五

な らない。

前 項の許可 を受けよ うとする者は 、第一項 各号に掲 げる事項 のほか、次 に掲げる事 項を記載 した申請 書を当該 都道府県知 事に提出し なければ

開始前に 、その施設 を設置し ようとす る地の都 道府県知事 の許可を受 けなけれ ばならな い。

国、都道府 県、市町 村及び社会 福祉法人 以外の者 は、社会福 祉施設を 設置して、 第一種社 会福祉事 業を経営し ようとす るときは、 その事業 の

七

下「社会 福祉施設 」という 。）を設 置しようと する地の都 道府県知 事に、次 に掲げる 事項を届け 出なければ ならない 。

第六 十二条

２
３

４

５

与 えなければ ならない 。
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６

都道府県 知事は、 前項の許 可を与える に当たつて 、当該事 業の適正 な運営を 確保するた めに必要と 認める条 件を付す ることが できる。
（ 変更）

前条第 一項の規 定による届 出をした 者は、その 届け出た 事項に変 更を生じた ときは、 変更の日か ら一月以 内に、その 旨を当該 都道府

第六十 二条第一項 の規定に よる届出 をし、又は 同条第二項 の規定に よる許可 を受けて 、社会福祉 事業を経営 する者は 、その事 業を廃

前条第四 項から第 六項までの 規定は、前 項の規定 による許 可の申請 があつた場 合に準用す る。

を変 更しようとす るときは 、当該都 道府県知 事の許可を 受けなけれ ばならな い。

前条第二 項の規定 による許 可を受け た者は、同 条第一項第 四号、第 五号及び 第七号並 びに同条第 三項第一号 、第四号 及び第五 号に掲げ る事項

県知 事に届け 出なけれ ばならない 。

第六十三条
２
３
（廃 止）
第六十四条

止し ようとす るときは、 廃止の日の 一月前ま でに、そ の旨を当 該都道府県知 事に届け 出なけれ ばならな い。
（施設の 基準）

都道府県は 、社会福祉 施設の設 備の規模 及び構造 並びに福祉 サービスの 提供の方 法、利用 者等から の苦情への 対応その他 の社会福 祉

二

一

社会 福祉施設 に係る居 室の床面積

社会福 祉施設に配 置する職員 及びその 員数

社会福祉 施設の設 置者は、 第一項の基 準を遵守し なければ ならない 。

社会福祉 施設の利用 定員

令で定め るもの

社会福祉 施設の運 営に関する 事項であ つて、利用 者の適切 な処遇及 び安全の確 保並びに 秘密の保持 に密接に 関連する ものとして 厚生労働 省

四

三

準を 参酌するもの とする。

し、第四号 に掲げる 事項につ いては厚 生労働省令 で定める基 準を標準 として定 めるもの とし、その他 の事項に ついては 厚生労働 省令で定 める基

都 道府県が 前項の条 例を定める に当たつ ては、第一 号から第 三号まで に掲げる事 項について は厚生労 働省令で 定める基 準に従い定 めるものと

施設の運 営につい て、条例で 基準を定 めなけれ ばならない 。

第六 十五条
２

３

（ 管理者）
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第六 十六条

社会福祉 施設には 、専任の管 理者を置か なければ ならない 。

（ 施設を必要 としない 第一種社会 福祉事業 の開始）

市町村 又は社会 福祉法人は 、施設を 必要としな い第一種 社会福祉 事業を開始 したとき は、事業開 始の日か ら一月以内 に、事業 経営地

二

一
条例、 定款その他 の基本約款

事業の種類及 び内容

経営者 の名称及 び主たる 事務所の 所在地

国、都 道府県、 市町村及 び社会福 祉法人以外 の者は、施 設を必要 としない 第一種社 会福祉事業 を経営しよ うとする ときは、 その事業 の開始前

三

の都 道府県知 事に次に 掲げる事項 を届け出な ければな らない。

第六十七条

２

に、 その事業 を経営し ようとする 地の都道 府県知事の 許可を受 けなけれ ばならない 。

前項の 許可を受 けようとす る者は、 第一項各 号並びに第 六十二条第 三項第一 号、第四 号及び第 五号に掲げ る事項を記 載した申 請書を当 該都道

都道府県 知事は、 第二項の 許可の申請 があつたと きは、第 六十二条 第四項各 号に掲げる 基準によつ て、これ を審査し なければ ならない。

３
４

第六 十二条第五 項及び第 六項の規 定は、前 項の場合に 準用する。

府県 知事に提 出しなけれ ばならない 。
５

前 条第一項 の規定によ る届出を し、又は同 条第二項 の規定に よる許可を 受けて社会 福祉事業 を経営す る者は、 その届け出 た事項又は

（変更及 び廃止）
第六十 八条

許可申請書 に記載し た事項に 変更を生 じたときは 、変更の日 から一月 以内に、 その旨を 当該都道府県 知事に届 け出なけ ればなら ない。そ の事業
を廃 止したときも 、同様と する。
（第二種 社会福祉 事業）

国 及び都道 府県以外の 者は、第 二種社会 福祉事業を 開始した ときは、事 業開始の 日から一 月以内に、 事業経営 地の都道府 県知事に 第

前 項の規定 による届 出をした者は 、その届 け出た事 項に変更 を生じた ときは、変更 の日から 一月以内 に、その 旨を当該都 道府県知事 に届け出

六十七条 第一項各号 に掲げる 事項を届 け出なけ ればならな い。

第六 十九条
２

な ければな らない。 その事業 を廃止したと きも、同 様とする 。
（ 調査）
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第七 十条

都 道府県知 事は、こ の法律の目 的を達成す るため、 社会福祉 事業を経 営する者に 対し、必要 と認める 事項の報 告を求め 、又は当該 職員

をして、 施設、帳 簿、書類 等を検査 し、その他 事業経営の 状況を調 査させる ことがで きる。

都 道府県知 事は、第六 十二条第一 項の規定 による届 出をし、 又は同条第 二項の規定 による許 可を受け て社会福 祉事業を経 営する者の

（改善命 令）
第七十 一条

施設が、第 六十五条 第一項の 基準に適 合しないと認 められる に至つた ときは、 その事業 を経営する者 に対し、 同項の基 準に適合 するために 必要
な措 置を採るべき 旨を命ず ることが できる。
（許可の 取消し等 ）

都 道府県知 事は、第六 十二条第 一項、第 六十七条第 一項若し くは第六十 九条第一 項の届出 をし、又は 第六十二 条第二項若 しくは第 六

都道府県知 事は、第 六十二条第 一項若し くは第二 項、第六十 七条第一 項若しくは 第二項又 は第六十 九条第一項 の規定に 違反して社 会福祉事 業

くは第七 十四条に 規定する 他の法律に 基づく許 可若しくは 認可を取 り消すこ とができる 。

と きは、そ の者に対し 、社会福祉 事業を経 営するこ とを制限 し、その停 止を命じ、 又は第六 十二条第 二項若し くは第六十 七条第二項 の許可若 し

認可 を受けて社会 福祉事業 を経営す る者（次 章におい て「社会福祉 事業の経 営者」と いう。） が、第七十 七条又は第 七十九条 の規定に 違反した

づく届出を し、又は 第六十二 条第二項 若しくは第 六十七条第 二項の許 可を受け 、若しく は第七十四条 に規定す る他の法 律に基づ く許可若 しくは

都 道府県知 事は、第 六十二条第 一項、第 六十七条第 一項若し くは第六 十九条第一 項の届出を し、若し くは第七 十四条に 規定する他 の法律に基

り消すこ とができ る。

と きは、その 者に対し 、社会福祉 事業を経 営するこ とを制限し 、その停 止を命じ、 又は第六 十二条第 二項若しく は第六十 七条第二項 の許可を 取

条の規定 による命 令に違反 し、又は その事業に 関し不当に 営利を図 り、若し くは福祉 サービスの 提供を受け る者の処 遇につき 不当な行 為をした

規 定による 報告の求 めに応ぜ ず、若しくは 虚偽の報 告をし、 同条の規 定による当 該職員の検 査若しく は調査を 拒み、妨 げ、若しく は忌避し、 前

を含 む。）の 規定による 条件に違反 し、第六 十三条第 一項若し くは第二項、 第六十八 条若しく は第六十 九条第二 項の規定に違 反し、第 七十条の

十七条第 二項の許可 を受けて 社会福祉 事業を経 営する者が 、第六十二 条第六項 （第六十 三条第三 項及び第六 十七条第五 項におい て準用す る場合

第七 十二条

２

３

を経営す る者が、そ の事業に 関し不当 に営利を 図り、若し くは福祉サ ービスの 提供を受 ける者の 処遇につき 不当の行為 をしたと きは、そ の者に
対し 、社会福 祉事業を経 営すること を制限し 、又はそ の停止を 命ずること ができる。

第六十二条 から第七十 一条まで 並びに第 七十二条 第一項及び 第三項の規 定は、他 の法律に よつて、 その設置又 は開始につ き、行政 庁

（適用除 外）
第七 十四条
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の 許可、認 可又は行 政庁への届 出を要する ものとさ れている 施設又は 事業につい ては、適用 しない。
（ 利用契約の 成立時の 書面の交付 ）

社会福 祉事業の 経営者は、 福祉サー ビスを利用 するため の契約（ 厚生労働省 令で定め るものを除 く。）が 成立したと きは、そ の利用

三

二

一

その 他厚生労 働省令で 定める事項

当該福 祉サービス の提供につ き利用者 が支払う べき額に 関する事項

当該社会福祉 事業の経 営者が提 供する福 祉サービス の内容

当該社 会福祉事 業の経営 者の名称 及び主たる事 務所の所 在地

社会福祉事 業の経営 者は、前項 の規定に よる書面 の交付に代 えて、政 令の定める ところに より、当 該利用者の 承諾を得 て、当該書 面に記載 す

四

者に 対し、遅 滞なく、 次に掲げる 事項を記載 した書面 を交付し なければ ならない。

第七十七条

２

べき事項 を電磁的方 法により 提供する ことがで きる。この 場合におい て、当該 社会福祉 事業の経 営者は、当 該書面を交 付したも のとみな す。

社会福 祉事業の 経営者は 、その提 供する福祉 サービスに ついて広 告をする ときは、 広告された 福祉サービ スの内容 その他の 厚生労働

（ 誇大広告 の禁止）
第七十九 条

省 令で定める 事項につ いて、著し く事実に 相違する 表示をし、 又は実際 のものより も著しく 優良であ り、若しく は有利で あると人を 誤認させ る

厚生労 働大臣は、 社会福祉 事業等に 関する連 絡及び助成 を行うこと 等により 社会福祉 事業等従 事者の福利 厚生の増進 を図るこ とを目的

ような表 示をして はならない 。
（指定）
第百二 条

と して設立 された社会 福祉法人で あつて、 次条に規 定する業 務を適正か つ確実に行 うことが できると 認められ るものを、 その申請に より、全 国

福利 厚生セン ターは、次に 掲げる業 務を行う ものとす る。

を通じて 一個に限 り、福利 厚生センタ ーとして 指定するこ とができ る。
（業務）
第百三 条

（ 略）

福利 厚生契約 （福利厚 生センタ ーが社会福 祉事業等を 経営する 者に対し てその者 に使用され る社会福祉 事業等従 事者の福 利厚生の 増進を図

一 ・二
三

る ための事業 を行うこと を約する 契約をい う。以下 同じ。）に 基づき、社 会福祉事 業等従事 者の福利 厚生の増進 を図るため の事業を 実施する
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こ と。
四・五

（略）

福利 厚生セン ターは、福 利厚生契約 の申込者 が第六十 二条第一 項若しくは 第二項、第 六十七条 第一項若 しくは第 二項又は第 六十九条第

（契約の 締結及び 解除）

（略）

省令 で定める正当 な理由が あるとき を除いて は、福利厚 生契約の締 結を拒絶 してはな らない。

一項（第七 十三条の 規定によ り読み替 えて適用する 場合を含 む。）の 規定に違 反して社 会福祉事業等 を経営す る者であ るとき、 その他厚生 労働

第百五 条

２

社会 福祉を目的 とする事 業を経営 する者のう ち、次に掲 げる事業 を行うも の（市町 村の委託を 受けてこれ らの事業 を行う者 を含む。

（地 域子育て 支援拠点 事業等を経 営する者 の責務）
第百六条の 二

）は 、当該事 業を行うに 当たり自ら がその解 決に資す る支援を 行うことが困 難な地域 生活課題 を把握し たときは 、当該地域生 活課題を 抱える地

域 住民の心 身の状況 、その置 かれている環 境その他 の事情を 勘案し、 支援関係機 関による支 援の必要 性を検討 するよう 努めるとと もに、必要 が

あると認 めるとき は、支援 関係機関 に対し、当 該地域生活 課題の解 決に資す る支援を 求めるよう 努めなけれ ばならな い。

二

介護保 険法第百 十五条の 四十五第 二項第一号 に掲げる事 業

母子保健 法（昭和 四十年法律 第百四十一 号）第二 十二条第 一項に規 定する母子 健康包括支 援センタ ーを経営 する事業

児童福祉 法第六条 の三第六項 に規定す る地域子 育て支援拠 点事業又 は同法第十 条の二に 規定する 拠点におい て同条に 規定する支 援を行う 事

三

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 第七十七 条第一項 第三号に 掲げる事業

一

四

子ども ・子育て支 援法（平成 二十四年 法律第六 十五号） 第五十九条 第一号に掲 げる事業

業

五

市町 村は、次に 掲げる事 業の実施 その他の各 般の措置 を通じ、地 域住民等 及び支援 関係機関に よる、地域 福祉の推 進のため の相互

（包 括的な支 援体制の 整備）
第百六条の 三

の協 力が円滑 に行われ、 地域生活課 題の解決 に資する 支援が包 括的に提供 される体制 を整備す るよう努 めるもの とする。
（ 略）

生活 困窮者自 立支援法 第二条第 二項に規定 する生活困 窮者自立 相談支援 事業を行 う者その他 の支援関係 機関が、 地域生活 課題を解 決するた

一 ・二
三

め に、相互の 有機的な連 携の下、 その解決 に資する 支援を一体 的かつ計画 的に行う 体制の整 備に関す る事業
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２

（略）

第七 章及び第 八章の規定 により都 道府県が処 理するこ ととされ ている事務 のうち政 令で定める ものは、 指定都市及 び中核市 におい

（ 大都市等の 特例）
第百二十六 条

ては 、政令の 定めると ころにより 、指定都市 又は中核 市（以下 「指定都 市等」とい う。）が処 理するも のとする 。この場 合においては 、これら

次の各 号のいずれ かに該当す る者は、 六月以下 の懲役又 は五十万円 以下の罰金 に処する 。

の章中都道 府県に関 する規定 は、指定 都市等に関す る規定と して、指 定都市等 に適用が あるものとす る。
第百 三十一条
（略）

第七十二 条第一項 から第三項 まで（こ れらの規定 を第七十 三条の規 定により読 み替えて 適用する場 合を含む 。）に規 定する制限 若しくは 停

一・二
三

止の命令 に違反した 者又は第七 十二条第 一項若し くは第二 項の規定に より許可を 取り消さ れたにも かかわら ず、引き続 きその社会 福祉事業 を
経営し た者

法人 の代表者 又は法人 若しくは 人の代理人 、使用人そ の他の従 業者が、 その法人 又は人の事 業に関し、 前条の違 反行為を したとき

第二章

第 一章

不服 申立て（ 第十七条― 第二十条 ）

児童扶養 手当の支 給（第四条 ―第十六 条）

総 則（第一条 ―第三条）

児 童扶養手 当法（昭 和三十六年 法律第二 百三十八号 ）（抄）

は 、行為者を 罰するほ か、その法 人又はそ の人に対 しても同条 の罰金刑 を科する。

第百三十 二条

◎

第三 章

雑則（第二 十一条― 第三十六 条）

目次

第四章
附則

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

（支給期 間及び支 払期月）
第七 条
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２

３

う 。）から 始め、手 当を支給す べき事由が 消滅した 日の属す る月で終 わる。

受給 資格者が災 害その他 やむを得 ない理由 により前条 の規定によ る認定の 請求をす ることが できなかつ た場合にお いて、そ の理由が やんだ後

十 五日以内に その請求 をしたとき は、手当 の支給は 、前項の規 定にかか わらず、受 給資格者 がやむを 得ない理由 により認 定の請求を すること が
できなく なつた日 の属する月 の翌月か ら始める 。

手 当は、毎 年四月、 八月及び十 二月の三期 に、それ ぞれの前 月までの 分を支払う 。ただし、 前支払期 月に支払 うべきで あつた手当 又は支給す
べき事由が 消滅した 場合にお けるその 期の手当は、 その支払 期月でな い月であ つても、 支払うものと する。
（ 支給の制 限）

手 当は、受 給資格者 （第四条 第一項第一 号ロ又はニ に該当し 、かつ、 母がない 児童、同項 第二号ロ又 はニに該 当し、か つ、父が ない児童

受給 資格者が母 である場 合であつ てその監 護する児童 が父から当 該児童の 養育に必 要な費用 の支払を受 けたとき、 又は受給 資格者が 父である

政 令の定め るところ により、 その全部又は 一部を支 給しない 。

十二 月三十一 日において 生計を維持 したもの の有無及 び数に応 じて、政令で 定める額 以上であ るときは 、その年 の八月から翌 年の七月 までは、

定する控 除対象配偶 者及び扶 養親族（ 以下「扶 養親族等」 という。） 並びに当 該受給資 格者の扶 養親族等で ない児童で 当該受給 資格者が 前年の

その 他政令で 定める児 童の養育者 を除く。 以下この項 において 同じ。） の前年の所 得が、そ の者の所得 税法（昭 和四十年 法律第三十 三号）に 規

第九条

２

場 合であつて その監護 し、かつ、 これと生 計を同じ くする児童 が母から 当該児童の 養育に必 要な費用 の支払を受 けたとき は、政令で 定めると こ

手当は、 受給資格 者（前条 第一項に 規定する養育 者に限る 。以下こ の条にお いて同じ。 ）の前年の 所得が、 その者の 扶養親族 等及び

ろにより 、受給資 格者が当該 費用の支 払を受け たものとみ なして、 前項の所得 の額を計 算するも のとする。
第九条の二

当該 受給資格者の 扶養親族 等でない 児童で当 該受給資 格者が前年の 十二月三 十一日に おいて生 計を維持し たものの有 無及び数 に応じて 、政令で

父又は 母に対す る手当は、 その父若 しくは母 の配偶者の 前年の所 得又はその 父若しく は母の民 法（明治二 十九年法 律第八十九 号）第八 百

定 める額以 上であると きは、その 年の八月 から翌年 の七月ま では、支給 しない。
第十 条

七十七条 第一項に定 める扶養 義務者で その父若 しくは母と 生計を同じ くするも のの前年 の所得が 、その者の 扶養親族等 の有無及 び数に応 じて、

養育者に 対する手 当は、そ の養育者 の配偶者の 前年の所得 又はその 養育者の 民法第八 百七十七条 第一項に定 める扶養 義務者で その養育

政令 で定める 額以上であ るときは、 その年の 八月から 翌年の七 月までは、 支給しない 。
第十一条

者 の生計を維 持するも のの前年の 所得が、 その者の 扶養親族等 の有無及 び数に応じ て、前条 に規定す る政令で定 める額以 上であると きは、そ の
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年 の八月か ら翌年の 七月までは 、支給しな い。

震 災、風水害 、火災その 他これら に類する 災害によ り、自己又 は所得税法 に規定す る控除対 象配偶者 若しくは扶 養親族の所 有に係る 住

前 項の規定の 適用により 同項に規 定する期 間に係る 手当が支給 された場合 において 、次の各 号に該当 するときは 、その支給 を受けた 者は、政

その損害を 受けた年 の前年又 は前々年 における当該 被災者の 所得に関 しては、 第九条か ら前条までの 規定を適 用しない 。

一以 上である 損害を受 けた者（以 下「被災者 」という 。）があ る場合に おいては、 その損害を 受けた月 から翌年 の七月ま での手当につ いては、

宅、家財 又は政令 で定めるそ の他の財 産につき 被害金額（ 保険金、 損害賠償金 等により 補充され た金額を除 く。）が その価格の おおむね 二分の

第十 二条

２

令 の定める ところによ り、それぞ れ当該各 号に規定 する手当 で同項に規 定する期間 に係るも のに相当 する金額 の全部又は 一部を都道 府県、市 （

当該被災 者に支給さ れた手当

当該被災 者に支給さ れた手当

当該被 災者を配 偶者又は 扶養義務者 とする者に 支給され た手当

当該 被災者の 当該損害を 受けた年 の所得が 、当該被災 者の扶養 親族等の有 無及び数 に応じて 、第十条に 規定する 政令で定め る額以上 である

条 の二に規定 する政令で 定める額 以上であ ること。

等及び当 該被災者 の扶養親 族等でな い児童で当 該被災者が その年の 十二月三 十一日に おいて生計 を維持した ものの有 無及び数 に応じて 、第九

当該被 災者（第 九条第一 項に規定する 養育者に 限る。以 下この号 において同 じ。）の当 該損害を 受けた年 の所得が 、当該被災 者の扶養親 族

条第一 項に規定 する政令 で定める額 以上であ ること。

等及び当 該被災者の 扶養親族等 でない児 童で当該 被災者が その年の十 二月三十一 日におい て生計を 維持した ものの有無 及び数に応 じて、第 九

当該被災 者（第九 条第一項に 規定する 養育者を除 く。以下 この号に おいて同じ 。）の当 該損害を受 けた年の 所得が、 当該被災者 の扶養親 族

特別区を 含む。） 又は福祉 事務所を設 置する町 村（以下「 都道府県 等」とい う。）に返 還しなけ ればならな い。
一

二

三
こと。

地 方自治法（ 昭和二十二 年法律第 六十七号 ）（抄）
（ 略）

◎
第二条
（略）

（略）

託事務」 という。 ）

あ つて、国 において その適正な 処理を特に 確保する 必要があ るものと して法律又 はこれに基 づく政令 に特に定 めるもの （以下「第 一号法定受

法律又は これに基づ く政令によ り都道府 県、市町 村又は特 別区が処理 することと される事 務のうち 、国が本 来果たすべき 役割に係 るもので

この法 律におい て「法定受 託事務」 とは、次 に掲げる事 務をいう 。

②～ ⑧
⑨
一

二
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⑩

この法律 又はこれ に基づく 政令に規定 するものの ほか、法 律に定め る法定受 託事務は第 一号法定受 託事務に あつては 別表第一 の上欄に掲 げる

法律につ いてそれ ぞれ同表 の下欄に 、第二号法 定受託事務 にあつて は別表第 二の上欄 に掲げる法 律について それぞれ 同表の下 欄に掲げ るとおり
（ 略）

で あり、政令 に定める 法定受託事 務はこの 法律に基 づく政令に 示すとお りである。
⑪～⑰
（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、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
（略 ）

次ぐ ものとす る。
４～
（ 指定都市の 権能）

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

一～ 八

（略）
（略）

生 活困窮者の 自立支援に 関する事 務

九～十三
（略）

政令 で指定する 人口二十万 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

八 の二

ことができ る。

基づ く政令の 定めると ころにより 処理するこ ととされ ているも のの全部 又は一部で 政令で定め るものを 、政令で 定めると ころにより 、処理する

第二百五十 二条の十 九

２
（中 核市の権 能）

第二 百五十二 条の二十 二

市が処理 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。
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12

２

（略）

第 一号法定 受託事務 （第二条 関係）
事

務

この表の下 欄の用語の 意義及び 字句の意 味は、上 欄に掲げる 法律におけ る用語の 意義及び 字句の意 味によるも のとする。

別表第一
備考
律
（略）

法
（略）
一

都道府県 が第二十 三条第一 項及び第 二項、第 二十九条第二 項、第四 十条第二 項、第四 十一条第二 項から第五 項

る事務

条第二項、 第七十八 条の二第 一項及び第 二項、第 八十条並び に第八十 一条の規 定により処 理するこ ととされて い

の四 、第五十 五条の五、 第六十一条 、第六十 二条第三 項及び第 四項、第六 十三条、第 七十六条 第一項、 第七十七

第四項（ 第五十四条 の二第四 項及び第 五項並び に第五十五 条の二にお いて準用 する場合 を含む。 ）、第五十 五条

二ま で（第三 十条第二 項及び第 三十三条第 三項を除く 。）、第 四十七条 第一項、 第四十八条 第四項、第 五十三条

二十六 条、第二 十七条第 一項、第二十 八条第一 項、第二 項及び第 五項、第二 十九条、第 三十条か ら第三十 七条の

（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、第 二十五条第 一項及び第 二項、第

都 道府県、 市及び福祉 事務所を設 置する町 村が第十 九条第一 項から第五 項まで、第 二十四条 第一項及 び第三項

生活 保護法（昭 和二十五
年法律第 百四十四号 ）

二

まで、 第四十二条 、第四十三 条第一項 、第四十 四条第一 項、第四十 五条、第四 十六条第 二項及び 第三項、 第四十

八条 第三項、 第四十九 条、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。 ）並びに 第五十四 条の二第五 項及び第五 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、第五十 条第二項 、第五十 条の二及び 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 項並びに第 五十五条 第二項に おいて準用 する場合 を含む。） 、第五十 三条第一 項及び第三 項

（これ らの規定 を第五十 四条の二第四 項及び第 五項並び に第五十 五条の二 において準用 する場合 を含む。 ）、第

五十 四条第一 項（第五 十四条の 二第四項及 び第五項並 びに第五 十五条第 二項にお いて準用す る場合を含 む。）、

第五十四 条の二第一 項、第五 十五条第 一項、第 五十五条の 三、第六十 五条第一 項、第七 十四条第 二項第二号 及び

第三 号、第七 十七条第一 項、第七十 八条、第 八十三条 の二並び に第七十四 条の二にお いて準用 する社会 福祉法第
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◎

（略 ）

三
四

五十 八条第二 項から第 四項まで の規定によ り処理する こととさ れている 事務

市町 村が第二 十九条第 二項、第四 十三条第 二項、第七 十七条第 一項及び 第七十八条 並びに第 七十四条の 二にお

いて 準用する 社会福祉法 第五十八条 第二項か ら第四項 までの規 定により処 理すること とされて いる事務

福祉 事務所を 設置しない 町村が第十 九条第六 項及び第 七項、第 二十四条第 十項並びに 第二十五 条第三項 の規定
により 処理する こととさ れている事 務

（略）

身体障 害者福祉 法（昭和 二十四年 法律第二百 八十三号） （抄）
（援護の 実施者）

この法 律に定め る身体障害者 又はその 介護を行 う者に対 する援護は 、その身体 障害者の 居住地の 市町村（ 特別区を含 む。以下同 じ。）が

前二 項の規定に かかわら ず、児童 福祉法（ 昭和二十二 年法律第百 六十四号 ）第二十 四条の二 第一項若し くは第二十 四条の二 十四第一 項の規定

し た所在地 ）の市町 村が、こ の法律に定め る援護を 行うもの とする。

定施 設入所身 体障害者に ついては、 入所前に おけるそ の者の所 在地（継続 入所身体障 害者につ いては、 最初に入 所した特定施 設への入 所前に有

居住地） の市町村が 、この法 律に定め る援護を 行うものと する。ただ し、特定 施設への 入所前に 居住地を有 しないか、 又は明ら かでなか つた特

る特 定施設入 所身体障 害者（以下 この項に おいて「継 続入所身 体障害者 」という。 ）につい ては、最初 に入所し た特定施 設への入所 前に有し た

項ただし 書に規定 する施設 （以下この 条におい て「特定施 設」とい う。）へ の入所前に 有した居 住地（継続 して二以 上の特定 施設に入所 してい

会 生活を総 合的に支援 するための 法律第五 条第一項 若しくは 第六項の厚 生労働省令 で定める 施設、障 害者支援 施設又は生 活保護法第 三十条第 一

定に より入所して いる身体 障害者（ 以下この 項におい て「特定施設 入所身体 障害者」 という。 ）について は、その者 が障害者 の日常生 活及び社

以下「障害 者支援施 設」とい う。）に 入所してい る身体障害 者及び生 活保護法 （昭和二 十五年法律第 百四十四 号）第三 十条第一 項ただし 書の規

費等 」という 。）の支 給を受けて 同法第五条 第一項若 しくは第 六項の厚 生労働省令 で定める施 設又は同 条第十一 項に規定 する障害者 支援施設（

律第二十 九条第一 項若しくは 第三十条 第一項の 規定により 同法第十 九条第一項 に規定す る介護給 付費等（次 項及び第 十八条にお いて「介 護給付

前項の規 定にかかわ らず、第十 八条第二 項の規定 により入 所措置が採 られて又は 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

とする。

行 うものと する。た だし、身 体障害者が居 住地を有 しないか 、又は明 らかでない 者であると きは、そ の身体障 害者の現 在地の市町 村が行うも の

第九条

２

３

に より障害児 入所給付 費の支給を 受けて又 は同法第 二十七条第 一項第三 号若しくは 第二項の 規定によ り措置（同 法第三十 一条第五項 の規定に よ
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り 同法第二 十七条第 一項第三号 又は第二項 の規定に よる措置 とみなさ れる場合を 含む。）が 採られて 障害者の 日常生活 及び社会生 活を総合的 に

支援する ための法 律第五条 第一項の 厚生労働省 令で定める 施設に入 所してい た身体障 害者又は身 体に障害の ある児童 福祉法第 四条第一 項に規定

す る児童（以 下この項 において「 身体障害 者等」と いう。）が 、継続し て、第十八 条第二項 の規定に より入所措 置が採ら れて、障害 者の日常 生

活及び社 会生活を 総合的に支 援するた めの法律 第二十九条 第一項若 しくは第三 十条第一 項の規定 により介護 給付費等 の支給を受 けて、又 は生活

保護 法第三十 条第一項 ただし書の 規定により 特定施設 に入所し た場合は 、当該身体 障害者等が 満十八歳 となる日 の前日に 当該身体障害 者等の保

護者であつ た者（以 下この項 において 「保護者であ つた者」 という。 ）が有し た居住地 の市町村が、 この法律 に定める 援護を行 うものとす る。

ただ し、当該身体 障害者等 が満十八 歳となる 日の前日に 保護者であ つた者が いないか 、保護者 であつた者 が居住地を 有しない か、又は 保護者で

あ つた者の 居住地が明 らかでない 身体障害 者等につ いては、 当該身体障 害者等が満 十八歳と なる日の 前日にお けるその者 の所在地の 市町村が こ
（略）

の法律に 定める援 護を行う ものとする 。
４～ ９
（障 害福祉サ ービス、障 害者支援施 設等への 入所等の 措置）

市 町村は、 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 法律第五条 第一項に規 定する障 害福祉サ ービス（ 同条第六項 に規

知的 障害者福祉 法（昭和 三十五年 法律第三 十七号）（ 抄）

ない 。

医療機関 であつて厚 生労働大 臣の指定 するもの （以下「指 定医療機関 」という 。）にそ の身体障 害者の入所 若しくは入 院を委託 しなけれ ばなら

る研 究等を行 う国立研 究開発法人 に関する 法律（平成 二十年法 律第九十 三号）第三 条の二に 規定する国 立高度専 門医療研 究センター の設置す る

道府県若 しくは他 の市町村 若しくは社 会福祉法 人の設置す る障害者 支援施設 等若しくは 独立行政 法人国立病 院機構若 しくは高 度専門医療 に関す

） の支給を 受けること が著しく困 難である と認める ときは、 その身体障 害者を当該 市町村の 設置する 障害者支 援施設等に 入所させ、 又は国、 都

下「 障害者支援施 設等」と いう。） への入所 を必要と する身体障害 者が、や むを得な い事由に より介護給 付費等（療 養介護等 に係るも のに限る 。

市町村は 、障害者 支援施設 又は障害 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 五条第六項 の厚生労 働省令で 定める施 設（以

サー ビスの提 供を委託 することが できる。

難である と認める ときは、そ の身体障 害者につ き、政令で 定める基 準に従い、 障害福祉 サービス を提供し、 又は当該 市町村以外 の者に障 害福祉

い う。）を必 要とする 身体障害者 が、やむ を得ない 事由により 介護給付 費等（療養 介護等に 係るもの を除く。） の支給を 受けること が著しく 困

定する療 養介護及 び同条第 十項に規 定する施設 入所支援（ 以下この 条におい て「療養 介護等」と いう。）を 除く。以 下「障害 福祉サー ビス」と

第十 八条

２

◎
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（ 更生援護 の実施者 ）

この法律に 定める知 的障害者 又はその 介護を行う 者に対する 市町村（ 特別区を 含む。以 下同じ。） による更生 援護は、 その知的 障害者の

前二項の 規定にか かわらず 、児童福 祉法第二 十四条の二第 一項若し くは第二 十四条の 二十四第一 項の規定に より障害 児入所給 付費の支 給を受

地） の市町村 が、この 法律に定め る更生援護 を行うも のとする 。

所知的障 害者につ いては、入 所前にお けるその 者の所在地 （継続入 所知的障害 者につい ては、最 初に入所し た特定施 設への入所 前に有し た所在

町 村が、この 法律に定 める更生援 護を行う ものとす る。ただし 、特定施 設への入所 前に居住 地を有し ないか、又 は明らか でなかつた 特定施設 入

所知的障 害者（以 下この項 において 「継続入所 知的障害者 」という 。）につ いては、 最初に入所 した特定施 設への入 所前に有 した居住 地）の市

規 定する施 設（以下 この条に おいて「特定 施設」と いう。） への入所 前に有した 居住地（継 続して二 以上の特 定施設に 入所してい る特定施設 入

ため の法律第 五条第一項 若しくは第 六項の厚 生労働省 令で定め る施設、障害 者支援施 設、のぞ みの園又 は生活保 護法第三十条 第一項た だし書に

障害者（ 以下この項 において 「特定施 設入所知 的障害者」 という。） について は、その 者が障害 者の日常生 活及び社会 生活を総 合的に支 援する

いう 。）に入 所してい る知的障害 者及び生 活保護法（ 昭和二十 五年法律 第百四十四 号）第三 十条第一項 ただし書 の規定に より入所し ている知 的

法律第百 六十七号 ）第十一 条第一号の 規定によ り独立行政 法人国立 重度知的 障害者総合 施設のぞ みの園が設 置する施 設（以下 「のぞみの 園」と

一 項に規定 する障害者 支援施設（ 以下「障 害者支援 施設」と いう。）又 は独立行政 法人国立 重度知的 障害者総 合施設のぞ みの園法（ 平成十四 年

条第 一項第二号に おいて「 介護給付 費等」と いう。）の 支給を受け て同法第 五条第一 項若しく は第六項の 厚生労働省 令で定め る施設、 同条第十

めの法律第 二十九条 第一項若 しくは第 三十条第一項 の規定に より同法 第十九条 第一項に 規定する介護 給付費等 （次項、 第十五条 の四及び第 十六

前 項の規定 にかかわ らず、第十 六条第一項 第二号の 規定によ り入所措 置が採られ て又は障害 者の日常 生活及び 社会生活 を総合的に 支援するた

市町村が 行うもの とする。

居 住地の市町 村が行う ものとする 。ただし 、知的障 害者が居住 地を有し ないか、又 は明らか でない者 であるとき は、その 知的障害者 の現在地 の

第九条

２

３

けて 又は同法第二 十七条第 一項第三 号若しく は第二項 の規定により 措置（同 法第三十 一条第五 項の規定に より同法第 二十七条 第一項第 三号又は

第 二項の規 定による措 置とみなさ れる場合 を含む。 ）が採ら れて障害者 の日常生活 及び社会 生活を総 合的に支 援するため の法律第五 条第一項 の

厚生労働 省令で定 める施設 に入所して いた知的 障害者が、 継続して 、第十六 条第一項第 二号の規 定により入 所措置が 採られて 、同法第二 十九条

第一 項若しく は第三十 条第一項の 規定によ り介護給付 費等の支 給を受け て、又は生 活保護法 第三十条第 一項ただ し書の規 定により特 定施設に 入

所した場 合は、当該 知的障害 者が満十 八歳とな る日の前日 に当該知的 障害者の 保護者で あつた者 （以下この 項において 「保護者 であつた 者」と

いう 。）が有 した居住地 の市町村が 、この法 律に定め る更生援 護を行うも のとする。 ただし、 当該知的 障害者が 満十八歳とな る日の前 日に保護

者 であつた 者がいな いか、保 護者であつた 者が居住 地を有し ないか、 又は保護 者であつた者 の居住地 が明らか でない知 的障害者に ついては、 当
（略 ）

該知的障 害者が満 十八歳と なる日の 前日におけ るその者の 所在地の 市町村が この法律 に定める更 生援護を行 うものと する。
４～ ７
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市町村は 、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 法律第五 条第一項 に規定す る障害福祉 サービス（ 同条第六 項

（障害福 祉サービ ス）
第十 五条の四

に規定す る療養介 護及び同条 第十項に 規定する 施設入所支 援（以下 この条及び 次条第一 項第二号 において「 療養介護 等」という 。）を除 く。以

下「 障害福祉 サービス 」という。 ）を必要と する知的 障害者が 、やむを 得ない事由 により介護 給付費等 （療養介 護等に係 るものを除く 。）の支

給を受ける ことが著 しく困難 であると 認めるときは 、その知 的障害者 につき、 政令で定 める基準に従 い、障害 福祉サー ビスを提 供し、又は 当該
市町 村以外の者に 障害福祉 サービス の提供を 委託するこ とができる 。
（障害者 支援施設 等への入 所等の措置 ）
知的 障害者又は その保護 者を知的 障害者福 祉司又は社 会福祉主事 に指導さ せること 。

市町 村は、十 八歳以上の 知的障害 者につき 、その福祉 を図るた め、必要に 応じ、次 の措置を 採らなけれ ばならな い。

一

やむを得 ない事由に より介護給 付費等（ 療養介護 等に係る ものに限る。 ）の支給 を受ける ことが著 しく困難 であると認め るときは 、当該市

第十 六条
二

町 村の設置 する障害 者支援施設 若しくは障 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 律第五条 第六項の 厚生労働省 令で定める

施設（以 下「障害 者支援施 設等」と いう。）に 入所させて その更生 援護を行 い、又は 都道府県若 しくは他の 市町村若 しくは社 会福祉法 人の設
置 する障害者 支援施設等 若しくは のぞみの 園に入所 させてその 更生援護を 行うこと を委託す ること。

知的 障害者の 更生援護を 職親（知 的障害者 を自己の下 に預かり 、その更生 に必要な 指導訓練 を行うこと を希望す る者であつ て、市町 村長が
（略）

三
２

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）

適当と 認めるも のをいう 。）に委 託すること 。

◎
（定 義）

こ の法律に おいて「社 会福祉施 設」とは 、次に掲げ る施設を いう。
（略 ）

一

生活困窮 者自立支 援法（平成 二十五年 法律第百 五号）第十 条第三項 に規定する 認定生活 困窮者就 労訓練事業

（略 ）

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。

一～ 五

第二条
２
二
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三
３～
◎

（略）
（略）

老人福 祉法（昭 和三十八 年法律第百 三十三号 ）（抄）

六十 五歳以上の 者（六十 五歳未満 の者であ つて特に必 要があると 認められ るものを 含む。以 下同じ。） 又はその者 を現に養 護する者

（福祉の措 置の実施 者）

（略 ）

す る。

住地 を有しな いか、又は その居住地 が明らか でなかつ た者であ るときは、入 所前にお けるその 六十五歳 以上の者 の所在地の市 町村が行 うものと

者につい ては、その 六十五歳 以上の者 が入所前 に居住地を 有した者で あるとき は、その 居住地の 市町村が、 その六十五 歳以上の 者が入所 前に居

項第 一号若し くは第二 号又は生活 保護法（ 昭和二十五 年法律第 百四十四 号）第三十 条第一項 ただし書の 規定によ り入所し ている六十 五歳以上 の

の居住地 の市町村 が、居住 地を有しな いか、又 はその居住 地が明ら かでない ときは、そ の現在地 の市町村が 行うもの とする。 ただし、同 条第一

（ 以下「養 護者」とい う。）に対 する第十 条の四及 び第十一 条の規定に よる福祉の 措置は、 その六十 五歳以上 の者が居住 地を有する ときは、 そ

第五条 の四

２
（居宅に おける介 護等）

市 町村は、 必要に応じ て、次の 措置を採る ことがで きる。

六十 五歳以上の 者であつ て、身体 上又は精 神上の障害 があるため に日常生 活を営む のに支障 があるもの が、やむを 得ない事 由により 介護保

する こと。

、その者 の居宅に おいて第 五条の二第 二項の厚生 労働省令 で定める 便宜を供 与し、又は 当該市町村 以外の者 に当該便 宜を供与 することを 委託

し くは夜間 対応型訪問 介護又は第 一号訪問 事業を利 用するこ とが著しく 困難である と認める ときは、 その者に つき、政令 で定める基 準に従い

険法に 規定する訪 問介護、 定期巡回 ・随時対 応型訪問介 護看護（厚 生労働省 令で定め る部分に 限る。第二 十条の八第 四項にお いて同じ 。）若

六十五 歳以上の 者であつ て、身体 上又は精神 上の障害が あるため に日常生 活を営む のに支障があ るものが 、やむを 得ない事 由により 介護保

第十条 の四
一

二

険法に 規定する 通所介護 、地域密着 型通所介 護、認知症 対応型通 所介護若 しくは介護 予防認知 症対応型通 所介護又 は第一号通 所事業を 利用す

る ことが著 しく困難 であると認 めるときは 、その者 （養護者 を含む。 ）を、政令 で定める基 準に従い 、当該市 町村の設 置する老人 デイサービ

スセンタ ー若しく は第五条 の二第三 項の厚生労 働省令で定 める施設 （以下「 老人デイ サービスセ ンター等」 という。 ）に通わ せ、同項 の厚生

労 働省令で定 める便宜を 供与し、 又は当該 市町村以 外の者の設 置する老人 デイサー ビスセン ター等に 通わせ、当 該便宜を供 与するこ とを委託
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13

２

三

四

五

六

す ること。

六十 五歳以上 の者であ つて、養 護者の疾病 その他の理 由により 、居宅に おいて介 護を受ける ことが一時 的に困難 となつた ものが、 やむを得

な い事由によ り介護保険 法に規定 する短期 入所生活 介護又は介 護予防短期 入所生活 介護を利 用するこ とが著しく 困難である と認める ときは、

その者を 、政令で 定める基準 に従い、当 該市町村 の設置す る老人短 期入所施設 若しくは第 五条の二 第四項の 厚生労働 省令で定める 施設（以 下

「老人 短期入所 施設等」 という。 ）に短期間 入所させ、 養護を行 い、又は 当該市町 村以外の者 の設置する 老人短期 入所施設 等に短期間 入所さ
せ、養護す ることを 委託するこ と。

六十五歳以上 の者であ つて、身 体上又は 精神上の障 害があるた めに日常 生活を営 むのに支 障があるも のが、やむ を得ない 事由によ り介護保

険 法に規定 する小規模 多機能型居 宅介護又 は介護予 防小規模 多機能型居 宅介護を利 用するこ とが著し く困難で あると認め るときは、 その者に

つき、政 令で定め る基準に 従い、その 者の居宅に おいて、 又は第五 条の二第 五項の厚生 労働省令で 定めるサ ービスの 拠点に通 わせ、若し くは

短期 間宿泊させ 、当該拠 点におい て、同項 の厚生労働 省令で定め る便宜及 び機能訓 練を供与 し、又は当 該市町村以 外の者に 当該便宜 及び機能
訓練を供 与すること を委託する こと。

六十五歳 以上の者で あつて、認 知症（介 護保険法 第五条の 二第一項に規 定する認 知症をい う。以下 同じ。） であるために 日常生活 を営むの

に 支障があ るもの（ その者の認 知症の原因 となる疾 患が急性 の状態に ある者を除 く。）が、 やむを得 ない事由 により同 法に規定す る認知症対

応型共同 生活介護 又は介護 予防認知 症対応型共 同生活介護 を利用す ることが 著しく困 難であると 認めるとき は、その 者につき 、政令で 定める

基 準に従い、 第五条の二 第六項に 規定する 住居にお いて入浴、 排せつ、食 事等の介 護その他 の日常生 活上の援助 を行い、又 は当該市 町村以外

の者に当 該住居に おいて入浴 、排せつ、 食事等の 介護その 他の日常 生活上の援 助を行うこ とを委託 すること 。

六十五歳 以上の者 であつて、 身体上又は 精神上の 障害があ るために 日常生活を 営むのに支 障がある ものが、 やむを得 ない事由に より介護保

険法に規定 する複合 型サービス （訪問介 護等（定 期巡回・随 時対応型 訪問介護看 護にあつ ては、厚生 労働省令 で定める 部分に限る 。）に係 る

部分に 限る。第二 十条の八 第四項に おいて同 じ。）を利 用すること が著しく 困難であ ると認め るときは、 その者につ き、政令 で定める 基準に

従 い、第五 条の二第七 項の厚生労 働省令で 定めるサ ービスを 供与し、又 は当該市町 村以外の 者に当該 サービス を供与する ことを委託 すること 。

市町村 は、六十 五歳以上 の者であ つて、身体 上又は精神 上の障害 があるた めに日常 生活を営む のに支障が あるもの につき、 前項各号 の措置を

採る ほか、そ の福祉を 図るため、 必要に応 じて、日常 生活上の 便宜を図 るための用 具であつ て厚生労働 大臣が定 めるもの を給付し、 若しくは 貸

与し、又 は当該市町 村以外の 者にこれ を給付し 、若しくは 貸与するこ とを委託 する措置 を採るこ とができる 。
（ 老人ホー ムへの入 所等）
市町村は 、必要に 応じて、 次の措置 を採らなけ ればならな い。

六十五歳 以上の者 であつて、 環境上の 理由及び 経済的理由 （政令で 定めるもの に限る。 ）により 居宅におい て養護を 受けること が困難な も

第十一条
一
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二

の を当該市 町村の設 置する養護 老人ホーム に入所さ せ、又は 当該市町 村以外の者 の設置する 養護老人 ホームに 入所を委 託すること 。

六十 五歳以上 の者であ つて、身 体上又は精 神上著しい 障害があ るために 常時の介 護を必要と し、かつ、 居宅にお いてこれ を受ける ことが困

難 なものが、 やむを得な い事由に より介護 保険法に 規定する地 域密着型介 護老人福 祉施設又 は介護老 人福祉施設 に入所する ことが著 しく困難

であると 認めると きは、その 者を当該市 町村の設 置する特 別養護老 人ホームに 入所させ、 又は当該 市町村以 外の者の 設置する特別 養護老人 ホ
ームに 入所を委 託するこ と。
（ 略）

（略）

２
住民基 本台帳法 （昭和四 十二年法 律第八十一 号）（抄）

三

◎

機構は、 次の各号のい ずれかに 該当する 場合には 、政令で定 めるところ により、 本人確認 情報を第 三十条の七 第一項の規 定により

（通知都 道府県の区 域内の市 町村の執 行機関へ の本人確認 情報の提供 ）

三

二

一

（略）

（略 ）

め があつた とき。

通知都道府県 の区域内 の市町村 の市町村 長その他 の執行機関か ら番号利 用法第九 条第二項 の規定に基 づき条例で 定める事 務の処理 に関し求

し求めがあ つたとき 。

通知都道 府県の区 域内の市町 村の市町村 長その他 の執行機 関であつ て別表第二 の上欄に掲 げるもの から同表 の下欄に 掲げる事務 の処理に関

る場合に 限り、提 供するもの とする。

つ ては、個人 番号につ いては、当 該市町村 長その他 の市町村の 執行機関 が番号利用 法第九条 第一項の 規定により 個人番号 を利用する ことがで き

本人確認 情報（第 一号及び 第二号に 掲げる場合 にあつては 、住民票 コードを 除く。） を提供する ものとする 。ただし 、第一号 に掲げる 場合にあ

通 知した都 道府県知 事が統括 する都道府県 （以下「 通知都道 府県」と いう。）の 区域内の市 町村の市 町村長そ の他の執 行機関に対 し、機構保 存

第三十 条の十

２

機構 は、次の 各号のいず れかに該当 する場合 には、政 令で定め るところに より、通知 都道府県 以外の都 道府県の 都道府県知 事そ

（通 知都道府 県以外の都 道府県の執 行機関へ の本人確 認情報の 提供）
第三 十条の十 一

の他の執 行機関に 対し、機 構保存本 人確認情報 （第一号及 び第二号 に掲げる 場合にあ つては、住 民票コード を除く。 ）を提供 するもの とする。

た だし、第一 号に掲げ る場合にあ つては、 個人番号 については 、当該都 道府県知事 その他の 都道府県 の執行機関 が番号利 用法第九条 第一項の 規
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２

（略）

求めが あつたと き。

通知 都道府県 以外の都道 府県の都 道府県知 事その他の 執行機関 から番号利 用法第九 条第二項 の規定に基 づき条例 で定める事 務の処理 に関し

関 し求めがあ つたとき。

通知 都道府県 以外の都 道府県の 都道府県知 事その他の 執行機関 であつて 別表第三 の上欄に掲 げるものか ら同表の 下欄に掲 げる事務 の処理に

定 により個 人番号を 利用するこ とができる 場合に限 り、提供 するもの とする。
一
二
三
（ 略）

機構は 、次の各号 のいずれ かに該当 する場合に は、政令 で定めると ころによ り、通知 都道府県以 外の都道 府県の区域 内の市町 村

（通知都 道府県以 外の都道 府県の区域 内の市町 村の執行機 関への本 人確認情 報の提供）

三

二

一

（ 略）

（略）

の処理 に関し求 めがあつ たとき。

通知 都道府県 以外の都道 府県の区 域内の市 町村の市町 村長その 他の執行機 関から番 号利用法 第九条第二 項の規定 に基づき条 例で定め る事務

都 道府県の都 道府県知事 を経て同 表の下欄 に掲げる 事務の処理 に関し求め があつた とき。

通知 都道府県 以外の都 道府県の 区域内の市 町村の市町 村長その 他の執行 機関であ つて別表第 四の上欄に 掲げるも のから通 知都道府 県以外の

項 の規定に より個人 番号を利 用することが できる場 合に限り 、提供す るものとす る。

もの とする。 ただし、第 一号に掲げ る場合に あつては 、個人番 号については 、当該市 町村長そ の他の市 町村の執 行機関が番号 利用法第 九条第一

の市町村 長その他の 執行機関 に対し、 機構保存 本人確認情 報（第一号 及び第二 号に掲げ る場合に あつては、 住民票コー ドを除く 。）を提 供する

第三 十条の十二

２

都道府 県知事は、 次の各号 のいずれ かに該当す る場合に は、都道府 県知事保 存本人確 認情報（住 民票コー ドを除く。 次項にお い

（本人確 認情報の 利用）
第三 十条の十五

て同じ。 ）を利用す ることが できる。 ただし、 個人番号に ついては、 当該都道 府県知事 が番号利 用法第九条 第一項又は 第二項の 規定によ り個人

（略 ）

（略）

別表第 五に掲げ る事務を 遂行するとき 。

番号 を利用す ることがで きる場合に 限り、利 用するこ とができ るものとす る。
一
二～四
２～ ４
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別表第二 （第三十条 の十関係 ）
提供を受ける通知都道府
県の区域内 の市町村の市
（略）

町村 長その他の 執行機関
一～五の十
市長又は福祉

（略）

事

務

生活 保護法（ 昭和二十 五年法律第 百四十四 号）による 同法第十 九条第一 項の保護の 決定及び 実施、同法 第五十五 条

の四第一 項の就労 自立給付金 の支給、同 法第六十 三条の保 護に要す る費用の返 還又は同法 第七十七 条第一項 、第七

五の十一
事務所を管理する町村
総務 省令で定め るもの
（略 ）

務

十八条 第一項か ら第三項 まで若し くは第七十 八条の二第 一項若し くは第二 項の徴収 金の徴収に 関する事務 であつて
（ 略）

事

長
五の十二 ～十一

（略）

事

務

は第七十 八条の二 第一項若し くは第二 項の徴収金 の徴収に 関する事 務であつて 総務省令 で定めるも の

、同 法第六十 三条の保 護に要する 費用の返 還又は同法 第七十七 条第一項 、第七十八 条第一項 から第三項 まで若し く

生活 保護法に よる同法 第十九条第 一項の保 護の決定及 び実施、 同法第五 十五条の四 第一項の 就労自立給 付金の支 給

（略）

別表 第三（第 三十条の 十一関係 ）
提供を受ける通知都道府
県以外の都道府県の都道
府県知事 その他の執行機
関
（略）

（略）

都道府県 知事

一～七の六
七の 七

七の 八～二十九

別表第 四（第三 十条の十 二関係）
提供を受ける通知都道府
県以外の都道府県の区域
内の市町村の市町村長そ
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（略 ）

の 他の執行 機関
一～四の 十
市長又は福祉

（略 ）

生活保護 法による 同法第十九 条第一項の 保護の決 定及び実 施、同法 第五十五条 の四第一項 の就労自 立給付金 の支給

、同法 第六十三 条の保護 に要する費 用の返還又 は同法第 七十七条 第一項、 第七十八条 第一項から 第三項ま で若しく

四の十一
事務所を管理する町村
（略）

は 第七十八条 の二第一 項若しく は第二項 の徴収金の 徴収に関す る事務で あつて総 務省令で 定めるもの
（略 ）

長
四の十二～ 十

（略 ）

生活 保護法に よる同法第 十九条第 一項の保護 の決定及 び実施、 同法第五十 五条の四 第一項の就 労自立給 付金の支 給、同法第 六十三条 の

（ 略）

社会保険 労務士法（ 昭和四十三 年法律第 八十九号 ）（抄）

九 の五～三 十四

金の徴 収に関す る事務で あつて総務 省令で定 めるもの

保護に要 する費用の 返還又は同 法第七十 七条第一 項、第七 十八条第一 項から第三 項まで若 しくは第 七十八条 の二第一項 若しくは第 二項の徴 収

九の 四

一～九の 三

別表 第五（第 三十条の 十五関係）

◎

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

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。

（社 会保険労 務士の業 務）
第二条
一

請 書、届出 書、報告書 、審査請求 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 作成する場 合に
（略）

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。
一の二～ 三
（略）

第一項各 号に掲げ る事務に は、その事 務を行うこ とが他の 法律にお いて制限 されている 事務並びに 労働社会 保険諸法 令に基づ く療養の給 付及

２・３
４

びこれに 相当する 給付の費 用につい てこれらの 給付を担当 する者の なす請求 に関する 事務は含ま れない。
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（略）

生活困 窮者自立支 援法（平 成二十五 年法律第百 五号。第 十条第一項 及び第十 五条第二 項の規定に 限る。）
（略 ）

児童手当 法（昭和 四十六年 法律第七 十三号）（ 抄）

二十の二 十五～三 十三

二 十の二十四

一～二十 の二十三

別表 第一（第 二条関係 ）

◎
（ 定義）

こ の法律に おいて「 児童」と は、十八歳 に達する日 以後の最 初の三月 三十一日 までの間に ある者であ つて、日 本国内に 住所を有 するもの

この法律 において 「施設入 所等児童」 とは、次に 掲げる児 童をいう 。

のと する。

この法 律にいう 「父」には 、母が児 童を懐胎 した当時婚 姻の届出を していな いが、そ の母と事 実上婚姻関 係と同様の 事情にあ つた者を 含むも

又は 留学その 他の内閣 府令で定め る理由に より日本国 内に住所 を有しな いものをい う。

第三条
２
３
（略）

生活保護 法（昭和 二十五年法 律第百四 十四号） 第三十条第 一項ただ し書の規定 により同 法第三十 八条第二項 に規定す る救護施設 （以下「 救

一～三
四

護施設」 という。 ）若しくは 同条第三項 に規定す る更生施 設（以下 「更生施設 」という。 ）に入所 し、又は 売春防止 法（昭和三 十一年法律 第

百十八 号）第三 十六条に 規定する 婦人保護施 設（以下「 婦人保護 施設」と いう。） に入所して いる児童（ 内閣府令 で定める 短期間の 入所をし

ている者を 除き、児 童のみで構 成する世 帯に属し ている者（ 十五歳に 達する日以 後の最初 の三月三十 一日を経 過した児 童である父 又は母が そ

の子で ある児童と 同一の施 設に入所 している 場合におけ る当該父又 は母及び その子で ある児童 を除く。） に限る。）

児童手 当は、次 の各号のい ずれかに 該当する 者に支給す る。

（支給要 件）
第四 条
（略）

十五歳に 達する日以 後の最初の 三月三十 一日まで の間にあ る施設入所 等児童（以 下「中学 校修了前 の施設入 所等児童」と いう。） が委託さ

一～三
四

れ ている小 規模住居 型児童養育 事業を行う 者若しく は里親又 は中学校 修了前の施 設入所等児 童が入所 若しくは 入院をし ている障害 児入所施設

、指定発 達支援医 療機関、 乳児院等 、障害者支 援施設、の ぞみの園 、救護施 設、更生 施設若しく は婦人保護 施設（以 下「障害 児入所施 設等」
と いう。）の 設置者
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（略 ）

この法 律におい て「障害福 祉サービス 」とは、 居宅介護 、重度訪 問介護、同 行援護、行 動援護、 療養介護 、生活介 護、短期入 所、重度障

障害者の 日常生活及 び社会生活 を総合的 に支援す るための 法律（平成 十七年法律 第百二十 三号）（ 抄）

２～ ４
◎
第五条

害者等包括 支援、施 設入所支 援、自立 訓練、就労移 行支援、 就労継続 支援、就 労定着支 援、自立生活 援助及び 共同生活 援助をい い、「障害 福祉

サー ビス事業」と は、障害 福祉サー ビス（障 害者支援施 設、独立行 政法人国 立重度知 的障害者 総合施設の ぞみの園法 （平成十 四年法律 第百六十

七 号）第十 一条第一号 の規定によ り独立行 政法人国 立重度知 的障害者総 合施設のぞ みの園が 設置する 施設（以 下「のぞみ の園」とい う。）そ の

他厚生労 働省令で 定める施 設において 行われる 施設障害福 祉サービ ス（施設 入所支援及 び厚生労 働省令で定 める障害 福祉サー ビスをいう 。以下
同じ 。）を除 く。）を 行う事業を いう。
（ 略）

こ の法律に おいて「 療養介護」と は、医療 を要する 障害者で あって常時 介護を要す るものと して厚生 労働省令 で定めるも のにつき、 主として

２～５
６

（略 ）
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昼 間におい て、病院 その他の 厚生労働省令 で定める 施設にお いて行わ れる機能訓 練、療養上 の管理、 看護、医 学的管理 の下におけ る介護及び 日

～
（ 介護給付 費等の支給 決定）

介護給付 費、特例 介護給付 費、訓練等 給付費又は 特例訓練 等給付費 （以下「 介護給付費 等」という 。）の支 給を受け ようとす る障害者

り 入所してい る障害者 （以下この 項におい て「特定 施設入所障 害者」と 総称する。 ）につい ては、そ の者が障害 者支援施 設、のぞみ の園、第 五

六項の厚 生労働省 令で定め る施設に 入所してい る障害者及 び生活保 護法（昭 和二十五 年法律第百 四十四号） 第三十条 第一項た だし書の 規定によ

条 第二項若 しくは知 的障害者 福祉法第十六 条第一項 の規定に より入所 措置が採 られて障害者 支援施設 、のぞみ の園又は 第五条第一 項若しくは 第

前 項の規定 にかかわ らず、第二十 九条第一 項若しく は第三十 条第一項 の規定により 介護給付 費等の支 給を受け て又は身体 障害者福祉 法第十八

（略）

又は 障害児の 保護者は 、市町村の 介護給付 費等を支給 する旨の 決定（以 下「支給決 定」とい う。）を受 けなけれ ばならな い。

第十九条
２
３

（略 ）

常生活上 の世話の 供与をい い、「療 養介護医療 」とは、療 養介護の うち医療 に係るも のをいう。
７～

この法律 において 「障害者支 援施設」と は、障害 者につき 、施設入 所支援を行 うとともに 、施設入 所支援以 外の施設 障害福祉サ ービスを行 う

10
28

施設 （のぞみ の園及び 第一項の厚 生労働省令 で定める 施設を除 く。）を いう。

11
12

条 第一項若 しくは第 六項の厚生 労働省令で 定める施 設又は同 法第三十 条第一項た だし書に規 定する施 設（以下 「特定施 設」という 。）への入 所

前に有し た居住地 （継続し て二以上 の特定施設 に入所して いる特定 施設入所 障害者（ 以下この項 において「 継続入所 障害者」 という。 ）につい

て は、最初に 入所した 特定施設へ の入所前 に有した 居住地）の 市町村が 、支給決定 を行うも のとする 。ただし、 特定施設 への入所前 に居住地 を

有しない か、又は 明らかでな かった特 定施設入 所障害者に ついては 、入所前に おけるそ の者の所 在地（継続 入所障害 者について は、最初 に入所
（略 ）

した 特定施設 の入所前 に有した所 在地）の市 町村が、 支給決定 を行うも のとする。
４・５

市町村 は、支給 決定障害 者等が、支 給決定の有 効期間内 において 、都道府 県知事が指 定する障害 福祉サー ビス事業 を行う者 （以下「

（ 介護給付 費又は訓練 等給付費）
第二十九条

指定 障害福祉 サービス 事業者」と いう。） 若しくは障 害者支援 施設（以 下「指定障 害者支援 施設」とい う。）か ら当該指 定に係る障 害福祉サ ー

ビス（以 下「指定障 害福祉サ ービス」 という。 ）を受けた とき、又は のぞみの 園から施 設障害福 祉サービス を受けたと きは、厚 生労働省 令で定

める ところに より、当該 支給決定障 害者等に 対し、当 該指定障 害福祉サービ ス又は施 設障害福 祉サービ ス（支給 量の範囲内の ものに限 る。以下

「 指定障害 福祉サー ビス等」 という。）に 要した費 用（食事 の提供に 要する費用 、居住若し くは滞在 に要する 費用その 他の日常生 活に要する 費

用又は創 作的活動 若しくは 生産活動 に要する費 用のうち厚 生労働省 令で定め る費用（ 以下「特定 費用」とい う。）を 除く。） について 、介護給
（ 略）

付 費又は訓練 等給付費 を支給する 。
２～８

市町村 は、次に掲 げる場合 において 、必要が あると認め るときは、 厚生労働 省令で定 めるとこ ろにより、 当該指定障 害福祉サ ービス等

（特例介護 給付費又 は特例訓 練等給付 費）
第三十 条

又 は第二号 に規定する 基準該当障 害福祉サ ービス（ 支給量の 範囲内のも のに限る。 ）に要し た費用（ 特定費用 を除く。） について、 特例介護 給

支給決定 障害者等が 、指定障害 福祉サー ビス等以 外の障害 福祉サービ ス（次に掲 げる事業 所又は施 設により 行われるもの に限る。 以下「基

により指 定障害福祉 サービス等 を受けた とき。

支給決定 障害者等 が、第二十 条第一項 の申請をし た日から 当該支給 決定の効力 が生じた 日の前日ま での間に 、緊急そ の他やむを 得ない理 由

付費又は 特例訓練 等給付費 を支給する ことがで きる。
一
二

第四 十三条第 一項の都 道府県の 条例で定め る基準又は 同条第二 項の都道 府県の条 例で定める 指定障害福 祉サービ スの事業 の設備及 び運営

準 該当障害 福祉サー ビス」とい う。）を受 けたとき 。
イ

に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所（以下「基準該当事業所」という。）
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三

ロ

第四十 四条第一 項の都道府 県の条例で 定める基 準又は同 条第二項 の都道府県 の条例で定 める指定 障害者支 援施設等 の設備及び 運営に関す

る基準に 定める事 項のうち都 道府県の 条例で定 めるものを 満たすと 認められる 施設（以 下「基準 該当施設」 という。 ）
その他政 令で定め るとき。
（ 略）

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） （抄）

２～４
◎

こ の法律に おいて「 子ども」 とは、十八 歳に達する 日以後の 最初の三 月三十一 日までの間 にある者で あって、 日本国内 に住所を 有するも

（ 定義）
第三条
２

こ の法律に おいて「 施設入所等子 ども」と は、次に 掲げる子 どもをいう 。

（略）

の又 は留学そ の他の厚 生労働省令 で定める 理由により 日本国内 に住所を 有しないも のをいう 。
３
（ 略）

生活 保護法（ 昭和二十 五年法律 第百四十四 号）第三十 条第一項 ただし書 の規定に より同法第 三十八条第 二項に規 定する救 護施設（ 以下「救

一 ～三
四

護 施設」とい う。）若し くは同条 第三項に 規定する 更生施設（ 以下「更生 施設」と いう。） に入所し 、又は売春 防止法（昭 和三十一 年法律第

百十八号 ）第三十 六条に規定 する婦人保 護施設（ 以下「婦 人保護施 設」という 。）に入所 している 子ども（ 厚生労働 省令で定め る短期間の 入
所をし ている者 を除き、 子どもの みで構成す る世帯に属 している 者に限る 。）

子ど も手当は 、次の各号 のいずれか に該当す る者に支 給する。

（支 給要件）
第四 条
（略）

十五歳に 達する日 以後の最初 の三月三 十一日まで の間にあ る施設入 所等子ども （以下「 中学校修了 前の施設 入所等子 ども」とい う。）が 委

一～三
四

託されて いる小規模 住居型児童 養育事業 を行う者 若しくは 里親又は中 学校修了前 の施設入 所等子ど もが入所 している児 童福祉施設 、障害者 支

（略）

援施設 、旧身体 障害者更 生援護施設 等、のぞ みの園、救 護施設、 更生施設 若しくは婦 人保護施 設（以下「 児童福祉 施設等」と いう。） の設置
者
２・３
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◎

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）
（ 利用範囲）

別 表第一の 上欄に掲 げる行政機 関、地方 公共団体、 独立行政 法人等そ の他の行政 事務を処 理する者（ 法令の規 定により同 表の下欄 に掲げ

地方公共 団体の長 その他の執 行機関は、 福祉、保 健若しく は医療そ の他の社会 保障、地方 税（地方 税法（昭 和二十五 年法律第二 百二十六号 ）

がで きる。当該事 務の全部 又は一部 の委託を 受けた者も 、同様とす る。

の処理に関 して保有 する特定 個人情報 ファイルにお いて個人 情報を効 率的に検 索し、及 び管理するた めに必要 な限度で 個人番号 を利用する こと

る事 務の全部 又は一部 を行うこと とされてい る者があ る場合に あっては 、その者を 含む。第三 項におい て同じ。 ）は、同 表の下欄に掲 げる事務

第九条

２

第一条第 一項第四 号に規定 する地方税 をいう。 以下同じ。 ）又は防 災に関す る事務その 他これら に類する事 務であっ て条例で 定めるもの の処理

に関 して保有 する特定 個人情報フ ァイルに おいて個人 情報を効 率的に検 索し、及び 管理する ために必要 な限度で 個人番号 を利用する ことがで き
る。当該 事務の全部 又は一部 の委託を 受けた者 も、同様と する。
（略）

前各項に 定めるも ののほか 、第十九条 第十二号か ら第十六 号までの いずれか に該当して 特定個人情 報の提供 を受けた 者は、そ の提供を受 けた

３・４
５

目的を達 成するた めに必要 な限度で 個人番号を 利用するこ とができ る。

何人 も、次の 各号のいず れかに該 当する場合 を除き、 特定個人 情報の提供 をしてはな らない。

（特定個 人情報の 提供の制限 ）
第十九 条
（ 略）

条例事 務関係情 報照会者 （第九条第二 項の規定 に基づき 条例で定 める事務 のうち別表第 二の第二 欄に掲げ る事務に 準じて迅速 に特定個人 情

使用し て当該特 定個人情 報を提供す るとき。

有する特 定個人情報 ファイルに 記録され たものに 限る。） の提供を求 めた場合に おいて、 当該情報 提供者が 情報提供ネ ットワーク システム を

「情 報提供者」 という。 ）に対し 、同表の 第二欄に掲 げる事務を 処理する ために必 要な同表 の第四欄に 掲げる特定 個人情報 （情報提 供者の保

欄に掲げ る特定個 人情報の 利用又は提 供に関する 事務の全 部又は一 部を行う こととされ ている者が ある場合 にあって は、その 者を含む。 以下

は 、その者 を含む。以 下「情報照 会者」と いう。） が、政令 で定めると ころにより 、同表の 第三欄に 掲げる者 （法令の規 定により同 表の第四

別表第二の第 一欄に掲 げる者（ 法令の規 定により 同表の第二欄 に掲げる 事務の全 部又は一 部を行うこ ととされて いる者が ある場合 にあって

一～六
七

八

報の提供 を受ける ことによ って効率 化を図るべ きものとし て個人情 報保護委 員会規則 で定めるも のを処理す る地方公 共団体の 長その他 の執行

機 関であって 個人情報保 護委員会 規則で定 めるもの をいう。第 二十六条に おいて同 じ。）が 、政令で 定めるとこ ろにより、 条例事務 関係情報
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提 供者（当 該事務の 内容に応じ て個人情報 保護委員 会規則で 定める個 人番号利用 事務実施者 をいう。 以下この 号及び同 条において 同じ。）に

対し、当 該事務を 処理する ために必 要な同表の 第四欄に掲 げる特定 個人情報 であって 当該事務の 内容に応じ て個人情 報保護委 員会規則 で定め

る もの（条例 事務関係情 報提供者 の保有す る特定個 人情報ファ イルに記録 されたも のに限る 。）の提 供を求めた 場合におい て、当該 条例事務
関係情報 提供者が 情報提供ネ ットワーク システム を使用し て当該特 定個人情報 を提供する とき。
十二

第三十八条 の七第一 項の規定 により求 められた特 定個人情報 を総務大 臣に提供 するとき 。

第三 十五条第 一項の規 定により 求められた特 定個人情 報を個人 情報保護 委員会（ 以下「委員会 」という 。）に提 供すると き。

（ 略）

十三

各議 院若しくは 各議院の委 員会若し くは参議 院の調査 会が国会法 （昭和二十 二年法律 第七十九 号）第百 四条第一項 （同法第五 十四条の 四

九～ 十一

十四

第一項に おいて準 用する場 合を含む。 ）若しくは 議院にお ける証人 の宣誓及 び証言等に 関する法律 （昭和二 十二年法 律第二百 二十五号） 第一

条の 規定により 行う審査 若しくは 調査、訴 訟手続その 他の裁判所 における 手続、裁 判の執行 、刑事事件 の捜査、租 税に関す る法律の 規定に基

づく犯則 事件の調査 又は会計検 査院の検 査（第三 十六条に おいて「各 議院審査等 」という 。）が行 われると き、その他 政令で定め る公益上 の
十五

そ の他これ らに準ず るものと して個人情 報保護委員 会規則で 定めると き。

人の 生命、身 体又は財 産の保護のた めに必要 がある場 合におい て、本人の 同意があり 、又は本 人の同意 を得るこ とが困難で あるとき。

必要が あるとき 。
十六
（情報提 供ネット ワークシス テム）

総 務大臣は 、委員会と 協議して 、情報提供 ネットワ ークシス テムを設置 し、及び管 理するも のとする 。

総務大臣 は、情報 照会者か ら第十九 条第七号 の規定により 特定個人 情報の提 供の求め があったと きは、次に 掲げる場 合を除き 、政令で 定める

第二十 一条
２

とこ ろにより、情 報提供ネ ットワー クシステ ムを使用 して、情報提 供者に対 して特定 個人情報 の提供の求 めがあった 旨を通知 しなけれ ばならな

生活保護 法による 保護の決定 及び実施、 就労自立 給付金の 支給、保 護に要する 費用の返還 又は徴収 金の徴収 に関す

（略 ）

情報 照会者、 情報提供 者、情報照 会者の処 理する事務 又は当該 事務を処 理するため に必要な 特定個人情 報の項目 が別表第 二に掲げる ものに
（略 ）

該当 しないとき 。

い。
一
二

別表 第一（第 九条関係 ）
（略）
都道府 県知事等

一～十四
十五
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十六～九 十七

報

照

（ 略）

会

者

情

る事 務であっ て主務省 令で定め るもの
（略 ）

務

報

提

供

者
（略 ）

（略）

（略）

（略 ）

（略 ）

（略）

（ 略）

（略）

（略 ）

特

定

個

人

情

報

情 報」という 。）であっ て主務省 令で定め るもの

関する情 報（以下 「中国残 留邦人等 支援給付等 関係

と いう。） 又は中国 残留邦人 等支援給付等 の支給に

金の 支給に関す る情報（ 以下「生活 保護関係 情報」

生活 保護法によ る保護の 実施若しく は就労自 立給付

（略）

特定疾病医療費の支給に関
する事務であって主務省令
で定 めるもの

（略）

都道府県 知事等

児 童 福 祉 法 に よ る 小 児 慢 性 （略 ）

事

別表第二（ 第十九条 、第二十 一条関係）
情
（ 略）

都道府県知事

一～八
九

十～百十九（ 略）
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