
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７  関 係 法 令 等 

７　
関
係
法
令
等

資
料
編

173



７　
関
係
法
令
等

資
料
編

174



子ども・子育て支援法
（平成二十四年八二十二日法律第六十五号）

第一章　総則（第一条―第七条）
第二章　子ども・子育て支援給付
第三章　特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業者並びに特定
子ども・子育て支援施設等
第四章　地域子ども・子育て支援
事業（第五十九条）
第四章の二　仕事・子育て両立支
援事業（第五十九条の二）
第五章　子ども・子育て支援事業
計画（第六十条―第六十四条）
第六章　費用等（第六十五条―第
七十一条）
第七章　子ども・子育て会議等

（第七十二条―第七十七条）
第八章　雑則（第七十八条―第八
十二条）
第九章　罰則（第八十三条―第八
十七条）
附則

第一章　総則 
（目的）
第一条　この法律は、我が国における急速

な少子化の進行並びに家庭及び地域を取
り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法（昭
和二十二年法律第百六十四号）その他の
子どもに関する法律による施策と相まっ
て、子ども・子育て支援給付その他の子
ども及び子どもを養育している者に必要
な支援を行い、もって一人一人の子ども
が健やかに成長することができる社会の
実現に寄与することを目的とする。

（基本理念）
第二条　子ども・子育て支援は、父母その

他の保護者が子育てについての第一義的
責任を有するという基本的認識の下に、

家庭、学校、地域、職域その他の社会の
あらゆる分野における全ての構成員が、
各々の役割を果たすとともに、相互に協
力して行われなければならない。

２　子ども・子育て支援給付その他の子ど
も・子育て支援の内容及び水準は、全て
の子どもが健やかに成長するように支援
するものであって、良質かつ適切なもの
であり、かつ、子どもの保護者の経済的
負担の軽減について適切に配慮されたも
のでなければならない。

３　子ども・子育て支援給付その他の子ど
も・子育て支援は、地域の実情に応じて、
総合的かつ効率的に提供されるよう配慮
して行われなければならない。

（市町村等の責務）
第三条　市町村（特別区を含む。以下同じ。）

は、この法律の実施に関し、次に掲げる
責務を有する。

一　子どもの健やかな成長のために適切な
環境が等しく確保されるよう、子ども及
びその保護者に必要な子ども・子育て支
援給付及び地域子ども・子育て支援事業
を総合的かつ計画的に行うこと。

二　子ども及びその保護者が、確実に子ど
も・子育て支援給付を受け、及び地域子
ども・子育て支援事業その他の子ども・
子育て支援を円滑に利用するために必要
な援助を行うとともに、関係機関との連
絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

三　子ども及びその保護者が置かれている
環境に応じて、子どもの保護者の選択に
基づき、多様な施設又は事業者から、良
質かつ適切な教育及び保育その他の子ど
も・子育て支援が総合的かつ効率的に提
供されるよう、その提供体制を確保する
こと。

２　都道府県は、市町村が行う子ども・子
育て支援給付及び地域子ども・子育て支
援事業が適正かつ円滑に行われるよう、
市町村に対する必要な助言及び適切な援
助を行うとともに、子ども・子育て支援
のうち、特に専門性の高い施策及び各市

（略）

（略）
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町村の区域を超えた広域的な対応が必要
な施策を講じなければならない。

３　国は、市町村が行う子ども・子育て支
援給付及び地域子ども・子育て支援事業
その他この法律に基づく業務が適正かつ
円滑に行われるよう、市町村及び都道府
県と相互に連携を図りながら、子ども・
子育て支援の提供体制の確保に関する施
策その他の必要な各般の措置を講じなけ
ればならない。

（事業主の責務）
第四条　事業主は、その雇用する労働者に

係る多様な労働条件の整備その他の労働
者の職業生活と家庭生活との両立が図ら
れるようにするために必要な雇用環境の
整備を行うことにより当該労働者の子育
ての支援に努めるとともに、国又は地方
公共団体が講ずる子ども・子育て支援に
協力しなければならない。

（国民の責務）
第五条　国民は、子ども・子育て支援の重

要性に対する関心と理解を深めるととも
に、国又は地方公共団体が講ずる子ども・
子育て支援に協力しなければならない。

（定義）
第六条　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をいい、「小
学校就学前子ども」とは、子どものうち
小学校就学の始期に達するまでの者をい
う。

２　この法律において「保護者」とは、親
権を行う者、未成年後見人その他の者で、
子どもを現に監護する者をいう。

第七条　この法律において「子ども・子育
て支援」とは、全ての子どもの健やかな
成長のために適切な環境が等しく確保さ
れるよう、国若しくは地方公共団体又は
地域における子育ての支援を行う者が実
施する子ども及び子どもの保護者に対す
る支援をいう。

２　この法律において「教育」とは、満三
歳以上の小学校就学前子どもに対して義

務教育及びその後の教育の基礎を培うも
のとして教育基本法（平成十八年法律第
百二十号）第六条第一項に規定する法律
に定める学校において行われる教育をい
う。

３　この法律において「保育」とは、児童
福祉法第六条の三第七項に規定する保育
をいう。

４　この法律において「教育・保育施設」
とは、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。以下「認
定こども園法」という。）第二条第六項
に規定する認定こども園（以下「認定こ
ども園」という。）、学校教育法（昭和
二十二年法律第二十六号）第一条に規定
する幼稚園（認定こども園法第三条第一
項又は第三項の認定を受けたもの及び同
条第十一項の規定による公示がされたも
のを除く。以下「幼稚園」という。）及
び児童福祉法第三十九条第一項に規定す
る保育所（認定こども園法第三条第一項
の認定を受けたもの及び同条第十一項の
規定による公示がされたものを除く。以
下「保育所」という。）をいう。

５　この法律において「地域型保育」とは、
家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保
育及び事業所内保育をいい、「地域型保
育事業」とは、地域型保育を行う事業を
いう。

６　この法律において「家庭的保育」とは、
児童福祉法第六条の三第九項に規定する
家庭的保育事業として行われる保育をい
う。

７　この法律において「小規模保育」とは、
児童福祉法第六条の三第十項に規定する
小規模保育事業として行われる保育をい
う。

８　この法律において「居宅訪問型保育」
とは、児童福祉法第六条の三第十一項に
規定する居宅訪問型保育事業として行わ
れる保育をいう。

９　この法律において「事業所内保育」と
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は、児童福祉法第六条の三第十二項に規
定する事業所内保育事業として行われる
保育をいう。

10　この法律において「子ども・子育て
支援施設等」とは、次に掲げる施設又は
事業をいう。

一　認定こども園（保育所等（認定こども
園法第二条第五項に規定する保育所等を
いう。第五号において同じ。）であるも
の及び第二十七条第一項に規定する特定
教育・保育施設であるものを除く。第
三十条の十一第一項第一号、第五十八条
の四第一項第一号、第五十八条の十第一
項第二号、第五十九条第三号ロ及び第六
章において同じ。）

二　幼稚園（第二十七条第一項に規定する
特定教育・保育施設であるものを除く。
第三十条の十一第一項第二号、第三章第
二節（第五十八条の九第六項第三号ロを
除く。）、第五十九条第三号ロ及び第六章
において同じ。）

三　特別支援学校（学校教育法第一条に規
定する特別支援学校をいい、同法第
七十六条第二項に規定する幼稚部に限
る。以下同じ。）

四　児童福祉法第五十九条の二第一項に規
定する施設（同項の規定による届出がさ
れたものに限り、次に掲げるものを除
く。）のうち、当該施設に配置する従業
者及びその員数その他の事項について内
閣府令で定める基準を満たすもの

イ　認定こども園法第三条第一項又は第三
項の認定を受けたもの

ロ　認定こども園法第三条第十一項の規定
による公示がされたもの

ハ　第五十九条の二第一項の規定による助
成を受けているもののうち政令で定める
もの

五　認定こども園、幼稚園又は特別支援学
校において行われる教育・保育（教育又
は保育をいう。以下同じ。）であって、
次のイ又はロに掲げる当該施設の区分に
応じそれぞれイ又はロに定める一日当た

りの時間及び期間の範囲外において、家
庭において保育を受けることが一時的に
困難となった当該イ又はロに掲げる施設
に在籍している小学校就学前子どもに対
して行われるものを提供する事業のう
ち、その事業を実施するために必要なも
のとして内閣府令で定める基準を満たす
もの

イ　認定こども園（保育所等であるものを
除く。）、幼稚園又は特別支援学校　当該
施設における教育に係る標準的な一日当
たりの時間及び期間

ロ　認定こども園（保育所等であるものに
限る。）　イに定める一日当たりの時間及
び期間を勘案して内閣府令で定める一日
当たりの時間及び期間

六　児童福祉法第六条の三第七項に規定す
る一時預かり事業（前号に掲げる事業に
該当するものを除く。）

七　児童福祉法第六条の三第十三項に規定
する病児保育事業のうち、当該事業に従
事する従業者及びその員数その他の事項
について内閣府令で定める基準を満たす
もの

八　児童福祉法第六条の三第十四項に規定
する子育て援助活動支援事業（同項第一
号に掲げる援助を行うものに限る。）の
うち、市町村が実施するものであること
その他の内閣府令で定める基準を満たす
もの

第二章　子ども・子育て支援給付　（略）

第三章　特定教育・保育施設及び特定地域
型保育事業者並びに特定子ども・子育て
支援施設等　（略）

第四章　地域子ども・子育て支援事業　
（略）

第四章の二　仕事・子育て両立支援事業　
（略）
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第五章　子ども・子育て支援事業計画
（基本指針）
第六十条　内閣総理大臣は、教育・保育及

び地域子ども・子育て支援事業の提供体
制を整備し、子ども・子育て支援給付並
びに地域子ども・子育て支援事業及び仕
事・子育て両立支援事業の円滑な実施の
確保その他子ども・子育て支援のための
施策を総合的に推進するための基本的な
指針（以下「基本指針」という。）を定
めるものとする。

２　基本指針においては、次に掲げる事項
について定めるものとする。

一　子ども・子育て支援の意義並びに子ど
ものための教育・保育給付に係る教育・
保育を一体的に提供する体制その他の教
育・保育を提供する体制の確保、子育て
のための施設等利用給付の円滑な実施の
確保並びに地域子ども・子育て支援事業
及び仕事・子育て両立支援事業の実施に
関する基本的事項

二　次条第一項に規定する市町村子ども・
子育て支援事業計画において教育・保育
及び地域子ども・子育て支援事業の量の
見込みを定めるに当たって参酌すべき標
準その他当該市町村子ども・子育て支援
事業計画及び第六十二条第一項に規定す
る都道府県子ども・子育て支援事業支援
計画の作成に関する事項

三　児童福祉法その他の関係法律による専
門的な知識及び技術を必要とする児童の
福祉増進のための施策との連携に関する
事項

四　労働者の職業生活と家庭生活との両立
が図られるようにするために必要な雇用
環境の整備に関する施策との連携に関す
る事項

五　前各号に掲げるもののほか、子ども・
子育て支援給付並びに地域子ども・子育
て支援事業及び仕事・子育て両立支援事
業の円滑な実施の確保その他子ども・子
育て支援のための施策の総合的な推進の
ために必要な事項

３　内閣総理大臣は、基本指針を定め、又
は変更しようとするときは、あらかじめ、
文部科学大臣、厚生労働大臣その他の関
係行政機関の長に協議するとともに、第
七十二条に規定する子ども・子育て会議
の意見を聴かなければならない。

４　内閣総理大臣は、基本指針を定め、又
はこれを変更したときは、遅滞なく、こ
れを公表しなければならない。

（市町村子ども・子育て支援事業計画）
第六十一条　市町村は、基本指針に即して、

五年を一期とする教育・保育及び地域子
ども・子育て支援事業の提供体制の確保
その他この法律に基づく業務の円滑な実
施に関する計画（以下「市町村子ども・
子育て支援事業計画」という。）を定め
るものとする。

２　市町村子ども・子育て支援事業計画に
おいては、次に掲げる事項を定めるもの
とする。

一　市町村が、地理的条件、人口、交通事
情その他の社会的条件、教育・保育を提
供するための施設の整備の状況その他の
条件を総合的に勘案して定める区域（以
下「教育・保育提供区域」という。）ご
との当該教育・保育提供区域における各
年度の特定教育・保育施設に係る必要利
用定員総数（第十九条第一項各号に掲げ
る小学校就学前子どもの区分ごとの必要
利用定員総数とする。）、特定地域型保育
事業所（事業所内保育事業所における労
働者等の監護する小学校就学前子どもに
係る部分を除く。）に係る必要利用定員
総数（同項第三号に掲げる小学校就学前
子どもに係るものに限る。）その他の教
育・保育の量の見込み並びに実施しよう
とする教育・保育の提供体制の確保の内
容及びその実施時期

二　教育・保育提供区域ごとの当該教育・
保育提供区域における各年度の地域子ど
も・子育て支援事業の量の見込み並びに
実施しようとする地域子ども・子育て支
援事業の提供体制の確保の内容及びその
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実施時期
三　子どものための教育・保育給付に係る

教育・保育の一体的提供及び当該教育・
保育の推進に関する体制の確保の内容

四　子育てのための施設等利用給付の円滑
な実施の確保の内容

３　市町村子ども・子育て支援事業計画に
おいては、前項各号に規定するもののほ
か、次に掲げる事項について定めるよう
努めるものとする。

一　産後の休業及び育児休業後における特
定教育・保育施設等の円滑な利用の確保
に関する事項

二　保護を要する子どもの養育環境の整
備、児童福祉法第四条第二項に規定する
障害児に対して行われる保護並びに日常
生活上の指導及び知識技能の付与その他
の子どもに関する専門的な知識及び技術
を要する支援に関する都道府県が行う施
策との連携に関する事項

三　労働者の職業生活と家庭生活との両立
が図られるようにするために必要な雇用
環境の整備に関する施策との連携に関す
る事項

４　市町村子ども・子育て支援事業計画は、
教育・保育提供区域における子どもの数、
子どもの保護者の特定教育・保育施設等
及び地域子ども・子育て支援事業の利用
に関する意向その他の事情を勘案して作
成されなければならない。

５　市町村は、教育・保育提供区域におけ
る子ども及びその保護者の置かれている
環境その他の事情を正確に把握した上
で、これらの事情を勘案して、市町村子
ども・子育て支援事業計画を作成するよ
う努めるものとする。

６　市町村子ども・子育て支援事業計画は、
社会福祉法第百七条第一項に規定する市
町村地域福祉計画、教育基本法第十七条
第二項の規定により市町村が定める教育
の振興のための施策に関する基本的な計
画（次条第四項において「教育振興基本
計画」という。）その他の法律の規定に

よる計画であって子どもの福祉又は教育
に関する事項を定めるものと調和が保た
れたものでなければならない。

７　市町村は、市町村子ども・子育て支援
事業計画を定め、又は変更しようとする
ときは、あらかじめ、第七十七条第一項
の審議会その他の合議制の機関を設置し
ている場合にあってはその意見を、その
他の場合にあっては子どもの保護者その
他子ども・子育て支援に係る当事者の意
見を聴かなければならない。

８　市町村は、市町村子ども・子育て支援
事業計画を定め、又は変更しようとする
ときは、あらかじめ、インターネットの
利用その他の内閣府令で定める方法によ
り広く住民の意見を求めることその他の
住民の意見を反映させるために必要な措
置を講ずるよう努めるものとする。

９　市町村は、市町村子ども・子育て支援
事業計画を定め、又は変更しようとする
ときは、あらかじめ、都道府県に協議し
なければならない。

10　市町村は、市町村子ども・子育て支
援事業計画を定め、又は変更したときは、
遅滞なく、これを都道府県知事に提出し
なければならない。

（都道府県子ども・子育て支援事業支援計
画）

第六十二条　都道府県は、基本指針に即し
て、五年を一期とする教育・保育及び地
域子ども・子育て支援事業の提供体制の
確保その他この法律に基づく業務の円滑
な実施に関する計画（以下「都道府県子
ども・子育て支援事業支援計画」という。）
を定めるものとする。

２　都道府県子ども・子育て支援事業支援
計画においては、次に掲げる事項を定め
るものとする。

一　都道府県が当該都道府県内の市町村が
定める教育・保育提供区域を勘案して定
める区域ごとの当該区域における各年度
の特定教育・保育施設に係る必要利用定
員総数（第十九条第一項各号に掲げる小
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学校就学前子どもの区分ごとの必要利用
定員総数とする。）その他の教育・保育
の量の見込み並びに実施しようとする教
育・保育の提供体制の確保の内容及びそ
の実施時期

二　子どものための教育・保育給付に係る
教育・保育の一体的提供及び当該教育・
保育の推進に関する体制の確保の内容

三　子育てのための施設等利用給付の円滑
な実施の確保を図るために必要な市町村
との連携に関する事項

四　特定教育・保育及び特定地域型保育を
行う者並びに地域子ども・子育て支援事
業に従事する者の確保及び資質の向上の
ために講ずる措置に関する事項

五　保護を要する子どもの養育環境の整
備、児童福祉法第四条第二項に規定する
障害児に対して行われる保護並びに日常
生活上の指導及び知識技能の付与その他
の子どもに関する専門的な知識及び技術
を要する支援に関する施策の実施に関す
る事項

六　前号の施策の円滑な実施を図るために
必要な市町村との連携に関する事項

３　都道府県子ども・子育て支援事業支援
計画においては、前項各号に掲げる事項
のほか、次に掲げる事項について定める
よう努めるものとする。

一　市町村の区域を超えた広域的な見地か
ら行う調整に関する事項

二　教育・保育情報の公表に関する事項
三　労働者の職業生活と家庭生活との両立

が図られるようにするために必要な雇用
環境の整備に関する施策との連携に関す
る事項

４　都道府県子ども・子育て支援事業支援
計画は、社会福祉法第百八条第一項に規
定する都道府県地域福祉支援計画、教育
基本法第十七条第二項の規定により都道
府県が定める教育振興基本計画その他の
法律の規定による計画であって子どもの
福祉又は教育に関する事項を定めるもの
と調和が保たれたものでなければならな

い。
５　都道府県は、都道府県子ども・子育て

支援事業支援計画を定め、又は変更しよ
うとするときは、あらかじめ、第七十七
条第四項の審議会その他の合議制の機関
を設置している場合にあってはその意見
を、その他の場合にあっては子どもの保
護者その他子ども・子育て支援に係る当
事者の意見を聴かなければならない。

６　都道府県は、都道府県子ども・子育て
支援事業支援計画を定め、又は変更した
ときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣
に提出しなければならない。

（都道府県知事の助言等）
第六十三条　都道府県知事は、市町村に対

し、市町村子ども・子育て支援事業計画
の作成上の技術的事項について必要な助
言その他の援助の実施に努めるものとす
る。

２　内閣総理大臣は、都道府県に対し、都
道府県子ども・子育て支援事業支援計画
の作成の手法その他都道府県子ども・子
育て支援事業支援計画の作成上重要な技
術的事項について必要な助言その他の援
助の実施に努めるものとする。

（国の援助）
第六十四条　国は、市町村又は都道府県が、

市町村子ども・子育て支援事業計画又は
都道府県子ども・子育て支援事業支援計
画に定められた事業を実施しようとする
ときは、当該事業が円滑に実施されるよ
うに必要な助言その他の援助の実施に努
めるものとする。

第六章　費用等
（市町村の支弁）
第六十五条　次に掲げる費用は、市町村の

支弁とする。
一　市町村が設置する特定教育・保育施設

に係る施設型給付費及び特例施設型給付
費の支給に要する費用

二　都道府県及び市町村以外の者が設置す
る特定教育・保育施設に係る施設型給付
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費及び特例施設型給付費並びに地域型保
育給付費及び特例地域型保育給付費の支
給に要する費用

三　市町村（市町村が単独で又は他の市町
村と共同して設立する公立大学法人を含
む。次号及び第五号において同じ。）が
設置する特定子ども・子育て支援施設等

（認定こども園、幼稚園及び特別支援学
校に限る。）に係る施設等利用費の支給
に要する費用

四　国、都道府県（都道府県が単独で又は
他の地方公共団体と共同して設立する公
立大学法人を含む。次号及び次条第二号
において同じ。）又は市町村が設置し、
又は行う特定子ども・子育て支援施設等

（認定こども園、幼稚園及び特別支援学
校を除く。）に係る施設等利用費の支給
に要する費用

五　国、都道府県及び市町村以外の者が設
置し、又は行う特定子ども・子育て支援
施設等に係る施設等利用費の支給に要す
る費用

六　地域子ども・子育て支援事業に要する
費用

（都道府県の支弁）
第六十六条　次に掲げる費用は、都道府県

の支弁とする。
一　都道府県が設置する特定教育・保育施

設に係る施設型給付費及び特例施設型給
付費の支給に要する費用

二　都道府県が設置する特定子ども・子育
て支援施設等（認定こども園、幼稚園及
び特別支援学校に限る。）に係る施設等
利用費の支給に要する費用

（国の支弁）
第六十六条の二　国（国立大学法人法第二

条第一項に規定する国立大学法人を含
む。）が設置する特定子ども・子育て支
援施設等（認定こども園、幼稚園及び特
別支援学校に限る。）に係る施設等利用
費の支給に要する費用は、国の支弁とす
る。

（拠出金の施設型給付費等支給費用への充

当）
第六十六条の三　第六十五条の規定により

市町村が支弁する同条第二号に掲げる費
用のうち、国、都道府県その他の者が負
担すべきものの算定の基礎となる額とし
て政令で定めるところにより算定した額

（以下「施設型給付費等負担対象額」と
いう。）であって、満三歳未満保育認定
子ども（第十九条第一項第二号に掲げる
小学校就学前子どもに該当する教育・保
育給付認定子どものうち、満三歳に達す
る日以後の最初の三月三十一日までの間
にある者を含む。第六十九条第一項及び
第七十条第二項において同じ。）に係る
ものについては、その額の六分の一を超
えない範囲内で政令で定める割合に相当
する額（次条第一項及び第六十八条第一
項において「拠出金充当額」という。）
を第六十九条第一項に規定する拠出金を
もって充てる。

２　全国的な事業主の団体は、前項の割合
に関し、内閣総理大臣に対して意見を申
し出ることができる。

（都道府県の負担等）
第六十七条　都道府県は、政令で定めると

ころにより、第六十五条の規定により市
町村が支弁する同条第二号に掲げる費用
のうち、施設型給付費等負担対象額から
拠出金充当額を控除した額の四分の一を
負担する。

２　都道府県は、政令で定めるところによ
り、第六十五条の規定により市町村が支
弁する同条第四号及び第五号に掲げる費
用のうち、国及び都道府県が負担すべき
ものの算定の基礎となる額として政令で
定めるところにより算定した額の四分の
一を負担する。

３　都道府県は、政令で定めるところによ
り、市町村に対し、第六十五条の規定に
より市町村が支弁する同条第六号に掲げ
る費用に充てるため、当該都道府県の予
算の範囲内で、交付金を交付することが
できる。
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（市町村に対する交付金の交付等）
第六十八条　国は、政令で定めるところに

より、第六十五条の規定により市町村が
支弁する同条第二号に掲げる費用のう
ち、施設型給付費等負担対象額から拠出
金充当額を控除した額の二分の一を負担
するものとし、市町村に対し、国が負担
する額及び拠出金充当額を合算した額を
交付する。

２　国は、政令で定めるところにより、第
六十五条の規定により市町村が支弁する
同条第四号及び第五号に掲げる費用のう
ち、前条第二項の政令で定めるところに
より算定した額の二分の一を負担するも
のとし、市町村に対し、国が負担する額
を交付する。

３　国は、政令で定めるところにより、市
町村に対し、第六十五条の規定により市
町村が支弁する同条第六号に掲げる費用
に充てるため、予算の範囲内で、交付金
を交付することができる。

（拠出金の徴収及び納付義務）
第六十九条　政府は、児童手当の支給に要

する費用（児童手当法第十八条第一項に
規定するものに限る。次条第二項におい
て「拠出金対象児童手当費用」という。）、
第六十五条の規定により市町村が支弁す
る同条第二号に掲げる費用（施設型給付
費等負担対象額のうち、満三歳未満保育
認定子どもに係るものに相当する費用に
限る。次条第二項において「拠出金対象
施設型給付費等費用」という。）、地域子
ども・子育て支援事業（第五十九条第二
号、第五号及び第十一号に掲げるものに
限る。）に要する費用（次条第二項にお
いて「拠出金対象地域子ども・子育て支
援事業費用」という。）及び仕事・子育
て両立支援事業に要する費用（同項にお
いて「仕事・子育て両立支援事業費用」
という。）に充てるため、次に掲げる者（次
項において「一般事業主」という。）から、
拠出金を徴収する。

一　厚生年金保険法（昭和二十九年法律第

百十五号）第八十二条第一項に規定する
事業主（次号から第四号までに掲げるも
のを除く。）

二　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）第二十八条第一項
に規定する学校法人等

三　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）第百四十四条の三
第一項に規定する団体その他同法に規定
する団体で政令で定めるもの

四　国家公務員共済組合法（昭和三十三年
法律第百二十八号）第百二十六条第一項
に規定する連合会その他同法に規定する
団体で政令で定めるもの

２　一般事業主は、拠出金を納付する義務
を負う。

（拠出金の額）
第七十条　拠出金の額は、厚生年金保険法

に基づく保険料の計算の基礎となる標準
報酬月額及び標準賞与額（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（平成三年法律第
七十六号）第二条第一号に規定する育児
休業若しくは同法第二十三条第二項の育
児休業に関する制度に準ずる措置若しく
は同法第二十四条第一項（第二号に係る
部分に限る。）の規定により同項第二号
に規定する育児休業に関する制度に準じ
て講ずる措置による休業、国会職員の育
児休業等に関する法律（平成三年法律第
百八号）第三条第一項に規定する育児休
業、国家公務員の育児休業等に関する法
律（平成三年法律第百九号）第三条第一
項（同法第二十七条第一項及び裁判所職
員臨時措置法（昭和二十六年法律第
二百九十九号）（第七号に係る部分に限
る。）において準用する場合を含む。）に
規定する育児休業若しくは地方公務員の
育児休業等に関する法律（平成三年法律
第百十号）第二条第一項に規定する育児
休業又は厚生年金保険法第二十三条の三
第一項に規定する産前産後休業をしてい
る被用者について、当該育児休業若しく
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は休業又は当該産前産後休業をしたこと
により、厚生年金保険法に基づき保険料
の徴収を行わないこととされた場合にあ
っては、当該被用者に係るものを除く。
次項において「賦課標準」という。）に
拠出金率を乗じて得た額の総額とする。

２　前項の拠出金率は、拠出金対象児童手
当費用、拠出金対象施設型給付費等費用
及び拠出金対象地域子ども・子育て支援
事業費用の予想総額並びに仕事・子育て
両立支援事業費用の予定額、賦課標準の
予想総額並びに第六十八条第一項の規定
により国が負担する額（満三歳未満保育
認定子どもに係るものに限る。）、同条第
三項の規定により国が交付する額及び児
童手当法第十八条第一項の規定により国
庫が負担する額等の予想総額に照らし、
おおむね五年を通じ財政の均衡を保つこ
とができるものでなければならないもの
とし、千分の四・五以内において、政令
で定める。

３　内閣総理大臣は、前項の規定により拠
出金率を定めようとするときは、あらか
じめ、厚生労働大臣に協議しなければな
らない。

４　全国的な事業主の団体は、第一項の拠
出金率に関し、内閣総理大臣に対して意
見を申し出ることができる。

（拠出金の徴収方法）
第七十一条　拠出金の徴収については、厚

生年金保険の保険料その他の徴収金の徴
収の例による。

２　前項の拠出金及び当該拠出金に係る厚
生年金保険の保険料その他の徴収金の例
により徴収する徴収金（以下「拠出金等」
という。）の徴収に関する政府の権限で
政令で定めるものは、厚生労働大臣が行
う。

３　前項の規定により厚生労働大臣が行う
権限のうち、国税滞納処分の例による処
分その他政令で定めるものに係る事務
は、政令で定めるところにより、日本年
金機構（以下この条において「機構」と

いう。）に行わせるものとする。
４　厚生労働大臣は、前項の規定により機

構に行わせるものとしたその権限に係る
事務について、機構による当該権限に係
る事務の実施が困難と認める場合その他
政令で定める場合には、当該権限を自ら
行うことができる。この場合において、
厚生労働大臣は、その権限の一部を、政
令で定めるところにより、財務大臣に委
任することができる。

５　財務大臣は、政令で定めるところによ
り、前項の規定により委任された権限を、
国税庁長官に委任する。

６　国税庁長官は、政令で定めるところに
より、前項の規定により委任された権限
の全部又は一部を当該権限に係る拠出金
等を納付する義務を負う者（次項におい
て「納付義務者」という。）の事業所又
は事務所の所在地を管轄する国税局長に
委任することができる。

７　国税局長は、政令で定めるところによ
り、前項の規定により委任された権限の
全部又は一部を当該権限に係る納付義務
者の事業所又は事務所の所在地を管轄す
る税務署長に委任することができる。

８　厚生労働大臣は、第三項で定めるもの
のほか、政令で定めるところにより、第
二項の規定による権限のうち厚生労働省
令で定めるものに係る事務（当該権限を
行使する事務を除く。）を機構に行わせ
るものとする。

９　政府は、拠出金等の取立てに関する事
務を、当該拠出金等の取立てについて便
宜を有する法人で政令で定めるものに取
り扱わせることができる。

10　第一項から第八項までの規定による
拠出金等の徴収並びに前項の規定による
拠出金等の取立て及び政府への納付につ
いて必要な事項は、政令で定める。

第七章　子ども・子育て会議等
（設置）
第七十二条　内閣府に、子ども・子育て会
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議（以下この章において「会議」という。）
を置く。

（権限）
第七十三条　会議は、この法律又は他の法

律によりその権限に属させられた事項を
処理するほか、内閣総理大臣の諮問に応
じ、この法律の施行に関する重要事項を
調査審議する。

２　会議は、前項に規定する重要事項に関
し内閣総理大臣その他の関係各大臣に意
見を述べることができる。

３　会議は、この法律に基づく施策の実施
状況を調査審議し、必要があると認める
ときは、内閣総理大臣その他の関係各大
臣に意見を述べることができる。

（会議の組織及び運営）
第七十四条　会議は、委員二十五人以内で

組織する。
２　会議の委員は、子どもの保護者、都道

府県知事、市町村長、事業主を代表する
者、労働者を代表する者、子ども・子育
て支援に関する事業に従事する者及び子
ども・子育て支援に関し学識経験のある
者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

３　委員は、非常勤とする。
（資料提出の要求等）
第七十五条　会議は、その所掌事務を遂行

するために必要があると認めるときは、
関係行政機関の長に対し、資料の提出、
意見の表明、説明その他必要な協力を求
めることができる。

２　会議は、その所掌事務を遂行するため
に特に必要があると認めるときは、前項
に規定する者以外の者に対しても、必要
な協力を依頼することができる。

（政令への委任）
第七十六条　第七十二条から前条までに定

めるもののほか、会議の組織及び運営に
関し必要な事項は、政令で定める。

（市町村等における合議制の機関）
第七十七条　市町村は、条例で定めるとこ

ろにより、次に掲げる事務を処理するた
め、審議会その他の合議制の機関を置く

よう努めるものとする。
一　特定教育・保育施設の利用定員の設定

に関し、第三十一条第二項に規定する事
項を処理すること。

二　特定地域型保育事業の利用定員の設定
に関し、第四十三条第三項に規定する事
項を処理すること。

三　市町村子ども・子育て支援事業計画に
関し、第六十一条第七項に規定する事項
を処理すること。

四　当該市町村における子ども・子育て支
援に関する施策の総合的かつ計画的な推
進に関し必要な事項及び当該施策の実施
状況を調査審議すること。

２　前項の合議制の機関は、同項各号に掲
げる事務を処理するに当たっては、地域
の子ども及び子育て家庭の実情を十分に
踏まえなければならない。

３　前二項に定めるもののほか、第一項の
合議制の機関の組織及び運営に関し必要
な事項は、市町村の条例で定める。

４　都道府県は、条例で定めるところによ
り、次に掲げる事務を処理するため、審
議会その他の合議制の機関を置くよう努
めるものとする。

一　都道府県子ども・子育て支援事業支援
計画に関し、第六十二条第五項に規定す
る事項を処理すること。

二　当該都道府県における子ども・子育て
支援に関する施策の総合的かつ計画的な
推進に関し必要な事項及び当該施策の実
施状況を調査審議すること。

５　第二項及び第三項の規定は、前項の規
定により都道府県に合議制の機関が置か
れた場合に準用する。

第八章　雑則　（略）

第九章　罰則　（略）

附　則（略）
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子ども・若者育成支援推進法
（平成二十一年七月八日法律第七十一号）

第一章　総則
（目的）
第一条　この法律は、子ども・若者が次代

の社会を担い、その健やかな成長が我が
国社会の発展の基礎をなすものであるこ
とにかんがみ、日本国憲法及び児童の権
利に関する条約の理念にのっとり、子ど
も・若者をめぐる環境が悪化し、社会生
活を円滑に営む上での困難を有する子ど
も・若者の問題が深刻な状況にあること
を踏まえ、子ども・若者の健やかな育成、
子ども・若者が社会生活を円滑に営むこ
とができるようにするための支援その他
の取組（以下「子ども・若者育成支援」
という。）について、その基本理念、国
及び地方公共団体の責務並びに施策の基
本となる事項を定めるとともに、子ども・
若者育成支援推進本部を設置すること等
により、他の関係法律による施策と相ま
って、総合的な子ども・若者育成支援の
ための施策（以下「子ども・若者育成支
援施策」という。）を推進することを目
的とする。

（基本理念）
第二条　子ども・若者育成支援は、次に掲

げる事項を基本理念として行われなけれ
ばならない。

一　一人一人の子ども・若者が、健やかに
成長し、社会とのかかわりを自覚しつつ、
自立した個人としての自己を確立し、他
者とともに次代の社会を担うことができ
るようになることを目指すこと。

二　子ども・若者について、個人としての
尊厳が重んぜられ、不当な差別的取扱い
を受けることがないようにするととも
に、その意見を十分に尊重しつつ、その
最善の利益を考慮すること。

三　子ども・若者が成長する過程において

は、様々な社会的要因が影響を及ぼすも
のであるとともに、とりわけ良好な家庭
的環境で生活することが重要であること
を旨とすること。

四　子ども・若者育成支援において、家庭、
学校、職域、地域その他の社会のあらゆ
る分野におけるすべての構成員が、各々
の役割を果たすとともに、相互に協力し
ながら一体的に取り組むこと。

五　子ども・若者の発達段階、生活環境、
特性その他の状況に応じてその健やかな
成長が図られるよう、良好な社会環境（教
育、医療及び雇用に係る環境を含む。以
下同じ。）の整備その他必要な配慮を行
うこと。

六　教育、福祉、保健、医療、矯正、更生
保護、雇用その他の各関連分野における
知見を総合して行うこと。

七　修学及び就業のいずれもしていない子
ども・若者その他の子ども・若者であっ
て、社会生活を円滑に営む上での困難を
有するものに対しては、その困難の内容
及び程度に応じ、当該子ども・若者の意
思を十分に尊重しつつ、必要な支援を行
うこと。

（国の責務）
第三条　国は、前条に定める基本理念（以

下「基本理念」という。）にのっとり、
子ども・若者育成支援施策を策定し、及
び実施する責務を有する。

（地方公共団体の責務）
第四条　地方公共団体は、基本理念にのっ

とり、子ども・若者育成支援に関し、国
及び他の地方公共団体との連携を図りつ
つ、その区域内における子ども・若者の
状況に応じた施策を策定し、及び実施す
る責務を有する。

（法制上の措置等）
第五条　政府は、子ども・若者育成支援施

策を実施するため必要な法制上又は財政
上の措置その他の措置を講じなければな
らない。

（年次報告）
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第六条　政府は、毎年、国会に、我が国に
おける子ども・若者の状況及び政府が講
じた子ども・若者育成支援施策の実施の
状況に関する報告を提出するとともに、
これを公表しなければならない。

第二章　子ども・若者育成支援施策
（子ども・若者育成支援施策の基本）
第七条　子ども・若者育成支援施策は、基

本理念にのっとり、国及び地方公共団体
の関係機関相互の密接な連携並びに民間
の団体及び国民一般の理解と協力の下
に、関連分野における総合的な取組とし
て行われなければならない。

（子ども・若者育成支援推進大綱）
第八条　子ども・若者育成支援推進本部は、

子ども・若者育成支援施策の推進を図る
ための大綱（以下「子ども・若者育成支
援推進大綱」という。）を作成しなけれ
ばならない。

２　子ども・若者育成支援推進大綱は、次
に掲げる事項について定めるものとす
る。

一　子ども・若者育成支援施策に関する基
本的な方針

二　子ども・若者育成支援施策に関する次
に掲げる事項

イ　教育、福祉、保健、医療、矯正、更生
保護、雇用その他の各関連分野における
施策に関する事項

ロ　子ども・若者の健やかな成長に資する
良好な社会環境の整備に関する事項

ハ　第二条第七号に規定する支援に関する
事項

ニ　イからハまでに掲げるもののほか、子
ども・若者育成支援施策に関する重要事
項

三　子ども・若者育成支援施策を総合的に
実施するために必要な国の関係行政機
関、地方公共団体及び民間の団体の連携
及び協力に関する事項

四　子ども・若者育成支援に関する国民の
理解の増進に関する事項

五　子ども・若者育成支援施策を推進する
ために必要な調査研究に関する事項

六　子ども・若者育成支援に関する人材の
養成及び資質の向上に関する事項

七　子ども・若者育成支援に関する国際的
な協力に関する事項

八　前各号に掲げるもののほか、子ども・
若者育成支援施策を推進するために必要
な事項

３　子ども・若者育成支援推進本部は、第
一項の規定により子ども・若者育成支援
推進大綱を作成したときは、遅滞なく、
これを公表しなければならない。これを
変更したときも、同様とする。

（都道府県子ども・若者計画等）
第九条　都道府県は、子ども・若者育成支

援推進大綱を勘案して、当該都道府県の
区域内における子ども・若者育成支援に
ついての計画（以下この条において「都
道府県子ども・若者計画」という。）を
作成するよう努めるものとする。

２　市町村は、子ども・若者育成支援推進
大綱（都道府県子ども・若者計画が作成
されているときは、子ども・若者育成支
援推進大綱及び都道府県子ども・若者計
画）を勘案して、当該市町村の区域内に
おける子ども・若者育成支援についての
計画（次項において「市町村子ども・若
者計画」という。）を作成するよう努め
るものとする。

３　都道府県又は市町村は、都道府県子ど
も・若者計画又は市町村子ども・若者計
画を作成したときは、遅滞なく、これを
公表しなければならない。これを変更し
たときも、同様とする。

（国民の理解の増進等）
第十条　国及び地方公共団体は、子ども・

若者育成支援に関し、広く国民一般の関
心を高め、その理解と協力を得るととも
に、社会を構成する多様な主体の参加に
よる自主的な活動に資するよう、必要な
啓発活動を積極的に行うものとする。

（社会環境の整備）
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第十一条　国及び地方公共団体は、子ども・
若者の健やかな成長を阻害する行為の防
止その他の子ども・若者の健やかな成長
に資する良好な社会環境の整備につい
て、必要な措置を講ずるよう努めるもの
とする。

（意見の反映）
第十二条　国は、子ども・若者育成支援施

策の策定及び実施に関して、子ども・若
者を含めた国民の意見をその施策に反映
させるために必要な措置を講ずるものと
する。

（子ども・若者総合相談センター）
第十三条　地方公共団体は、子ども・若者

育成支援に関する相談に応じ、関係機関
の紹介その他の必要な情報の提供及び助
言を行う拠点（第二十条第三項において

「子ども・若者総合相談センター」とい
う。）としての機能を担う体制を、単独
で又は共同して、確保するよう努めるも
のとする。

（地方公共団体及び民間の団体に対する支
援）

第十四条　国は、子ども・若者育成支援施
策に関し、地方公共団体が実施する施策
及び民間の団体が行う子ども・若者の社
会参加の促進その他の活動を支援するた
め、情報の提供その他の必要な措置を講
ずるよう努めるものとする。

第三章　子ども・若者が社会生活を円滑に
営むことができるようにするための支援

（関係機関等による支援）
第十五条　国及び地方公共団体の機関、公

益社団法人及び公益財団法人、特定非営
利活動促進法（平成十年法律第七号）第
二条第二項に規定する特定非営利活動法
人その他の団体並びに学識経験者その他
の者であって、教育、福祉、保健、医療、
矯正、更生保護、雇用その他の子ども・
若者育成支援に関連する分野の事務に従
事するもの（以下「関係機関等」という。）
は、修学及び就業のいずれもしていない

子ども・若者その他の子ども・若者であ
って、社会生活を円滑に営む上での困難
を有するものに対する次に掲げる支援

（以下この章において単に「支援」とい
う。）を行うよう努めるものとする。

一　社会生活を円滑に営むことができるよ
うにするために、関係機関等の施設、子
ども・若者の住居その他の適切な場所に
おいて、必要な相談、助言又は指導を行
うこと。

二　医療及び療養を受けることを助けるこ
と。

三　生活環境を改善すること。
四　修学又は就業を助けること。
五　前号に掲げるもののほか、社会生活を

営むために必要な知識技能の習得を助け
ること。

六　前各号に掲げるもののほか、社会生活
を円滑に営むことができるようにするた
めの援助を行うこと。

２　関係機関等は、前項に規定する子ども・
若者に対する支援に寄与するため、当該
子ども・若者の家族その他子ども・若者
が円滑な社会生活を営むことに関係する
者に対し、相談及び助言その他の援助を
行うよう努めるものとする。

（関係機関等の責務）
第十六条　関係機関等は、必要な支援が早

期かつ円滑に行われるよう、次に掲げる
措置をとるとともに、必要な支援を継続
的に行うよう努めるものとする。

一　前条第一項に規定する子ども・若者の
状況を把握すること。

二　相互に連携を図るとともに、前条第一
項に規定する子ども・若者又は当該子ど
も・若者の家族その他子ども・若者が円
滑な社会生活を営むことに関係する者を
必要に応じて速やかに適切な関係機関等
に誘導すること。

三　関係機関等が行う支援について、地域
住民に周知すること。

（調査研究の推進）
第十七条　国及び地方公共団体は、第十五
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条第一項に規定する子ども・若者が社会
生活を円滑に営む上での困難を有するこ
ととなった原因の究明、支援の方法等に
関する必要な調査研究を行うよう努める
ものとする。

（人材の養成等）
第十八条　国及び地方公共団体は、支援が

適切に行われるよう、必要な知見を有す
る人材の養成及び資質の向上並びに第
十五条第一項各号に掲げる支援を実施す
るための体制の整備に必要な施策を講ず
るよう努めるものとする。

（子ども・若者支援地域協議会）
第十九条　地方公共団体は、関係機関等が

行う支援を適切に組み合わせることによ
りその効果的かつ円滑な実施を図るた
め、単独で又は共同して、関係機関等に
より構成される子ども・若者支援地域協
議会（以下「協議会」という。）を置く
よう努めるものとする。

２　地方公共団体の長は、協議会を設置し
たときは、内閣府令で定めるところによ
り、その旨を公示しなければならない。

（協議会の事務等）
第二十条　協議会は、前条第一項の目的を

達するため、必要な情報の交換を行うと
ともに、支援の内容に関する協議を行う
ものとする。

２　協議会を構成する関係機関等（以下「構
成機関等」という。）は、前項の協議の
結果に基づき、支援を行うものとする。

３　協議会は、第一項に規定する情報の交
換及び協議を行うため必要があると認め
るとき、又は構成機関等による支援の実
施に関し他の構成機関等から要請があっ
た場合において必要があると認めるとき
は、構成機関等（構成機関等に該当しな
い子ども・若者総合相談センターとして
の機能を担う者を含む。）に対し、支援
の対象となる子ども・若者に関する情報
の提供、意見の開陳その他の必要な協力
を求めることができる。

（子ども・若者支援調整機関）

第二十一条　協議会を設置した地方公共団
体の長は、構成機関等のうちから一の機
関又は団体を限り子ども・若者支援調整
機関（以下「調整機関」という。）とし
て指定することができる。

２　調整機関は、協議会に関する事務を総
括するとともに、必要な支援が適切に行
われるよう、協議会の定めるところによ
り、構成機関等が行う支援の状況を把握
しつつ、必要に応じて他の構成機関等が
行う支援を組み合わせるなど構成機関等
相互の連絡調整を行うものとする。

（子ども・若者指定支援機関）
第二十二条　協議会を設置した地方公共団

体の長は、当該協議会において行われる
支援の全般について主導的な役割を果た
す者を定めることにより必要な支援が適
切に行われることを確保するため、構成
機関等（調整機関を含む。）のうちから
一の団体を限り子ども・若者指定支援機
関（以下「指定支援機関」という。）と
して指定することができる。

２　指定支援機関は、協議会の定めるとこ
ろにより、調整機関と連携し、構成機関
等が行う支援の状況を把握しつつ、必要
に応じ、第十五条第一項第一号に掲げる
支援その他の支援を実施するものとす
る。

（指定支援機関への援助等）
第二十三条　国及び地方公共団体は、指定

支援機関が前条第二項の業務を適切に行
うことができるようにするため、情報の
提供、助言その他必要な援助を行うよう
努めるものとする。

２　国は、必要な支援があまねく全国にお
いて効果的かつ円滑に行われるよう、前
項に掲げるもののほか、指定支援機関の
指定を行っていない地方公共団体（協議
会を設置していない地方公共団体を含
む。）に対し、情報の提供、助言その他
必要な援助を行うものとする。

３　協議会及び構成機関等は、指定支援機
関に対し、支援の対象となる子ども・若
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者に関する情報の提供その他必要な協力
を行うよう努めるものとする。

（秘密保持義務）
第二十四条　協議会の事務（調整機関及び

指定支援機関としての事務を含む。以下
この条において同じ。）に従事する者又
は協議会の事務に従事していた者は、正
当な理由なく、協議会の事務に関して知
り得た秘密を漏らしてはならない。

（協議会の定める事項）
第二十五条　第十九条から前条までに定め

るもののほか、協議会の組織及び運営に
関し必要な事項は、協議会が定める。

第四章　子ども・若者育成支援推進本部
（設置）
第二十六条　内閣府に、特別の機関として、

子ども・若者育成支援推進本部（以下「本
部」という。）を置く。

（所掌事務等）
第二十七条　本部は、次に掲げる事務をつ

かさどる。
一　子ども・若者育成支援推進大綱を作成

し、及びその実施を推進すること。
二　前号に掲げるもののほか、子ども・若

者育成支援に関する重要な事項について
審議すること。

三　前二号に掲げるもののほか、他の法令
の規定により本部に属させられた事務

２　本部は、前項第一号に掲げる事務を遂
行するため、必要に応じ、地方公共団体
又は協議会の意見を聴くものとする。

（組織）
第二十八条　本部は、子ども・若者育成支

援推進本部長、子ども・若者育成支援推
進副本部長及び子ども・若者育成支援推
進本部員をもって組織する。

（子ども・若者育成支援推進本部長）
第二十九条　本部の長は、子ども・若者育

成支援推進本部長（以下「本部長」とい
う。）とし、内閣総理大臣をもって充てる。

２　本部長は、本部の事務を総括し、所部
の職員を指揮監督する。

（子ども・若者育成支援推進副本部長）
第三十条　本部に、子ども・若者育成支援

推進副本部長（以下「副本部長」という。）
を置き、内閣官房長官並びに内閣府設置
法（平成十一年法律第八十九号）第九条
第一項に規定する特命担当大臣であって
同項の規定により命を受けて同法第四条
第一項第二十五号に掲げる事項に関する
事務及びこれに関連する同条第三項に規
定する事務を掌理するものをもって充て
る。

２　副本部長は、本部長の職務を助ける。
（子ども・若者育成支援推進本部員）
第三十一条　本部に、子ども・若者育成支

援推進本部員（次項において「本部員」
という。）を置く。

２　本部員は、次に掲げる者をもって充て
る。

一　国家公安委員会委員長
二　総務大臣
三　法務大臣
四　文部科学大臣
五　厚生労働大臣
六　経済産業大臣
七　前各号に掲げるもののほか、本部長及

び副本部長以外の国務大臣のうちから、
内閣総理大臣が指定する者

（資料提出の要求等）
第三十二条　本部は、その所掌事務を遂行

するために必要があると認めるときは、
関係行政機関の長に対し、資料の提出、
意見の開陳、説明その他必要な協力を求
めることができる。

２　本部は、その所掌事務を遂行するため
に特に必要があると認めるときは、前項
に規定する者以外の者に対しても、必要
な協力を依頼することができる。

（政令への委任）
第三十三条　第二十六条から前条までに定

めるもののほか、本部の組織及び運営に
関し必要な事項は、政令で定める。
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第五章　罰則
第三十四条　第二十四条の規定に違反した

者は、一年以下の懲役又は五十万円以下
の罰金に処する。

　　　附　則　（略） 
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母子及び父子並びに寡婦福祉法
（昭和三十九年七月一日法律第百二十九号）

第一章　総則 
（目的）
第一条　この法律は、母子家庭等及び寡婦

の福祉に関する原理を明らかにするとと
もに、母子家庭等及び寡婦に対し、その
生活の安定と向上のために必要な措置を
講じ、もつて母子家庭等及び寡婦の福祉
を図ることを目的とする。

（基本理念）
第二条　全て母子家庭等には、児童が、そ

の置かれている環境にかかわらず、心身
ともに健やかに育成されるために必要な
諸条件と、その母子家庭の母及び父子家
庭の父の健康で文化的な生活とが保障さ
れるものとする。

２　寡婦には、母子家庭の母及び父子家庭
の父に準じて健康で文化的な生活が保障
されるものとする。

（国及び地方公共団体の責務）
第三条　国及び地方公共団体は、母子家庭

等及び寡婦の福祉を増進する責務を有す
る。

２　国及び地方公共団体は、母子家庭等又
は寡婦の福祉に関係のある施策を講ずる
に当たつては、その施策を通じて、前条
に規定する理念が具現されるように配慮
しなければならない。

（関係機関の責務）
第三条の二　第八条第一項に規定する母

子・父子自立支援員、福祉事務所（社会
福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）
に定める福祉に関する事務所をいう。以
下同じ。）その他母子家庭の福祉に関す
る機関、児童福祉法（昭和二十二年法律
第百六十四号）に定める児童委員、売春
防止法（昭和三十一年法律第百十八号）
第三十五条第一項に規定する婦人相談
員、児童福祉法第四十四条の二第一項に

規定する児童家庭支援センター、同法第
三十八条に規定する母子生活支援施設、
第十七条第一項、第三十条第三項又は第
三十一条の五第二項の規定により都道府
県又は市（特別区を含む。以下同じ。）
町村から委託を受けている者、第三十八
条に規定する母子・父子福祉施設、母子・
父子福祉団体、公共職業安定所その他母
子家庭の支援を行う関係機関は、母子家
庭の母及び児童の生活の安定と向上のた
めに相互に協力しなければならない。

２　第八条第一項に規定する母子・父子自
立支援員、福祉事務所その他父子家庭の
福祉に関する機関、児童福祉法に定める
児童委員、同法第四十四条の二第一項に
規定する児童家庭支援センター、第
三十一条の七第一項、第三十一条の九第
三項又は第三十一条の十一第二項の規定
により都道府県又は市町村から委託を受
けている者、第三十八条に規定する母子・
父子福祉施設、母子・父子福祉団体、公
共職業安定所その他父子家庭の支援を行
う関係機関は、父子家庭の父及び児童の
生活の安定と向上のために相互に協力し
なければならない。

３　第八条第一項に規定する母子・父子自
立支援員、福祉事務所その他寡婦の福祉
に関する機関、第三十三条第一項、第
三十五条第三項又は第三十五条の二第二
項の規定により都道府県又は市町村から
委託を受けている者、第三十八条に規定
する母子・父子福祉施設、母子・父子福
祉団体、公共職業安定所その他寡婦の支
援を行う関係機関は、寡婦の生活の安定
と向上のために相互に協力しなければな
らない。

（自立への努力）
第四条　母子家庭の母及び父子家庭の父並

びに寡婦は、自ら進んでその自立を図り、
家庭生活及び職業生活の安定と向上に努
めなければならない。

（扶養義務の履行）
第五条　母子家庭等の児童の親は、当該児
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童が心身ともに健やかに育成されるよ
う、当該児童の養育に必要な費用の負担
その他当該児童についての扶養義務を履
行するように努めなければならない。

２　母子家庭等の児童の親は、当該児童が
心身ともに健やかに育成されるよう、当
該児童を監護しない親の当該児童につい
ての扶養義務の履行を確保するように努
めなければならない。

３　国及び地方公共団体は、母子家庭等の
児童が心身ともに健やかに育成されるよ
う、当該児童を監護しない親の当該児童
についての扶養義務の履行を確保するた
めに広報その他適切な措置を講ずるよう
に努めなければならない。

（定義）
第六条　この法律において「配偶者のない

女子」とは、配偶者（婚姻の届出をして
いないが、事実上婚姻関係と同様の事情
にある者を含む。以下同じ。）と死別し
た女子であつて、現に婚姻（婚姻の届出
をしていないが、事実上婚姻関係と同様
の事情にある場合を含む。以下同じ。）
をしていないもの及びこれに準ずる次に
掲げる女子をいう。

一　離婚した女子であつて現に婚姻をして
いないもの

二　配偶者の生死が明らかでない女子
三　配偶者から遺棄されている女子
四　配偶者が海外にあるためその扶養を受

けることができない女子
五　配偶者が精神又は身体の障害により長

期にわたつて労働能力を失つている女子
六　前各号に掲げる者に準ずる女子であつ

て政令で定めるもの
２　この法律において「配偶者のない男子」

とは、配偶者と死別した男子であつて、
現に婚姻をしていないもの及びこれに準
ずる次に掲げる男子をいう。

一　離婚した男子であつて現に婚姻をして
いないもの

二　配偶者の生死が明らかでない男子
三　配偶者から遺棄されている男子

四　配偶者が海外にあるためその扶養を受
けることができない男子

五　配偶者が精神又は身体の障害により長
期にわたつて労働能力を失つている男子

六　前各号に掲げる者に準ずる男子であつ
て政令で定めるもの

３　この法律において「児童」とは、二十
歳に満たない者をいう。

４　この法律において「寡婦」とは、配偶
者のない女子であつて、かつて配偶者の
ない女子として民法（明治二十九年法律
第八十九号）第八百七十七条の規定によ
り児童を扶養していたことのあるものを
いう。

５　この法律において「母子家庭等」とは、
母子家庭及び父子家庭をいう。

６　この法律において「母子・父子福祉団
体」とは、配偶者のない者で現に児童を
扶養しているもの（配偶者のない女子で
あつて民法第八百七十七条の規定により
現に児童を扶養しているもの（以下「配
偶者のない女子で現に児童を扶養してい
るもの」という。）又は配偶者のない男
子であつて同条の規定により現に児童を
扶養しているもの（以下「配偶者のない
男子で現に児童を扶養しているもの」と
いう。）をいう。第八条第二項において
同じ。）の福祉又はこれに併せて寡婦の
福祉を増進することを主たる目的とする
次の各号に掲げる法人であつて当該各号
に定めるその役員の過半数が配偶者のな
い女子又は配偶者のない男子であるもの
をいう。

一　社会福祉法人　理事
二　前号に掲げるもののほか、営利を目的

としない法人であつて厚生労働省令で定
めるもの　厚生労働省令で定める役員

（都道府県児童福祉審議会等の権限）
第七条　次の各号に掲げる機関は、母子家

庭等の福祉に関する事項につき、調査審
議するほか、当該各号に定める者の諮問
に答え、又は関係行政機関に意見を具申
することができる。
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一　児童福祉法第八条第二項に規定する都
道府県児童福祉審議会（同条第一項ただ
し書に規定する都道府県にあつては、社
会福祉法第七条第一項に規定する地方社
会福祉審議会）　都道府県知事

二　児童福祉法第八条第四項に規定する市
町村児童福祉審議会　市町村長（特別区
の区長を含む。以下同じ。）

（母子・父子自立支援員）
第八条　都道府県知事、市長（特別区の区

長を含む。）及び福祉事務所を管理する
町村長（以下「都道府県知事等」という。）
は、社会的信望があり、かつ、次項に規
定する職務を行うに必要な熱意と識見を
持つている者のうちから、母子・父子自
立支援員を委嘱するものとする。

２　母子・父子自立支援員は、この法律の
施行に関し、主として次の業務を行うも
のとする。

一　配偶者のない者で現に児童を扶養して
いるもの及び寡婦に対し、相談に応じ、
その自立に必要な情報提供及び指導を行
うこと。

二　配偶者のない者で現に児童を扶養して
いるもの及び寡婦に対し、職業能力の向
上及び求職活動に関する支援を行うこ
と。

３　都道府県、市及び福祉事務所を設置す
る町村（以下「都道府県等」という。）は、
母子・父子自立支援員の研修の実施その
他の措置を講ずることにより、母子・父
子自立支援員その他の母子家庭の母及び
父子家庭の父並びに寡婦の自立の支援に
係る事務に従事する人材の確保及び資質
の向上を図るよう努めるものとする。

（福祉事務所）
第九条　福祉事務所は、この法律の施行に

関し、主として次の業務を行うものとす
る。

一　母子家庭等及び寡婦の福祉に関し、母
子家庭等及び寡婦並びに母子・父子福祉
団体の実情その他必要な実情の把握に努
めること。

二　母子家庭等及び寡婦の福祉に関する相
談に応じ、必要な調査及び指導を行うこ
と、並びにこれらに付随する業務を行う
こと。

（児童委員の協力）
第十条　児童福祉法に定める児童委員は、

この法律の施行について、福祉事務所の
長又は母子・父子自立支援員の行う職務
に協力するものとする。

（母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上
のための措置の積極的かつ計画的な実施
等）

第十条の二　都道府県等は、母子家庭等及
び寡婦が母子家庭等及び寡婦の生活の安
定と向上のために最も適切な支援を総合
的に受けられるようにするため、地域の
実情に応じた母子家庭等及び寡婦の生活
の安定と向上のための措置の積極的かつ
計画的な実施及び周知並びに母子家庭等
及び寡婦の生活の安定と向上のための支
援を行う者の活動の連携及び調整を図る
よう努めなければならない。

第二章　基本方針等
（基本方針）
第十一条　厚生労働大臣は、母子家庭等及

び寡婦の生活の安定と向上のための措置
に関する基本的な方針（以下「基本方針」
という。）を定めるものとする。

２　基本方針に定める事項は、次のとおり
とする。

一　母子家庭等及び寡婦の家庭生活及び職
業生活の動向に関する事項

二　母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向
上のため講じようとする施策の基本とな
るべき事項

三　都道府県等が、次条の規定に基づき策
定する母子家庭等及び寡婦の生活の安定
と向上のための措置に関する計画（以下

「自立促進計画」という。）の指針となる
べき基本的な事項

四　前三号に掲げるもののほか、母子家庭
等及び寡婦の生活の安定と向上のための
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措置に関する重要事項
３　厚生労働大臣は、基本方針を定め、又

はこれを変更しようとするときは、あら
かじめ、関係行政機関の長に協議するも
のとする。

４　厚生労働大臣は、基本方針を定め、又
はこれを変更したときは、遅滞なく、こ
れを公表するものとする。

（自立促進計画）
第十二条　都道府県等は、基本方針に即し、

次に掲げる事項を定める自立促進計画を
策定し、又は変更しようとするときは、
法律の規定による計画であつて母子家庭
等及び寡婦の福祉に関する事項を定める
ものとの調和を保つよう努めなければな
らない。

一　当該都道府県等の区域における母子家
庭等及び寡婦の家庭生活及び職業生活の
動向に関する事項

二　当該都道府県等の区域において母子家
庭等及び寡婦の生活の安定と向上のため
講じようとする施策の基本となるべき事
項

三　福祉サービスの提供、職業能力の向上
の支援その他母子家庭等及び寡婦の生活
の安定と向上のために講ずべき具体的な
措置に関する事項

四　前三号に掲げるもののほか、母子家庭
等及び寡婦の生活の安定と向上のための
措置に関する重要事項

２　都道府県等は、自立促進計画を策定し、
又は変更しようとするときは、あらかじ
め、母子家庭等及び寡婦の置かれている
環境、母子家庭等及び寡婦に対する福祉
の措置の利用に関する母子家庭等及び寡
婦の意向その他の母子家庭等及び寡婦の
事情を勘案するよう努めなければならな
い。

３　都道府県等は、自立促進計画を策定し、
又は変更しようとするときは、あらかじ
め、第七条各号に掲げる機関、子ども・
子育て支援法（平成二十四年法律第
六十五号）第七十七条第一項又は第四項

に規定する機関その他の母子家庭等及び
寡婦の福祉に関する事項を調査審議する
合議制の機関の意見を聴くよう努めなけ
ればならない。

４　都道府県等は、自立促進計画を策定し、
又は変更しようとするときは、あらかじ
め、母子・父子福祉団体の意見を反映さ
せるために必要な措置を講ずるものとす
る。

５　前項に定めるもののほか、都道府県等
は、自立促進計画を策定し、又は変更し
ようとするときは、あらかじめ、インタ
ーネットの利用その他の厚生労働省令で
定める方法により広く母子家庭等及び寡
婦の意見を求めることその他の住民の意
見を反映させるために必要な措置を講ず
るよう努めなければならない。

第三章　母子家庭に対する福祉の措置
（母子福祉資金の貸付け）
第十三条　都道府県は、配偶者のない女子

で現に児童を扶養しているもの又はその
扶養している児童（配偶者のない女子で
現に児童を扶養しているものが同時に民
法第八百七十七条の規定により二十歳以
上である子その他これに準ずる者を扶養
している場合におけるその二十歳以上で
ある子その他これに準ずる者を含む。以
下この項及び第三項において同じ。）に
対し、配偶者のない女子の経済的自立の
助成と生活意欲の助長を図り、あわせて
その扶養している児童の福祉を増進する
ため、次に掲げる資金を貸し付けること
ができる。

一　事業を開始し、又は継続するのに必要
な資金

二　配偶者のない女子が扶養している児童
の修学に必要な資金

三　配偶者のない女子又はその者が扶養し
ている児童が事業を開始し、又は就職す
るために必要な知識技能を習得するのに
必要な資金

四　前三号に掲げるもののほか、配偶者の
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ない女子及びその者が扶養している児童
の福祉のために必要な資金であつて政令
で定めるもの

２　都道府県は、前項に規定する資金のう
ち、その貸付けの目的を達成するために
一定の期間継続して貸し付ける必要があ
る資金で政令で定めるものについては、
その貸付けの期間中に当該配偶者のない
女子が民法第八百七十七条の規定により
扶養している全ての児童が二十歳に達し
た後でも、政令で定めるところにより、
なお継続してその貸付けを行うことがで
きる。

３　都道府県は、第一項に規定する資金の
うち、その貸付けの目的が児童の修学又
は知識技能の習得に係る資金であつて政
令で定めるものを配偶者のない女子で現
に児童を扶養しているものに貸し付けて
いる場合において、その修学又は知識技
能の習得の中途において当該配偶者のな
い女子が死亡したときは、政令で定める
ところにより、当該児童（前項の規定に
よる貸付けに係る二十歳以上である者を
含む。）がその修学又は知識技能の習得
を終了するまでの間、当該児童に対して、
当該資金の貸付けを行うことができる。

（母子・父子福祉団体に対する貸付け）
第十四条　都道府県は、政令で定める事業

を行う母子・父子福祉団体であつてその
事業に使用される者が主として次の各号
に掲げる者のいずれかであるもの又は第
一号に掲げる者の自立の促進を図るため
の事業として政令で定めるものを行う母
子・父子福祉団体に対し、これらの事業
につき、前条第一項第一号に掲げる資金
を貸し付けることができる。

一　配偶者のない女子で現に児童を扶養し
ているもの

二　前号に掲げる者及び配偶者のない男子
で現に児童を扶養しているもの

三　第一号に掲げる者及び寡婦
四　第二号に掲げる者及び寡婦

（償還の免除）

第十五条　都道府県は、第十三条の規定に
よる貸付金の貸付けを受けた者が死亡し
たとき、又は精神若しくは身体に著しい
障害を受けたため、当該貸付金を償還す
ることができなくなつたと認められると
きは、議会の議決を経て、当該貸付金の
償還未済額の全部又は一部の償還を免除
することができる。ただし、政令で定め
る場合は、この限りでない。

２　都道府県は、第十三条第一項第四号に
掲げる資金のうち政令で定めるものの貸
付けを受けた者が、所得の状況その他政
令で定める事由により当該貸付金を償還
することができなくなつたと認められる
ときは、条例で定めるところにより、当
該貸付金の償還未済額の一部の償還を免
除することができる。

（政令への委任）
第十六条　前三条に定めるもののほか、第

十三条及び第十四条の規定による貸付金
（以下「母子福祉資金貸付金」という。）
の貸付金額の限度、貸付方法、償還その
他母子福祉資金貸付金の貸付けに関して
必要な事項は、政令で定める。

（母子家庭日常生活支援事業）
第十七条　都道府県又は市町村は、配偶者

のない女子で現に児童を扶養しているも
のがその者の疾病その他の理由により日
常生活に支障を生じたと認められるとき
は、政令で定める基準に従い、その者に
つき、その者の居宅その他厚生労働省令
で定める場所において、乳幼児の保育若
しくは食事の世話若しくは専門的知識を
もつて行う生活及び生業に関する助言、
指導その他の日常生活を営むのに必要な
便宜であつて厚生労働省令で定めるもの
を供与し、又は当該都道府県若しくは市
町村以外の者に当該便宜を供与すること
を委託する措置を採ることができる。

２　前項の規定による委託に係る事務に従
事する者又は従事していた者は、正当な
理由がなく、当該事務に関して知り得た
秘密を漏らしてはならない。
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（措置の解除に係る説明等）
第十八条　都道府県知事又は市町村長は、

前条第一項の措置を解除する場合には、
あらかじめ、当該措置に係る者に対し、
当該措置の解除の理由について説明する
とともに、その意見を聴かなければなら
ない。ただし、当該措置に係る者から当
該措置の解除の申出があつた場合その他
厚生労働省令で定める場合においては、
この限りでない。

（行政手続法の適用除外）
第十九条　第十七条第一項の措置を解除す

る処分については、行政手続法（平成五
年法律第八十八号）第三章（第十二条及
び第十四条を除く。）の規定は、適用し
ない。

（事業の開始）
第二十条　国及び都道府県以外の者は、厚

生労働省令で定めるところにより、あら
かじめ、厚生労働省令で定める事項を都
道府県知事に届け出て、母子家庭日常生
活支援事業（第十七条第一項の措置に係
る者につき同項の厚生労働省令で定める
便宜を供与する事業をいう。以下同じ。）
を行うことができる。

（廃止又は休止）
第二十一条　母子家庭日常生活支援事業を

行う者は、その事業を廃止し、又は休止
しようとするときは、あらかじめ、厚生
労働省令で定める事項を都道府県知事に
届け出なければならない。

（報告の徴収等）
第二十二条　都道府県知事は、母子家庭の

福祉のために必要があると認めるとき
は、母子家庭日常生活支援事業を行う者
に対し、必要と認める事項の報告を求め、
又は当該職員に、関係者に対して質問さ
せ、若しくはその事務所に立ち入り、帳
簿書類その他の物件を検査させることが
できる。

２　前項の規定による質問又は立入検査を
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、関係者の請

求があるときは、これを提示しなければ
ならない。

３　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。

（事業の停止等）
第二十三条　都道府県知事は、母子家庭日

常生活支援事業を行う者が、この法律若
しくはこれに基づく命令若しくはこれら
に基づいてする処分に違反したとき、又
はその事業に関し不当に営利を図り、若
しくは第十七条第一項の措置に係る配偶
者のない女子で現に児童を扶養している
もの等の処遇につき不当な行為をしたと
きは、その事業を行う者に対し、その事
業の制限又は停止を命ずることができ
る。

（受託義務）
第二十四条　母子家庭日常生活支援事業を

行う者は、第十七条第一項の規定による
委託を受けたときは、正当な理由がなく、
これを拒んではならない。

（売店等の設置の許可）
第二十五条　国又は地方公共団体の設置し

た事務所その他の公共的施設の管理者
は、配偶者のない女子で現に児童を扶養
しているもの又は母子・父子福祉団体か
らの申請があつたときは、その公共的施
設内において、新聞、雑誌、たばこ、事
務用品、食料品その他の物品を販売し、
又は理容業、美容業等の業務を行うため
に、売店又は理容所、美容所等の施設を
設置することを許すように努めなければ
ならない。

２　前項の規定により売店その他の施設を
設置することを許された者は、病気その
他正当な理由がある場合のほかは、自ら
その業務に従事し、又は当該母子・父子
福祉団体が使用する配偶者のない女子で
現に児童を扶養しているものをその業務
に従事させなければならない。

３　都道府県知事は、第一項に規定する売
店その他の施設の設置及びその運営を円
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滑にするため、当該都道府県の区域内の
公共的施設の管理者と協議を行い、かつ、
公共的施設内における売店等の設置の可
能な場所、販売物品の種類等を調査し、
その結果を配偶者のない女子で現に児童
を扶養しているもの及び母子・父子福祉
団体に知らせる措置を講じなければなら
ない。

（製造たばこの小売販売業の許可）
第二十六条　配偶者のない女子で現に児童

を扶養しているものがたばこ事業法（昭
和五十九年法律第六十八号）第二十二条
第一項の規定による小売販売業の許可を
申請した場合において同法第二十三条各
号の規定に該当しないときは、財務大臣
は、その者に当該許可を与えるように努
めなければならない。

２　前条第二項の規定は、前項の規定によ
りたばこ事業法第二十二条第一項の許可
を受けた者について準用する。

（公営住宅の供給に関する特別の配慮）
第二十七条　地方公共団体は、公営住宅法
（昭和二十六年法律第百九十三号）によ
る公営住宅の供給を行う場合には、母子
家庭の福祉が増進されるように特別の配
慮をしなければならない。

（特定教育・保育施設の利用等に関する特
別の配慮）

第二十八条　市町村は、子ども・子育て支
援法（平成二十四年法律第六十五号）第
二十七条第一項に規定する特定教育・保
育施設（次項において「特定教育・保育
施設」という。）又は同法第四十三条第
三項に規定する特定地域型保育事業（次
項において「特定地域型保育事業」とい
う。）の利用について、同法第四十二条
第一項若しくは第五十四条第一項の規定
により相談、助言若しくはあつせん若し
くは要請を行う場合又は児童福祉法第
二十四条第三項の規定により調整若しく
は要請を行う場合には、母子家庭の福祉
が増進されるように特別の配慮をしなけ
ればならない。

２　特定教育・保育施設の設置者又は子ど
も・子育て支援法第二十九条第一項に規
定する特定地域型保育事業者は、同法第
三十三条第二項又は第四十五条第二項の
規定により当該特定教育・保育施設を利
用する児童（同法第十九条第一項第二号
又は第三号に該当する児童に限る。以下
この項において同じ。）又は当該特定地
域型保育事業者に係る特定地域型保育事
業を利用する児童を選考するときは、母
子家庭の福祉が増進されるように特別の
配慮をしなければならない。

３　市町村は、児童福祉法第六条の三第二
項に規定する放課後児童健全育成事業そ
の他の厚生労働省令で定める事業を行う
場合には、母子家庭の福祉が増進される
ように特別の配慮をしなければならな
い。

（雇用の促進）
第二十九条　国及び地方公共団体は、就職

を希望する母子家庭の母及び児童の雇用
の促進を図るため、事業主その他国民一
般の理解を高めるとともに、職業訓練の
実施、就職のあつせん、公共的施設にお
ける雇入れの促進等必要な措置を講ずる
ように努めるものとする。

２　公共職業安定所は、母子家庭の母の雇
用の促進を図るため、求人に関する情報
の収集及び提供、母子家庭の母を雇用す
る事業主に対する援助その他必要な措置
を講ずるように努めるものとする。

（母子家庭就業支援事業等）
第三十条　国は、前条第二項の規定に基づ

き公共職業安定所が講ずる措置のほか、
次に掲げる業務を行うものとする。

一　母子家庭の母及び児童の雇用の促進に
関する調査及び研究を行うこと。

二　母子家庭の母及び児童の雇用の促進に
関する業務に従事する者その他の関係者
に対する研修を行うこと。

三　都道府県が行う次項に規定する業務
（以下「母子家庭就業支援事業」という。）
について、都道府県に対し、情報の提供
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その他の援助を行うこと。
２　都道府県は、就職を希望する母子家庭

の母及び児童の雇用の促進を図るため、
母子・父子福祉団体と緊密な連携を図り
つつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体
的に行うことができる。

一　母子家庭の母及び児童に対し、就職に
関する相談に応じること。

二　母子家庭の母及び児童に対し、職業能
力の向上のために必要な措置を講ずるこ
と。

三　母子家庭の母及び児童並びに事業主に
対し、雇用情報及び就職の支援に関する
情報の提供その他母子家庭の母及び児童
の就職に関し必要な支援を行うこと。

３　都道府県は、母子家庭就業支援事業に
係る事務の全部又は一部を厚生労働省令
で定める者に委託することができる。

４　前項の規定による委託に係る事務に従
事する者又は従事していた者は、正当な
理由がなく、当該事務に関して知り得た
秘密を漏らしてはならない。

（母子家庭自立支援給付金）
第三十一条　都道府県等は、配偶者のない

女子で現に児童を扶養しているものの雇
用の安定及び就職の促進を図るため、政
令で定めるところにより、配偶者のない
女子で現に児童を扶養しているもの又は
事業主に対し、次に掲げる給付金（以下

「母子家庭自立支援給付金」という。）を
支給することができる。

一　配偶者のない女子で現に児童を扶養し
ているものが、厚生労働省令で定める教
育訓練を受け、当該教育訓練を修了した
場合に、その者に支給する給付金（以下

「母子家庭自立支援教育訓練給付金」と
いう。）

二　配偶者のない女子で現に児童を扶養し
ているものが、安定した職業に就くこと
を容易にするため必要な資格として厚生
労働省令で定めるものを取得するため養
成機関において修業する場合に、その修
業と生活との両立を支援するためその者

に支給する給付金（以下「母子家庭高等
職業訓練促進給付金」という。）

三　前二号に掲げる給付金以外の給付金で
あつて、政令で定めるもの

（不正利得の徴収）
第三十一条の二　偽りその他不正の手段に

より母子家庭自立支援給付金の支給を受
けた者があるときは、都道府県知事等は、
受給額に相当する金額の全部又は一部を
その者から徴収することができる。

（受給権の保護）
第三十一条の三　母子家庭自立支援教育訓

練給付金又は母子家庭高等職業訓練促進
給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、
担保に供し、又は差し押えることができ
ない。

（公課の禁止）
第三十一条の四　租税その他の公課は、母

子家庭自立支援教育訓練給付金又は母子
家庭高等職業訓練促進給付金として支給
を受けた金銭を標準として、課すること
ができない。

（母子家庭生活向上事業）
第三十一条の五　都道府県及び市町村は、

母子家庭の母及び児童の生活の向上を図
るため、母子・父子福祉団体と緊密な連
携を図りつつ、次に掲げる業務（以下「母
子家庭生活向上事業」という。）を行う
ことができる。

一　母子家庭の母及び児童に対し、家庭生
活及び職業生活に関する相談に応じ、又
は母子・父子福祉団体による支援その他
の母子家庭の母及び児童に対する支援に
係る情報の提供を行うこと。

二　母子家庭の児童に対し、生活に関する
相談に応じ、又は学習に関する支援を行
うこと。

三　母子家庭の母及び児童に対し、母子家
庭相互の交流の機会を提供することその
他の必要な支援を行うこと。

２　都道府県及び市町村は、母子家庭生活
向上事業に係る事務の全部又は一部を厚
生労働省令で定める者に委託することが
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できる。
３　前項の規定による委託に係る事務に従

事する者又は従事していた者は、正当な
理由がなく、当該事務に関して知り得た
秘密を漏らしてはならない。

第四章　父子家庭に対する福祉の措置
（父子福祉資金の貸付け）
第三十一条の六　都道府県は、配偶者のな

い男子で現に児童を扶養しているもの又
はその扶養している児童（配偶者のない
男子で現に児童を扶養しているものが同
時に民法第八百七十七条の規定により
二十歳以上である子その他これに準ずる
者を扶養している場合におけるその二十
歳以上である子その他これに準ずる者を
含む。以下この項及び第三項において同
じ。）に対し、配偶者のない男子の経済
的自立の助成と生活意欲の助長を図り、
あわせてその扶養している児童の福祉を
増進するため、次に掲げる資金を貸し付
けることができる。

一　事業を開始し、又は継続するのに必要
な資金

二　配偶者のない男子が扶養している児童
の修学に必要な資金

三　配偶者のない男子又はその者が扶養し
ている児童が事業を開始し、又は就職す
るために必要な知識技能を習得するのに
必要な資金

四　前三号に掲げるもののほか、配偶者の
ない男子及びその者が扶養している児童
の福祉のために必要な資金であつて政令
で定めるもの

２　都道府県は、前項に規定する資金のう
ち、その貸付けの目的を達成するために
一定の期間継続して貸し付ける必要があ
る資金で政令で定めるものについては、
その貸付けの期間中に当該配偶者のない
男子が民法第八百七十七条の規定により
扶養している全ての児童が二十歳に達し
た後でも、政令で定めるところにより、
なお継続してその貸付けを行うことがで

きる。
３　都道府県は、第一項に規定する資金の

うち、その貸付けの目的が児童の修学又
は知識技能の習得に係る資金であつて政
令で定めるものを配偶者のない男子で現
に児童を扶養しているものに貸し付けて
いる場合において、その修学又は知識技
能の習得の中途において当該配偶者のな
い男子が死亡したときは、政令で定める
ところにより、当該児童（前項の規定に
よる貸付けに係る二十歳以上である者を
含む。）がその修学又は知識技能の習得
を終了するまでの間、当該児童に対して、
当該資金の貸付けを行うことができる。

４　第十四条（各号を除く。）の規定は、
政令で定める事業を行う母子・父子福祉
団体であつてその事業に使用される者が
主として次の各号に掲げる者のいずれか
であるもの又は第一号に掲げる者の自立
の促進を図るための事業として政令で定
めるものを行う母子・父子福祉団体につ
いて準用する。この場合において、同条
中「次の各号」とあるのは「第三十一条
の六第四項各号」と、「又は第一号」と
あるのは「又は同項第一号」と、「前条
第一項第一号」とあるのは「同条第一項
第一号」と読み替えるものとする。

一　配偶者のない男子で現に児童を扶養し
ているもの

二　前号に掲げる者及び寡婦
５　第十五条第一項の規定は第一項から第

三項までの規定による貸付金の貸付けを
受けた者について、同条第二項の規定は
第一項第四号に掲げる資金のうち政令で
定めるものの貸付けを受けた者につい
て、それぞれ準用する。

６　都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸
付けを受けることができる母子・父子福
祉団体については、第一項から第三項ま
で及び第四項において読み替えて準用す
る第十四条の規定による貸付金（以下「父
子福祉資金貸付金」という。）の貸付け
を行わない。
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７　第一項から第三項まで、第四項におい
て読み替えて準用する第十四条、第五項
において準用する第十五条及び前項に定
めるもののほか、父子福祉資金貸付金の
貸付金額の限度、貸付方法、償還その他
父子福祉資金貸付金の貸付けに関して必
要な事項は、政令で定める。

（父子家庭日常生活支援事業）
第三十一条の七　都道府県又は市町村は、

配偶者のない男子で現に児童を扶養して
いるものがその者の疾病その他の理由に
より日常生活に支障を生じたと認められ
るときは、政令で定める基準に従い、そ
の者につき、その者の居宅その他厚生労
働省令で定める場所において、乳幼児の
保育若しくは食事の世話若しくは専門的
知識をもつて行う生活及び生業に関する
助言、指導その他の日常生活を営むのに
必要な便宜であつて厚生労働省令で定め
るものを供与し、又は当該都道府県若し
くは市町村以外の者に当該便宜を供与す
ることを委託する措置を採ることができ
る。

２　前項の規定による委託に係る事務に従
事する者又は従事していた者は、正当な
理由がなく、当該事務に関して知り得た
秘密を漏らしてはならない。

３　第十八条及び第十九条の規定は、第一
項の措置について準用する。

４　第二十条の規定は父子家庭日常生活支
援事業（第一項の措置に係る配偶者のな
い男子で現に児童を扶養しているものに
つき同項の厚生労働省令で定める便宜を
供与する事業をいう。以下同じ。）につ
いて、第二十一条から第二十四条までの
規定は父子家庭日常生活支援事業を行う
者について、それぞれ準用する。この場
合において、第二十二条第一項中「母子
家庭の」とあるのは「父子家庭の」と、
第二十三条中「第十七条第一項」とある
のは「第三十一条の七第一項」と、「配
偶者のない女子で現に児童を扶養してい
るもの」とあるのは「配偶者のない男子

で現に児童を扶養しているもの」と、第
二十四条中「第十七条第一項」とあるの
は「第三十一条の七第一項」と読み替え
るものとする。

（公営住宅の供給に関する特別の配慮等）
第三十一条の八　第二十七条及び第二十八

条の規定は父子家庭について、第二十九
条第一項の規定は父子家庭の父及び児童
について、同条第二項の規定は父子家庭
の父について、それぞれ準用する。

（父子家庭就業支援事業等）
第三十一条の九　国は、前条において準用

する第二十九条第二項の規定に基づき公
共職業安定所が講ずる措置のほか、次に
掲げる業務を行うものとする。

一　父子家庭の父及び児童の雇用の促進に
関する調査及び研究を行うこと。

二　父子家庭の父及び児童の雇用の促進に
関する業務に従事する者その他の関係者
に対する研修を行うこと。

三　都道府県が行う次項に規定する業務
（以下「父子家庭就業支援事業」という。）
について、都道府県に対し、情報の提供
その他の援助を行うこと。

２　都道府県は、就職を希望する父子家庭
の父及び児童の雇用の促進を図るため、
母子・父子福祉団体と緊密な連携を図り
つつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体
的に行うことができる。

一　父子家庭の父及び児童に対し、就職に
関する相談に応じること。

二　父子家庭の父及び児童に対し、職業能
力の向上のために必要な措置を講ずるこ
と。

三　父子家庭の父及び児童並びに事業主に
対し、雇用情報及び就職の支援に関する
情報の提供その他父子家庭の父及び児童
の就職に関し必要な支援を行うこと。

３　都道府県は、父子家庭就業支援事業に
係る事務の全部又は一部を厚生労働省令
で定める者に委託することができる。

４　前項の規定による委託に係る事務に従
事する者又は従事していた者は、正当な
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理由がなく、当該事務に関して知り得た
秘密を漏らしてはならない。

（父子家庭自立支援給付金）
第三十一条の十　第三十一条から第三十一

条の四までの規定は、配偶者のない男子
で現に児童を扶養しているものについて
準用する。この場合において、第三十一
条中「母子家庭自立支援給付金」とある
のは「父子家庭自立支援給付金」と、同
条第一号中「母子家庭自立支援教育訓練
給付金」とあるのは「父子家庭自立支援
教育訓練給付金」と、同条第二号中「母
子家庭高等職業訓練促進給付金」とある
のは「父子家庭高等職業訓練促進給付金」
と、第三十一条の二中「母子家庭自立支
援給付金」とあるのは「父子家庭自立支
援給付金」と、第三十一条の三及び第
三十一条の四中「母子家庭自立支援教育
訓練給付金又は母子家庭高等職業訓練促
進給付金」とあるのは「父子家庭自立支
援教育訓練給付金又は父子家庭高等職業
訓練促進給付金」と読み替えるものとす
る。

（父子家庭生活向上事業）
第三十一条の十一　都道府県及び市町村

は、父子家庭の父及び児童の生活の向上
を図るため、母子・父子福祉団体と緊密
な連携を図りつつ、次に掲げる業務（以
下「父子家庭生活向上事業」という。）
を行うことができる。

一　父子家庭の父及び児童に対し、家庭生
活及び職業生活に関する相談に応じ、又
は母子・父子福祉団体による支援その他
の父子家庭の父及び児童に対する支援に
係る情報の提供を行うこと。

二　父子家庭の児童に対し、生活に関する
相談に応じ、又は学習に関する支援を行
うこと。

三　父子家庭の父及び児童に対し、父子家
庭相互の交流の機会を提供することその
他の必要な支援を行うこと。

２　都道府県及び市町村は、父子家庭生活
向上事業に係る事務の全部又は一部を厚

生労働省令で定める者に委託することが
できる。

３　前項の規定による委託に係る事務に従
事する者又は従事していた者は、正当な
理由がなく、当該事務に関して知り得た
秘密を漏らしてはならない。

第五章　寡婦に対する福祉の措置
（寡婦福祉資金の貸付け）
第三十二条　都道府県は、寡婦又は寡婦が

民法第八百七十七条の規定により扶養し
ている二十歳以上である子その他これに
準ずる者（以下この項及び次項において

「寡婦の被扶養者」という。）に対し、寡
婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長
を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉
を増進するため、次に掲げる資金を貸し
付けることができる。

一　事業を開始し、又は継続するのに必要
な資金

二　寡婦の被扶養者の修学に必要な資金
三　寡婦又は寡婦の被扶養者が事業を開始

し、又は就職するために必要な知識技能
を習得するのに必要な資金

四　前三号に掲げるもののほか、寡婦及び
寡婦の被扶養者の福祉のために必要な資
金であつて政令で定めるもの

２　都道府県は、前項に規定する資金のう
ち、その貸付けの目的が寡婦の被扶養者
の修学又は知識技能の習得に係る資金で
あつて政令で定めるものを寡婦に貸し付
けている場合において、当該寡婦の被扶
養者の修学又は知識技能の習得の中途に
おいて当該寡婦が死亡したときは、政令
で定めるところにより、当該寡婦の被扶
養者であつた者が修学又は知識技能の習
得を終了するまでの間、当該寡婦の被扶
養者であつた者に対して、当該資金の貸
付けを行うことができる。

３　民法第八百七十七条の規定により現に
扶養する子その他これに準ずる者のない
寡婦については、当該寡婦の収入が政令
で定める基準を超えるときは、第一項の
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規定による貸付金の貸付けは、行わない。
ただし、政令で定める特別の事情がある
者については、この限りでない。

４　第十四条（各号を除く。）の規定は、
政令で定める事業を行う母子・父子福祉
団体であつてその事業に使用される者が
主として寡婦であるもの又は寡婦の自立
の促進を図るための事業として政令で定
めるものを行う母子・父子福祉団体につ
いて準用する。この場合において、同条
中「前条第一項第一号」とあるのは、「第
三十二条第一項第一号」と読み替えるも
のとする。

５　第十五条第一項の規定は、第一項及び
第二項の規定による貸付金の貸付けを受
けた者について準用する。

６　都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸
付けを受けることができる寡婦又は母子
福祉資金貸付金若しくは父子福祉資金貸
付金の貸付けを受けることができる母
子・父子福祉団体については、第一項及
び第二項並びに第四項において読み替え
て準用する第十四条の規定による貸付金

（以下「寡婦福祉資金貸付金」という。）
の貸付けを行わない。

７　第一項から第三項まで、第四項におい
て読み替えて準用する第十四条、第五項
において準用する第十五条第一項及び前
項に定めるもののほか、寡婦福祉資金貸
付金の貸付金額の限度、貸付方法、償還
その他寡婦福祉資金貸付金の貸付けに関
して必要な事項は、政令で定める。

（寡婦日常生活支援事業）
第三十三条　都道府県又は市町村は、寡婦

がその者の疾病その他の理由により日常
生活に支障を生じたと認められるとき
は、政令で定める基準に従い、その者に
つき、その者の居宅その他厚生労働省令
で定める場所において、食事の世話若し
くは専門的知識をもつて行う生活及び生
業に関する助言、指導その他の日常生活
を営むのに必要な便宜であつて厚生労働
省令で定めるものを供与し、又は当該都

道府県若しくは市町村以外の者に当該便
宜を供与することを委託する措置を採る
ことができる。

２　前項の規定による委託に係る事務に従
事する者又は従事していた者は、正当な
理由がなく、当該事務に関して知り得た
秘密を漏らしてはならない。

３　第十八条及び第十九条の規定は、第一
項の措置について準用する。

４　母子家庭日常生活支援事業を行う者
は、厚生労働省令で定めるところにより、
あらかじめ、厚生労働省令で定める事項
を都道府県知事に届け出て、寡婦日常生
活支援事業（第一項の措置に係る寡婦に
つき同項の厚生労働省令で定める便宜を
供与する事業をいう。以下同じ。）を行
うことができる。

５　第二十一条から第二十四条までの規定
は、寡婦日常生活支援事業を行う者につ
いて準用する。この場合において、第
二十二条第一項中「母子家庭の」とある
のは「寡婦の」と、第二十三条中「第
十七条第一項」とあるのは「第三十三条
第一項」と、「配偶者のない者で現に児
童を扶養しているもの」とあるのは「寡
婦」と、第二十四条中「第十七条第一項」
とあるのは「第三十三条第一項」と読み
替えるものとする。

（売店等の設置の許可等）
第三十四条　第二十五条、第二十六条及び

第二十九条の規定は、寡婦について準用
する。この場合において、第二十五条第
一項中「配偶者のない女子で現に児童を
扶養しているもの又は母子・父子福祉団
体」とあり、及び同条第三項中「配偶者
のない女子で現に児童を扶養しているも
の及び母子・父子福祉団体」とあるのは、

「寡婦」と読み替えるものとする。
２　第二十五条第一項の規定により売店そ

の他の施設を設置することを許された母
子・父子福祉団体は、同条第二項の規定
にかかわらず、当該母子・父子福祉団体
が使用する寡婦をその業務に従事させる
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ことができる。
（寡婦就業支援事業等）
第三十五条　国は、前条第一項において準

用する第二十九条第二項の規定に基づき
公共職業安定所が講ずる措置のほか、次
に掲げる業務を行うものとする。

一　寡婦の雇用の促進に関する調査及び研
究を行うこと。

二　寡婦の雇用の促進に関する業務に従事
する者その他の関係者に対する研修を行
うこと。

三　都道府県が行う次項に規定する業務
（以下「寡婦就業支援事業」という。）に
ついて、都道府県に対し、情報の提供そ
の他の援助を行うこと。

２　都道府県は、就職を希望する寡婦の雇
用の促進を図るため、母子・父子福祉団
体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる
業務を総合的かつ一体的に行うことがで
きる。

一　寡婦に対し、就職に関する相談に応じ
ること。

二　寡婦に対し、職業能力の向上のために
必要な措置を講ずること。

三　寡婦及び事業主に対し、雇用情報及び
就職の支援に関する情報の提供その他寡
婦の就職に関し必要な支援を行うこと。

３　都道府県は、寡婦就業支援事業に係る
事務の全部又は一部を厚生労働省令で定
める者に委託することができる。

４　前項の規定による委託に係る事務に従
事する者又は従事していた者は、正当な
理由がなく、当該事務に関して知り得た
秘密を漏らしてはならない。

（寡婦生活向上事業）
第三十五条の二　都道府県及び市町村は、

寡婦の生活の向上を図るため、母子・父
子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、寡
婦に対し、家庭生活及び職業生活に関す
る相談に応じ、又は母子・父子福祉団体
による支援に係る情報の提供その他の必
要な支援を行うことができる。

２　都道府県及び市町村は、前項に規定す

る業務（以下「寡婦生活向上事業」とい
う。）に係る事務の全部又は一部を厚生
労働省令で定める者に委託することがで
きる。

３　前項の規定による委託に係る事務に従
事する者又は従事していた者は、正当な
理由がなく、当該事務に関して知り得た
秘密を漏らしてはならない。

第六章　福祉資金貸付金に関する特別会計
等

（特別会計）
第三十六条　都道府県は、母子福祉資金貸

付金、父子福祉資金貸付金及び寡婦福祉
資金貸付金（以下「福祉資金貸付金」と
総称する。）の貸付けを行うについては、
特別会計を設けなければならない。

２　前項の特別会計においては、一般会計
からの繰入金、次条第一項の規定による
国からの借入金（以下「国からの借入金」
という。）、福祉資金貸付金の償還金（当
該福祉資金貸付金に係る政令で定める収
入を含む。以下同じ。）及び附属雑収入
をもつてその歳入とし、福祉資金貸付金、
同条第二項及び第四項の規定による国へ
の償還金、同条第五項の規定による一般
会計への繰入金並びに貸付けに関する事
務に要する費用をもつてその歳出とす
る。

３　都道府県は、毎年度の特別会計の決算
上剰余金を生じたときは、これを当該年
度の翌年度の特別会計の歳入に繰り入れ
なければならない。

４　第二項に規定する貸付けに関する事務
に要する費用の額は、同項の規定に基づ
く政令で定める収入のうち収納済となつ
たものの額に政令で定める割合を乗じて
得た額と、当該経費に充てるための一般
会計からの繰入金の額との合計額を超え
てはならない。

（国の貸付け等）
第三十七条　国は、都道府県が福祉資金貸

付金の財源として特別会計に繰り入れる
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金額の二倍に相当する金額を、当該繰入
れが行われる年度において、無利子で、
当該都道府県に貸し付けるものとする。

２　都道府県は、毎年度、当該年度の前々
年度の特別会計の決算上の剰余金の額
が、政令で定める額を超えるときは、そ
の超える額に第一号に掲げる金額の第二
号に掲げる金額に対する割合を乗じて得
た額に相当する金額を、政令で定めると
ころにより国に償還しなければならな
い。

一　当該年度の前々年度までの国からの借
入金の総額（この項及び第四項の規定に
より国に償還した金額を除く。）

二　前号に掲げる額と当該都道府県が当該
年度の前々年度までに福祉資金貸付金の
財源として特別会計に繰り入れた金額の
総額（第五項の規定により一般会計に繰
り入れた金額を除く。）との合計額

３　前項の政令で定める額は、当該都道府
県の福祉資金貸付金の貸付けの需要等の
見通しからみて、同項の剰余金の額が著
しく多額である都道府県について同項の
規定が適用されるように定めるものとす
る。

４　都道府県は、第二項に規定するものの
ほか、毎年度、福祉資金貸付金の貸付業
務に支障が生じない限りにおいて、国か
らの借入金の総額の一部に相当する金額
を国に償還することができる。

５　都道府県は、毎年度、第二項又は前項
の規定により国への償還を行つた場合に
限り、政令で定める額を限度として、福
祉資金貸付金の財源として特別会計に繰
り入れた金額の総額の一部に相当する金
額を、政令で定めるところにより一般会
計に繰り入れることができる。

６　都道府県は、福祉資金貸付金の貸付業
務を廃止したときは、その際における福
祉資金貸付金の未貸付額及びその後にお
いて支払を受けた福祉資金貸付金の償還
金の額に、それぞれ第一号に掲げる金額
の第二号に掲げる金額に対する割合を乗

じて得た額の合計額を、政令で定めると
ころにより国に償還しなければならな
い。

一　国からの借入金の総額（第二項及び第
四項の規定により国に償還した金額を除
く。）

二　前号に掲げる額と当該都道府県が福祉
資金貸付金の財源として特別会計に繰り
入れた金額の総額（前項の規定により一
般会計に繰り入れた金額を除く。）との
合計額

７　第一項の規定による国の貸付け並びに
第二項、第四項及び前項の規定による国
への償還の手続に関し必要な事項は、厚
生労働省令で定める。

第七章　母子・父子福祉施設
（母子・父子福祉施設）
第三十八条　都道府県、市町村、社会福祉

法人その他の者は、母子家庭の母及び父
子家庭の父並びに児童が、その心身の健
康を保持し、生活の向上を図るために利
用する母子・父子福祉施設を設置するこ
とができる。

（施設の種類）
第三十九条　母子・父子福祉施設の種類は、

次のとおりとする。
一　母子・父子福祉センター
二　母子・父子休養ホーム
２　母子・父子福祉センターは、無料又は

低額な料金で、母子家庭等に対して、各
種の相談に応ずるとともに、生活指導及
び生業の指導を行う等母子家庭等の福祉
のための便宜を総合的に供与することを
目的とする施設とする。

３　母子・父子休養ホームは、無料又は低
額な料金で、母子家庭等に対して、レク
リエーシヨンその他休養のための便宜を
供与することを目的とする施設とする。

（施設の設置）
第四十条　市町村、社会福祉法人その他の

者が母子・父子福祉施設を設置する場合
には、社会福祉法の定めるところによら
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なければならない。
（寡婦の施設の利用）
第四十一条　母子・父子福祉施設の設置者

は、寡婦に、母子家庭等に準じて母子・
父子福祉施設を利用させることができ
る。

第八章　費用
（市町村の支弁）
第四十二条　次に掲げる費用は、市町村の

支弁とする。
一　第十七条第一項の規定により市町村が

行う母子家庭日常生活支援事業の実施に
要する費用

二　第三十一条の規定により市町村が行う
母子家庭自立支援給付金の支給に要する
費用

三　第三十一条の五第一項の規定により市
町村が行う母子家庭生活向上事業の実施
に要する費用

四　第三十一条の七第一項の規定により市
町村が行う父子家庭日常生活支援事業の
実施に要する費用

五　第三十一条の十の規定により市町村が
行う父子家庭自立支援給付金の支給に要
する費用

六　第三十一条の十一第一項の規定により
市町村が行う父子家庭生活向上事業の実
施に要する費用

七　第三十三条第一項の規定により市町村
が行う寡婦日常生活支援事業の実施に要
する費用

八　第三十五条の二第一項の規定により市
町村が行う寡婦生活向上事業の実施に要
する費用

（都道府県の支弁）
第四十三条　次に掲げる費用は、都道府県

の支弁とする。
一　第十七条第一項の規定により都道府県

が行う母子家庭日常生活支援事業の実施
に要する費用

二　第三十条第二項の規定により都道府県
が行う母子家庭就業支援事業の実施に要

する費用
三　第三十一条の規定により都道府県が行

う母子家庭自立支援給付金の支給に要す
る費用

四　第三十一条の五第一項の規定により都
道府県が行う母子家庭生活向上事業の実
施に要する費用

五　第三十一条の七第一項の規定により都
道府県が行う父子家庭日常生活支援事業
の実施に要する費用

六　第三十一条の九第二項の規定により都
道府県が行う父子家庭就業支援事業の実
施に要する費用

七　第三十一条の十の規定により都道府県
が行う父子家庭自立支援給付金の支給に
要する費用

八　第三十一条の十一第一項の規定により
都道府県が行う父子家庭生活向上事業の
実施に要する費用

九　第三十三条第一項の規定により都道府
県が行う寡婦日常生活支援事業の実施に
要する費用

十　第三十五条第二項の規定により都道府
県が行う寡婦就業支援事業の実施に要す
る費用

十一　第三十五条の二第一項の規定により
都道府県が行う寡婦生活向上事業の実施
に要する費用

（都道府県の補助）
第四十四条　都道府県は、政令で定めると

ころにより、第四十二条の規定により市
町村が支弁した費用のうち、同条第一号、
第三号、第四号及び第六号から第八号ま
での費用については、その四分の一以内
を補助することができる。

（国の補助）
第四十五条　国は、政令で定めるところに

より、第四十二条の規定により市町村が
支弁した費用のうち、同条第一号、第三
号、第四号及び第六号から第八号までの
費用についてはその二分の一以内を、同
条第二号及び第五号の費用についてはそ
の四分の三以内を補助することができ
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る。
２　国は、政令で定めるところにより、第

四十三条の規定により都道府県が支弁し
た費用のうち、同条第一号、第二号、第
四号、第五号、第六号及び第八号から第
十一号までの費用についてはその二分の
一以内を、同条第三号及び第七号の費用
についてはその四分の三以内を補助する
ことができる。

第九章　雑則
（大都市等の特例）
第四十六条　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（昭和二十二年法律
第六十七号）第二百五十二条の十九第一
項の指定都市（以下「指定都市」という。）
及び同法第二百五十二条の二十二第一項
の中核市（以下「中核市」という。）に
おいては、政令で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、この法律中都道府県に
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。

（実施命令）
第四十七条　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、厚生労働省令で定める。

第十章　罰則
第四十八条　第十七条第二項、第三十条第

四項、第三十一条の五第三項、第三十一
条の七第二項、第三十一条の九第四項、
第三十一条の十一第三項、第三十三条第
二項、第三十五条第四項又は第三十五条
の二第三項の規定に違反して秘密を漏ら
した者は、一年以下の懲役又は五十万円
以下の罰金に処する。

附　則　（略）
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次世代育成支援対策推進法
（平成十五年七月十六日法律第百二十号）

第一章　総則 
（目的） 
第一条　この法律は、我が国における急速

な少子化の進行並びに家庭及び地域を取
り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育
成支援対策に関し、基本理念を定め、並
びに国、地方公共団体、事業主及び国民
の責務を明らかにするとともに、行動計
画策定指針並びに地方公共団体及び事業
主の行動計画の策定その他の次世代育成
支援対策を推進するために必要な事項を
定めることにより、次世代育成支援対策
を迅速かつ重点的に推進し、もって次代
の社会を担う子どもが健やかに生まれ、
かつ、育成される社会の形成に資するこ
とを目的とする。

（定義）
第二条　この法律において「次世代育成支

援対策」とは、次代の社会を担う子ども
を育成し、又は育成しようとする家庭に
対する支援その他の次代の社会を担う子
どもが健やかに生まれ、かつ、育成され
る環境の整備のための国若しくは地方公
共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇
用環境の整備その他の取組をいう。

（基本理念）
第三条　次世代育成支援対策は、父母その

他の保護者が子育てについての第一義的
責任を有するという基本的認識の下に、
家庭その他の場において、子育ての意義
についての理解が深められ、かつ、子育
てに伴う喜びが実感されるように配慮し
て行われなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）
第四条　国及び地方公共団体は、前条の基

本理念（次条及び第七条第一項において
「基本理念」という。）にのっとり、相互
に連携を図りながら、次世代育成支援対

策を総合的かつ効果的に推進するよう努
めなければならない。

（事業主の責務）
第五条　事業主は、基本理念にのっとり、

その雇用する労働者に係る多様な労働条
件の整備その他の労働者の職業生活と家
庭生活との両立が図られるようにするた
めに必要な雇用環境の整備を行うことに
より自ら次世代育成支援対策を実施する
よう努めるとともに、国又は地方公共団
体が講ずる次世代育成支援対策に協力し
なければならない。

（国民の責務）
第六条　国民は、次世代育成支援対策の重

要性に対する関心と理解を深めるととも
に、国又は地方公共団体が講ずる次世代
育成支援対策に協力しなければならな
い。

第二章　行動計画
第一節　行動計画策定指針
第七条　主務大臣は、次世代育成支援対策

の総合的かつ効果的な推進を図るため、
基本理念にのっとり、次条第一項の市町
村行動計画及び第九条第一項の都道府県
行動計画並びに第十二条第一項の一般事
業主行動計画及び第十九条第一項の特定
事業主行動計画（次項において「市町村
行動計画等」という。）の策定に関する
指針（以下「行動計画策定指針」という。）
を定めなければならない。

２　行動計画策定指針においては、次に掲
げる事項につき、市町村行動計画等の指
針となるべきものを定めるものとする。

一　次世代育成支援対策の実施に関する基
本的な事項

二　次世代育成支援対策の内容に関する事
項

三　その他次世代育成支援対策の実施に関
する重要事項

３　主務大臣は、少子化の動向、子どもを
取り巻く環境の変化その他の事情を勘案
して必要があると認めるときは、速やか
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に行動計画策定指針を変更するものとす
る。

４　主務大臣は、行動計画策定指針を定め、
又はこれを変更しようとするときは、あ
らかじめ、子ども・子育て支援法（平成
二十四年法律第六十五号）第七十二条に
規定する子ども・子育て会議の意見を聴
くとともに、次条第一項の市町村行動計
画及び第九条第一項の都道府県行動計画
に係る部分について総務大臣に協議しな
ければならない。

５　主務大臣は、行動計画策定指針を定め、
又はこれを変更したときは、遅滞なく、
これを公表しなければならない。

第二節　市町村行動計画及び都道府県行動
計画

（市町村行動計画）
第八条　市町村は、行動計画策定指針に即

して、五年ごとに、当該市町村の事務及
び事業に関し、五年を一期として、地域
における子育ての支援、母性並びに乳児
及び幼児の健康の確保及び増進、子ども
の心身の健やかな成長に資する教育環境
の整備、子どもを育成する家庭に適した
良質な住宅及び良好な居住環境の確保、
職業生活と家庭生活との両立の推進その
他の次世代育成支援対策の実施に関する
計画（以下「市町村行動計画」という。）
を策定することができる。

２　市町村行動計画においては、次に掲げ
る事項を定めるものとする。

一　次世代育成支援対策の実施により達成
しようとする目標

二　実施しようとする次世代育成支援対策
の内容及びその実施時期

３　市町村は、市町村行動計画を策定し、
又は変更しようとするときは、あらかじ
め、住民の意見を反映させるために必要
な措置を講ずるものとする。

４　市町村は、市町村行動計画を策定し、
又は変更しようとするときは、あらかじ
め、事業主、労働者その他の関係者の意
見を反映させるために必要な措置を講ず

るよう努めなければならない。
５　市町村は、市町村行動計画を策定し、

又は変更したときは、遅滞なく、これを
公表するよう努めるとともに、都道府県
に提出しなければならない。

６　市町村は、市町村行動計画を策定した
ときは、おおむね一年に一回、市町村行
動計画に基づく措置の実施の状況を公表
するよう努めるものとする。

７　市町村は、市町村行動計画を策定した
ときは、定期的に、市町村行動計画に基
づく措置の実施の状況に関する評価を行
い、市町村行動計画に検討を加え、必要
があると認めるときは、これを変更する
ことその他の必要な措置を講ずるよう努
めなければならない。

８　市町村は、市町村行動計画の策定及び
市町村行動計画に基づく措置の実施に関
して特に必要があると認めるときは、事
業主その他の関係者に対して調査を実施
するため必要な協力を求めることができ
る。

（都道府県行動計画）
第九条　都道府県は、行動計画策定指針に

即して、五年ごとに、当該都道府県の事
務及び事業に関し、五年を一期として、
地域における子育ての支援、保護を要す
る子どもの養育環境の整備、母性並びに
乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子
どもの心身の健やかな成長に資する教育
環境の整備、子どもを育成する家庭に適
した良質な住宅及び良好な居住環境の確
保、職業生活と家庭生活との両立の推進
その他の次世代育成支援対策の実施に関
する計画（以下「都道府県行動計画」と
いう。）を策定することができる。

２　都道府県行動計画においては、次に掲
げる事項を定めるものとする。

一　次世代育成支援対策の実施により達成
しようとする目標

二　実施しようとする次世代育成支援対策
の内容及びその実施時期

三　次世代育成支援対策を実施する市町村
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を支援するための措置の内容及びその実
施時期

３　都道府県は、都道府県行動計画を策定
し、又は変更しようとするときは、あら
かじめ、住民の意見を反映させるために
必要な措置を講ずるものとする。

４　都道府県は、都道府県行動計画を策定
し、又は変更しようとするときは、あら
かじめ、事業主、労働者その他の関係者
の意見を反映させるために必要な措置を
講ずるよう努めなければならない。

５　都道府県は、都道府県行動計画を策定
し、又は変更したときは、遅滞なく、こ
れを公表するよう努めるとともに、主務
大臣に提出しなければならない。

６　都道府県は、都道府県行動計画を策定
したときは、おおむね一年に一回、都道
府県行動計画に基づく措置の実施の状況
を公表するよう努めるものとする。

７　都道府県は、都道府県行動計画を策定
したときは、定期的に、都道府県行動計
画に基づく措置の実施の状況に関する評
価を行い、都道府県行動計画に検討を加
え、必要があると認めるときは、これを
変更することその他の必要な措置を講ず
るよう努めなければならない。

８　都道府県は、都道府県行動計画の策定
及び都道府県行動計画に基づく措置の実
施に関して特に必要があると認めるとき
は、市町村、事業主その他の関係者に対
して調査を実施するため必要な協力を求
めることができる。

（都道府県の助言等）
第十条　都道府県は、市町村に対し、市町

村行動計画の策定上の技術的事項につい
て必要な助言その他の援助の実施に努め
るものとする。

２　主務大臣は、都道府県に対し、都道府
県行動計画の策定の手法その他都道府県
行動計画の策定上重要な技術的事項につ
いて必要な助言その他の援助の実施に努
めるものとする。

（市町村及び都道府県に対する交付金の交

付等）
第十一条　国は、市町村又は都道府県に対

し、市町村行動計画又は都道府県行動計
画に定められた措置の実施に要する経費
に充てるため、厚生労働省令で定めると
ころにより、予算の範囲内で、交付金を
交付することができる。

２　国は、市町村又は都道府県が、市町村
行動計画又は都道府県行動計画に定めら
れた措置を実施しようとするときは、当
該措置が円滑に実施されるように必要な
助言その他の援助の実施に努めるものと
する。

第三節　一般事業主行動計画
（一般事業主行動計画の策定等）
第十二条　国及び地方公共団体以外の事業

主（以下「一般事業主」という。）であ
って、常時雇用する労働者の数が百人を
超えるものは、行動計画策定指針に即し
て、一般事業主行動計画（一般事業主が
実施する次世代育成支援対策に関する計
画をいう。以下同じ。）を策定し、厚生
労働省令で定めるところにより、厚生労
働大臣にその旨を届け出なければならな
い。これを変更したときも同様とする。

２　一般事業主行動計画においては、次に
掲げる事項を定めるものとする。

一　計画期間
二　次世代育成支援対策の実施により達成

しようとする目標
三　実施しようとする次世代育成支援対策

の内容及びその実施時期
３　第一項に規定する一般事業主は、一般

事業主行動計画を策定し、又は変更した
ときは、厚生労働省令で定めるところに
より、これを公表しなければならない。

４　一般事業主であって、常時雇用する労
働者の数が百人以下のものは、行動計画
策定指針に即して、一般事業主行動計画
を策定し、厚生労働省令で定めるところ
により、厚生労働大臣にその旨を届け出
るよう努めなければならない。これを変
更したときも同様とする。
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５　前項に規定する一般事業主は、一般事
業主行動計画を策定し、又は変更したと
きは、厚生労働省令で定めるところによ
り、これを公表するよう努めなければな
らない。

６　第一項に規定する一般事業主が同項の
規定による届出又は第三項の規定による
公表をしない場合には、厚生労働大臣は、
当該一般事業主に対し、相当の期間を定
めて当該届出又は公表をすべきことを勧
告することができる。

（一般事業主行動計画の労働者への周知等）
第十二条の二　前条第一項に規定する一般

事業主は、一般事業主行動計画を策定し、
又は変更したときは、厚生労働省令で定
めるところにより、これを労働者に周知
させるための措置を講じなければならな
い。

２　前条第四項に規定する一般事業主は、
一般事業主行動計画を策定し、又は変更
したときは、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、これを労働者に周知させるた
めの措置を講ずるよう努めなければなら
ない。

３　前条第六項の規定は、同条第一項に規
定する一般事業主が第一項の規定による
措置を講じない場合について準用する。

（基準に適合する一般事業主の認定）
第十三条　厚生労働大臣は、第十二条第一

項又は第四項の規定による届出をした一
般事業主からの申請に基づき、厚生労働
省令で定めるところにより、当該事業主
について、雇用環境の整備に関し、行動
計画策定指針に照らし適切な一般事業主
行動計画を策定したこと、当該一般事業
主行動計画を実施し、当該一般事業主行
動計画に定めた目標を達成したことその
他の厚生労働省令で定める基準に適合す
るものである旨の認定を行うことができ
る。

（認定一般事業主の表示等）
第十四条　前条の認定を受けた一般事業主
（以下「認定一般事業主」という。）は、

商品又は役務、その広告又は取引に用い
る書類若しくは通信その他の厚生労働省
令で定めるもの（次項及び第十五条の四
第一項において「広告等」という。）に
厚生労働大臣の定める表示を付すること
ができる。

２　何人も、前項の規定による場合を除く
ほか、広告等に同項の表示又はこれと紛
らわしい表示を付してはならない。

（認定一般事業主の認定の取消し）
第十五条　厚生労働大臣は、認定一般事業

主が次の各号のいずれかに該当するとき
は、第十三条の認定を取り消すことがで
きる。

一　第十三条に規定する基準に適合しなく
なったと認めるとき。

二　この法律又はこの法律に基づく命令に
違反したとき。

三　前二号に掲げる場合のほか、認定一般
事業主として適当でなくなったと認める
とき。

（基準に適合する認定一般事業主の認定）
第十五条の二　厚生労働大臣は、認定一般

事業主からの申請に基づき、厚生労働省
令で定めるところにより、当該認定一般
事業主について、雇用環境の整備に関し、
行動計画策定指針に照らし適切な一般事
業主行動計画（その計画期間の末日が、
当該認定一般事業主が第十三条の認定を
受けた日以後であるものに限る。）を策
定したこと、当該一般事業主行動計画を
実施し、当該一般事業主行動計画に定め
た目標を達成したこと、当該認定一般事
業主の次世代育成支援対策の実施の状況
が優良なものであることその他の厚生労
働省令で定める基準に適合するものであ
る旨の認定を行うことができる。

（特例認定一般事業主の特例等）
第十五条の三　前条の認定を受けた認定一

般事業主（以下「特例認定一般事業主」
という。）については、第十二条第一項
及び第四項の規定は、適用しない。

２　特例認定一般事業主は、厚生労働省令
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で定めるところにより、毎年少なくとも
一回、次世代育成支援対策の実施の状況
を公表しなければならない。

３　特例認定一般事業主が前項の規定によ
る公表をしない場合には、厚生労働大臣
は、当該特例認定一般事業主に対し、相
当の期間を定めて当該公表をすべきこと
を勧告することができる。

（特例認定一般事業主の表示等）
第十五条の四　特例認定一般事業主は、広

告等に厚生労働大臣の定める表示を付す
ることができる。

２　第十四条第二項の規定は、前項の表示
について準用する。

（特例認定一般事業主の認定の取消し）
第十五条の五　厚生労働大臣は、特例認定

一般事業主が次の各号のいずれかに該当
するときは、第十五条の二の認定を取り
消すことができる。

一　第十五条の規定により第十三条の認定
を取り消すとき。

二　第十五条の二に規定する基準に適合し
なくなったと認めるとき。

三　第十五条の三第二項の規定による公表
をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

四　前号に掲げる場合のほか、この法律又
はこの法律に基づく命令に違反したと
き。

五　前各号に掲げる場合のほか、特例認定
一般事業主として適当でなくなったと認
めるとき。

（委託募集の特例等）
第十六条　承認中小事業主団体の構成員で

ある一般事業主であって、常時雇用する
労働者の数が三百人以下のもの（以下こ
の項及び次項において「中小事業主」と
いう。）が、当該承認中小事業主団体を
して次世代育成支援対策を推進するため
の措置の実施に関し必要な労働者の募集
を行わせようとする場合において、当該
承認中小事業主団体が当該募集に従事し
ようとするときは、職業安定法（昭和
二十二年法律第百四十一号）第三十六条

第一項及び第三項の規定は、当該構成員
である中小事業主については、適用しな
い。

２　この条及び次条において「承認中小事
業主団体」とは、事業協同組合、協同組
合連合会その他の特別の法律により設立
された組合若しくはその連合会であって
厚生労働省令で定めるもの又は一般社団
法人で中小事業主を直接又は間接の構成
員とするもの（厚生労働省令で定める要
件に該当するものに限る。以下この項に
おいて「事業協同組合等」という。）で
あって、その構成員である中小事業主に
対し、次世代育成支援対策を推進するた
めの人材確保に関する相談及び援助を行
うものとして、当該事業協同組合等の申
請に基づき厚生労働大臣がその定める基
準により適当であると承認したものをい
う。

３　厚生労働大臣は、承認中小事業主団体
が前項の相談及び援助を行うものとして
適当でなくなったと認めるときは、同項
の承認を取り消すことができる。

４　承認中小事業主団体は、当該募集に従
事しようとするときは、厚生労働省令で
定めるところにより、募集時期、募集人
員、募集地域その他の労働者の募集に関
する事項で厚生労働省令で定めるものを
厚生労働大臣に届け出なければならな
い。

５　職業安定法第三十七条第二項の規定は
前項の規定による届出があった場合につ
いて、同法第五条の三第一項及び第四項、
第五条の四、第三十九条、第四十一条第
二項、第四十二条第一項、第四十二条の
二、第四十八条の三第一項、第四十八条
の四、第五十条第一項及び第二項並びに
第五十一条の規定は前項の規定による届
出をして労働者の募集に従事する者につ
いて、同法第四十条の規定は同項の規定
による届出をして労働者の募集に従事す
る者に対する報酬の供与について、同法
第五十条第三項及び第四項の規定はこの
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項において準用する同条第二項に規定す
る職権を行う場合について準用する。こ
の場合において、同法第三十七条第二項
中「労働者の募集を行おうとする者」と
あるのは「次世代育成支援対策推進法（平
成十五年法律第百二十号）第十六条第四
項の規定による届出をして労働者の募集
に従事しようとする者」と、同法第
四十一条第二項中「当該労働者の募集の
業務の廃止を命じ、又は期間」とあるの
は「期間」と読み替えるものとする。

６　職業安定法第三十六条第二項及び第
四十二条の三の規定の適用については、
同法第三十六条第二項中「前項の」とあ
るのは「被用者以外の者をして労働者の
募集に従事させようとする者がその被用
者以外の者に与えようとする」と、同法
第四十二条の三中「第三十九条に規定す
る募集受託者」とあるのは「次世代育成
支援対策推進法第十六条第四項の規定に
よる届出をして労働者の募集に従事する
者」とする。

７　厚生労働大臣は、承認中小事業主団体
に対し、第二項の相談及び援助の実施状
況について報告を求めることができる。

第十七条　公共職業安定所は、前条第四項
の規定による届出をして労働者の募集に
従事する承認中小事業主団体に対して、
雇用情報及び職業に関する調査研究の成
果を提供し、かつ、これらに基づき当該
募集の内容又は方法について指導するこ
とにより、当該募集の効果的かつ適切な
実施の促進に努めなければならない。

（一般事業主に対する国の援助）
第十八条　国は、第十二条第一項又は第四

項の規定により一般事業主行動計画を策
定する一般事業主又はこれらの規定によ
る届出をした一般事業主に対して、一般
事業主行動計画の策定、公表若しくは労
働者への周知又は当該一般事業主行動計
画に基づく措置が円滑に実施されるよう
に必要な助言、指導その他の援助の実施
に努めるものとする。

第四節　特定事業主行動計画
第十九条　国及び地方公共団体の機関、そ

れらの長又はそれらの職員で政令で定め
るもの（以下「特定事業主」という。）は、
政令で定めるところにより、行動計画策
定指針に即して、特定事業主行動計画（特
定事業主が実施する次世代育成支援対策
に関する計画をいう。以下この条におい
て同じ。）を策定するものとする。

２　特定事業主行動計画においては、次に
掲げる事項を定めるものとする。

一　計画期間
二　次世代育成支援対策の実施により達成

しようとする目標
三　実施しようとする次世代育成支援対策

の内容及びその実施時期
３　特定事業主は、特定事業主行動計画を

策定し、又は変更したときは、遅滞なく、
これを公表しなければならない。

４　特定事業主は、特定事業主行動計画を
策定し、又は変更したときは、遅滞なく、
これを職員に周知させるための措置を講
じなければならない。

５　特定事業主は、毎年少なくとも一回、
特定事業主行動計画に基づく措置の実施
の状況を公表しなければならない。

６　特定事業主は、特定事業主行動計画に
基づく措置を実施するとともに、特定事
業主行動計画に定められた目標を達成す
るよう努めなければならない。

第五節　次世代育成支援対策推進センター
第二十条　厚生労働大臣は、一般事業主の

団体又はその連合団体（法人でない団体
又は連合団体であって代表者の定めがな
いものを除く。）であって、次項に規定
する業務を適正かつ確実に行うことがで
きると認めるものを、その申請により、
次世代育成支援対策推進センターとして
指定することができる。

２　次世代育成支援対策推進センターは、
一般事業主行動計画の策定及び実施に関
し、一般事業主その他の関係者に対し、
雇用環境の整備に関する相談その他の援
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助の業務を行うものとする。
３　厚生労働大臣は、次世代育成支援対策

推進センターの財産の状況又はその業務
の運営に関し改善が必要であると認める
ときは、次世代育成支援対策推進センタ
ーに対し、その改善に必要な措置をとる
べきことを命ずることができる。

４　厚生労働大臣は、次世代育成支援対策
推進センターが前項の規定による命令に
違反したときは、第一項の指定を取り消
すことができる。

５　次世代育成支援対策推進センターの役
員若しくは職員又はこれらの職にあった
者は、第二項に規定する業務に関して知
り得た秘密を漏らしてはならない。

６　第一項の指定の手続その他次世代育成
支援対策推進センターに関し必要な事項
は、厚生労働省令で定める。

第三章　次世代育成支援対策地域協議会
第二十一条　地方公共団体、事業主、住民

その他の次世代育成支援対策の推進を図
るための活動を行う者は、地域における
次世代育成支援対策の推進に関し必要と
なるべき措置について協議するため、次
世代育成支援対策地域協議会（以下「地
域協議会」という。）を組織することが
できる。

２　前項の協議を行うための会議において
協議が調った事項については、地域協議
会の構成員は、その協議の結果を尊重し
なければならない。

３　前二項に定めるもののほか、地域協議
会の運営に関し必要な事項は、地域協議
会が定める。

第四章　雑則
（主務大臣）
第二十二条　第七条第一項及び第三項から

第五項までにおける主務大臣は、行動計
画策定指針のうち、市町村行動計画及び
都道府県行動計画に係る部分並びに一般
事業主行動計画に係る部分（雇用環境の

整備に関する部分を除く。）については
厚生労働大臣、内閣総理大臣、国家公安
委員会、文部科学大臣、農林水産大臣、
経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大
臣とし、その他の部分については厚生労
働大臣とする。

２　第九条第五項及び第十条第二項におけ
る主務大臣は、厚生労働大臣、内閣総理
大臣、国家公安委員会、文部科学大臣、
農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通
大臣及び環境大臣とする。

（権限の委任）
第二十三条　第十二条から第十六条までに

規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労
働省令で定めるところにより、その一部
を都道府県労働局長に委任することがで
きる。

第五章　罰則
第二十四条　第十六条第五項において準用

する職業安定法第四十一条第二項の規定
による業務の停止の命令に違反して、労
働者の募集に従事した者は、一年以下の
懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第二十五条　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三十万円以
下の罰金に処する。

一　第十六条第四項の規定による届出をし
ないで、労働者の募集に従事した者

二　第十六条第五項において準用する職業
安定法第三十七条第二項の規定による指
示に従わなかった者

三　第十六条第五項において準用する職業
安定法第三十九条又は第四十条の規定に
違反した者

第二十六条　次の各号のいずれかに該当す
る者は、三十万円以下の罰金に処する。

一　第十四条第二項（第十五条の四第二項
において準用する場合を含む。）の規定
に違反した者

二　第十六条第五項において準用する職業
安定法第五十条第一項の規定による報告
をせず、又は虚偽の報告をした者
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三　第十六条第五項において準用する職業
安定法第五十条第二項の規定による立入
り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避し、又は質問に対して答弁をせず、
若しくは虚偽の陳述をした者

四　第十六条第五項において準用する職業
安定法第五十一条第一項の規定に違反し
て秘密を漏らした者

五　第二十条第五項の規定に違反して秘密
を漏らした者

第二十七条　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、第二十四
条、第二十五条又は前条第一号から第四
号までの違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
も、各本条の罰金刑を科する。

附　則　（略）
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子どもの貧困対策の推進に
関する法律

（平成二十五年六月二十六日法律第六十四号）

第一章　総則 
（目的） 
第一条　この法律は、子どもの現在及び将

来がその生まれ育った環境によって左右
されることのないよう、全ての子どもが
心身ともに健やかに育成され、及びその
教育の機会均等が保障され、子ども一人
一人が夢や希望を持つことができるよう
にするため、子どもの貧困の解消に向け
て、児童の権利に関する条約の精神にの
っとり、子どもの貧困対策に関し、基本
理念を定め、国等の責務を明らかにし、
及び子どもの貧困対策の基本となる事項
を定めることにより、子どもの貧困対策
を総合的に推進することを目的とする。 

（基本理念） 
第二条　子どもの貧困対策は、社会のあら

ゆる分野において、子どもの年齢及び発
達の程度に応じて、その意見が尊重され、
その最善の利益が優先して考慮され、子
どもが心身ともに健やかに育成されるこ
とを旨として、推進されなければならな
い。

２　子どもの貧困対策は、子ども等に対す
る教育の支援、生活の安定に資するため
の支援、職業生活の安定と向上に資する
ための就労の支援、経済的支援等の施策
を、子どもの現在及び将来がその生まれ
育った環境によって左右されることのな
い社会を実現することを旨として、子ど
も等の生活及び取り巻く環境の状況に応
じて包括的かつ早期に講ずることによ
り、推進されなければならない。 

３　子どもの貧困対策は、子どもの貧困の
背景に様々な社会的要因があることを踏
まえ、推進されなければならない。

４　子どもの貧困対策は、国及び地方公共

団体の関係機関相互の密接な連携の下
に、関連分野における総合的な取組とし
て行われなければならない。 

（国の責務） 
第三条　国は、前条の基本理念（次条にお

いて「基本理念」という。）にのっとり、
子どもの貧困対策を総合的に策定し、及
び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 
第四条　地方公共団体は、基本理念にのっ

とり、子どもの貧困対策に関し、国と協
力しつつ、当該地域の状況に応じた施策
を策定し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 
第五条　国民は、国又は地方公共団体が実

施する子どもの貧困対策に協力するよう
努めなければならない。 

（法制上の措置等） 
第六条　政府は、この法律の目的を達成す

るため、必要な法制上又は財政上の措置
その他の措置を講じなければならない。 

（子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対
策の実施の状況の公表） 

第七条　政府は、毎年一回、子どもの貧困
の状況及び子どもの貧困対策の実施の状
況を公表しなければならない。 

第二章　基本的施策 
（子どもの貧困対策に関する大綱） 
第八条　政府は、子どもの貧困対策を総合

的に推進するため、子どもの貧困対策に
関する大綱（以下「大綱」という。）を
定めなければならない。 

２　大綱は、次に掲げる事項について定め
るものとする。 

一　子どもの貧困対策に関する基本的な方
針 

二　子どもの貧困率、一人親世帯の貧困率、
生活保護世帯に属する子どもの高等学校
等進学率、生活保護世帯に属する子ども
の大学等進学率等子どもの貧困に関する
指標及び当該指標の改善に向けた施策 

三　教育の支援、生活の安定に資するため
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の支援、保護者に対する職業生活の安定
と向上に資するための就労の支援、経済
的支援その他の子どもの貧困対策に関す
る事項 

四　子どもの貧困に関する調査及び研究に
関する事項 

五　子どもの貧困対策に関する施策の実施
状況についての検証及び評価その他の子
どもの貧困対策に関する施策の推進体制
に関する事項

３　内閣総理大臣は、大綱の案につき閣議
の決定を求めなければならない。 

４　内閣総理大臣は、前項の規定による閣
議の決定があったときは、遅滞なく、大
綱を公表しなければならない。 

５　前二項の規定は、大綱の変更について
準用する。 

６　第二項第二号の「子どもの貧困率」、「一
人親世帯の貧困率」、「生活保護世帯に属
する子どもの高等学校等進学率」及び「生
活保護世帯に属する子どもの大学等進学
率」の定義は、政令で定める。 

（都道府県計画等） 
第九条　都道府県は、大綱を勘案して、当

該都道府県における子どもの貧困対策に
ついての計画（次項及び第三項において

「都道府県計画」という。）を定めるよう
努めるものとする。 

２　市町村は、大綱（都道府県計画が定め
られているときは、大綱及び都道府県計
画）を勘案して、当該市町村における子
どもの貧困対策についての計画（次項に
おいて「市町村計画」という。）を定め
るよう努めるものとする。

３　都道府県又は市町村は、計画を定め、
又は変更したときは、遅滞なく、これを
公表しなければならない。 

（教育の支援） 
第十条　国及び地方公共団体は、教育の機

会均等が図られるよう、就学の援助、学
資の援助、学習の支援その他の貧困の状
況にある子どもの教育に関する支援のた
めに必要な施策を講ずるものとする。 

（生活の安定に資するための支援） 
第十一条　国及び地方公共団体は、貧困の

状況にある子ども及びその保護者に対す
る生活に関する相談、貧困の状況にある
子どもに対する社会との交流の機会の提
供その他の貧困の状況にある子どもの生
活の安定に資するための支援に関し必要
な施策を講ずるものとする。 

（保護者に対する職業生活の安定と向上に
資するための就労の支援） 

第十二条　国及び地方公共団体は、貧困の
状況にある子どもの保護者に対する職業
訓練の実施及び就職のあっせんその他の
貧困の状況にある子どもの保護者の所得
の増大その他の職業生活の安定と向上に
資するための就労の支援に関し必要な施
策を講ずるものとする。 

（経済的支援） 
第十三条　国及び地方公共団体は、各種の

手当等の支給、貸付金の貸付けその他の
貧困の状況にある子どもに対する経済的
支援のために必要な施策を講ずるものと
する。 

（調査研究） 
第十四条　国及び地方公共団体は、子ども

の貧困対策を適正に策定し、及び実施す
るため、子どもの貧困に関する指標に関
する研究その他の子どもの貧困に関する
調査及び研究その他の必要な施策を講ず
るものとする。 

第三章　子どもの貧困対策会議 
（設置及び所掌事務等） 
第十五条　内閣府に、特別の機関として、

子どもの貧困対策会議（以下「会議」と
いう。）を置く。 

２　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 
一　大綱の案を作成すること。 
二　前号に掲げるもののほか、子どもの貧

困対策に関する重要事項について審議
し、及び子どもの貧困対策の実施を推進
すること。 

３　文部科学大臣は、会議が前項の規定に
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より大綱の案を作成するに当たり、第八
条第二項各号に掲げる事項のうち文部科
学省の所掌に属するものに関する部分の
素案を作成し、会議に提出しなければな
らない。 

４　厚生労働大臣は、会議が第二項の規定
により大綱の案を作成するに当たり、第
八条第二項各号に掲げる事項のうち厚生
労働省の所掌に属するものに関する部分
の素案を作成し、会議に提出しなければ
ならない。 

５　内閣総理大臣は、会議が第二項の規定
により大綱の案を作成するに当たり、関
係行政機関の長の協力を得て、第八条第
二項各号に掲げる事項のうち前二項に規
定するもの以外のものに関する部分の素
案を作成し、会議に提出しなければなら
ない。 

６　会議は、第二項の規定により大綱の案
を作成するに当たり、貧困の状況にある
子ども及びその保護者、学識経験者、子
どもの貧困対策に係る活動を行う民間の
団体その他の関係者の意見を反映させる
ために必要な措置を講ずるものとする。

（組織等） 
第十六条　会議は、会長及び委員をもって

組織する。 
２　会長は、内閣総理大臣をもって充てる。 
３　委員は、会長以外の国務大臣のうちか

ら、内閣総理大臣が指定する者をもって
充てる。 

４　会議の庶務は、内閣府において文部科
学省、厚生労働省その他の関係行政機関
の協力を得て処理する。 

５　前各項に定めるもののほか、会議の組
織及び運営に関し必要な事項は、政令で
定める。 

 
附　則　　（略） 
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滋賀県子ども条例
（平成 18 年３月 30 日滋賀県条例第３号）

私たちの滋賀は、母なる琵琶湖を抱き
山々に囲まれ、豊かな風土、歴史、文化に
恵まれた地であり、多くの人が住み続けた
いと思う暮らしやすく活力のある県であ
る。この滋賀の地において生まれ育つすべ
ての子どもが健やかに成長していくこと
は、県民すべての願いである。この滋賀の
未来に向けて、私たちは、子どもが大きく
夢をはぐくみ社会の希望として心身ともに
健全に育てられる環境づくりに取り組んで
いかなければならない。

これまで、私たちは、大人中心に物事を
考え、豊かさや便利さを追い求めてきた。
その結果、家庭では、過保護、子どもの虐
待など養育力や教育力の低下がみられるよ
うになり、地域社会では、人間関係や社会
意識の希薄化が見受けられ、子どもが安全
に安心して育つ場が失われつつある。また、
情報技術の進歩やその普及が、無防備に子
どもが有害情報に触れる機会をもたらし、
目的意識を持たない子どもの増加などがニ
ートの問題などを生み出すなど、子どもに
様々な影響を及ぼしている。

私たち県民は、今こそ、子どもが将来自
立した社会の担い手と　して育つために
は、何をなすべきか、子どもにとって何が
幸せかを社会全体で考えていかなければな
らない。家庭では、家族の深い愛情と理解
によって子どもの豊かな人格を形成すると
ともに、自立性を培い、地域社会では、子
どもの社会性を養うとともに、地域全体で
子どもの安全を守り、育ち学ぶ施設では、
自ら学び、考え、行動する「生きる力」や
勤労観を育成することが求められている。
また、県は、子どもの虐待の防止など子ど
もの人権を保障する取組を進めるととも
に、地域の人々の子どもへの関心を高める
施策や子どもの居場所づくりなどの取組を
進めなければならない。

私たち県民は、ともに手をとりあって、
子どもが人権を尊重され夢を持って健やか
に育ち、子どもを安心して育てることので
きる環境づくりに取り組み、滋賀で生まれ
たことの良さと滋賀で子どもを生み育てる
ことの良さを実感できる社会である「子ど
もの世紀」の実現を目指すことを決意し、
この条例を制定する。

（目的）
第１条　この条例は、子どもが人権を尊重

され夢を持って健やかに育ち、子どもを
安心して育てることのできる環境づくり

（以下「育ち・育てる環境づくり」という。）
について、基本理念を定め、県等の責務
を明らかにするとともに、県の施策の基
本となる事項を定め、育ち・育てる環境
づくりのための施策を総合的かつ計画的
に推進することにより、もって次代の社
会を担うすべての子どもを健やかにはぐ
くむ社会の実現に寄与することを目的と
する。

（定義）
第２条　この条例において「子ども」とは、

18 歳未満の者をいう。
２　この条例において「育ち学ぶ施設」と

は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164
号）に規定する児童福祉施設および学校
教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に規
定する学校その他の施設のうち、子ども
が入所し、通所し、または通学する施設
をいう。

（基本理念）
第３条　育ち・育てる環境づくりは、子ど

もが愛情深く大切に育てられるととも
に、様々な人々とかかわり、多様な体験
をし、および学ぶことにより人間性と能
力を豊かにはぐくみ、自立した社会の担
い手として育つことを旨として推進され
なければならない。

２　育ち・育てる環境づくりは、子どもが
次代の社会を担う大切な存在であるとい
う認識の下に、社会全体で子どもを育て
るとともに、子どもの成長を支援するこ
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とを旨として推進されなければならな
い。

３　育ち・育てる環境づくりは、子どもに
とって最善の利益が考慮されることを旨
として推進されなければならない。

（県の責務）
第４条　県は、前条に定める育ち・育てる

環境づくりについての基本理念（以下「基
本理念」という。）にのっとり、育ち・
育てる環境づくりに関する基本的かつ総
合的な施策を策定し、および実施するも
のとする。

２　県は、前項の施策を推進するに当たっ
ては、国および市町との適切な役割分担
を踏まえるとともに、相互に連携を図る
ものとする。

（保護者の責務）
第５条　父母、里親その他の保護者（以下
「保護者」という。）は、家庭が子どもの
育つ基盤であり、自らが子育てについて
第一義的な責任を有するという認識の下
に、基本理念にのっとり、深い愛情の中
で子どもを健やかに育てなければならな
い。

（県民の責務）
第６条　県民は、子どもが地域住民、地域

で様々な活動を行う事業者または団体等
とかかわりを持ちながらはぐくまれると
いう認識の下に、基本理念にのっとり、
子どもの成長および子育てに関心を持
ち、地域社会において、育ち・育てる環
境づくりに相互に協力して取り組むよう
努めるとともに、県が実施する育ち・育
てる環境づくりに関する施策に協力する
よう努めなければならない。

（育ち学ぶ施設の責務）
第７条　育ち学ぶ施設は、基本理念にのっ

とり、保護者および地域社会との連携を
図りながら、子どもが安心して育ち、学
ぶ環境づくりに努めなければならない。

（大綱の策定）
第８条　知事は、県、保護者、県民および

育ち学ぶ施設が一体となって育ち・育て

る環境づくりに取り組むための指針とし
て、育ち・育てる環境づくりに関する大
綱（以下「大綱」という。）を策定する
ものとする。

２　大綱には、次に掲げる事項を定めるも
のとする。

（１）　育ち・育てる環境づくりに保護者、
県民および育ち学ぶ施設（以下「県民等」
という。）が取り組むに当たっての行動
の基本となる指針

（２）　育ち・育てる環境づくりに関する施
策の総合的な推進を図るための指針

（３）　その他育ち・育てる環境づくりの取
組に関し必要な事項

３　知事は、大綱を策定するに当たっては、
あらかじめ県民の意見を反映することが
できるよう、必要な措置を講ずるものと
する。

４　知事は、大綱を策定したときは、これ
を公表するものとする。

５　前２項の規定は、大綱の変更について
準用する。

（広報活動等）
第９条　県は、育ち・育てる環境づくりに

関する県民等の理解を深めるため、広報
活動、情報の提供、学習機会の提供その
他の必要な措置を講ずるものとする。

（県民等の活動に対する支援）
第 10 条　県は、育ち・育てる環境づくり

に関する活動への県民等の主体的な参画
を促進するとともに、県民等またはその
組織する団体が行う育ち・育てる環境づ
くりに関する活動に対して、情報の提供、
交流機会の提供その他の必要な支援を行
うものとする。

（市町に対する助言等）
第 11 条　県は、市町に対して、育ち・育

てる環境づくりに関する施策の策定およ
び実施について、必要な助言および協力
を行うものとする。

（計画の策定）
第 12 条　知事は、子どもの虐待の防止そ

の他の育ち・育てる環境づくりに関し必
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要となる施策を計画的に実施するために
必要があると認めるときは、当該施策に
関する実施計画を策定するものとする。

（相談の処理）
第 13 条　知事は、子どもの虐待、いじめ

その他の育ち・育てる環境づくりを推進
するに当たっての各般の問題について、
子どもをはじめとする県民等から相談の
申出があった場合は、当該申出の適切な
処理を行うものとする。

２　知事は、前項の申出に係る相談に応じ、
必要な調査および助言を行うほか、関係
行政機関への通知その他申出の処理のた
め必要な措置を講ずるものとする。

（拠点の整備）
第 14 条　県は、県民等による育ち・育て

る環境づくりのための活動等を推進する
ための拠点を整備するものとする。

（その他）
第 15 条　この条例の施行に関し必要な事

項は、規則で定める。
付　則
この条例は、平成 18 年４月１日から施行

する。
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滋賀県青少年の健全育成に関
する条例

（昭和 52 年 12 月 23 日滋賀県条例第 40 号）

第１章　総則
（目的）
第１条　この条例は、青少年を取り巻く環

境の整備を図るとともに、青少年の健全
な成長を阻害するおそれのある行為およ
び環境から青少年を保護し、もつて青少
年の健全な育成に寄与することを目的と
する。

（条例適用上の注意）
第２条　この条例は、青少年の健全な育成

を図るためにのみ適用するものであつ
て、いやしくも、これを濫用し、県民の
自由と権利を不当に制限するようなこと
があつてはならない。

（定義）
第３条　この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、それぞれ当該各号に
定めるところによる。

（1）　保護者　親権者、未成年後見人その
他の者で青少年を現に監護するものをい
う。

（2）　図書等　書籍、雑誌、ちらしその他
の印刷物、図画、写真、フィルムおよび
録音テープ、ビデオテープ、ビデオディ
スク、シー・ディー・ロムその他の電磁
的記録媒体（電子的方式、磁気的方式そ
の他人の知覚によつては認識することが
できない方式による記録に係る記録媒体
をいう。以下同じ。）をいう。

（3）　興行　映画、演劇、演芸その他のみ
せ物をいう。

（4）　広告物　看板、立看板、はり紙、は
り札その他これらに類するものであつて
公衆に表示されるものをいう。

（5）　がん具等　がん具、刃物（銃砲刀剣
類所持等取締法（昭和 33 年法律第６号）
第２条第２項に定める刀剣類を除く。）

その他これらに類するものをいう。
（6）　自動販売機等　物品の販売または貸

付けに従事する者と客とが直接に対面
（電気通信設備を用いて送信された画像
によりモニター画面を通して行うものを
除く。）をすることなく、販売または貸
付けをすることができる自動販売機およ
び自動貸出機をいう。

（保護者の義務）
第４条　保護者は、青少年を心身ともに健

全に育成することが本来の義務であるこ
とを自覚し、健全な家庭環境づくりに努
め、青少年を監護し、教育しなければな
らない。

（県民の責務）
第５条　すべて県民は、青少年の健全な成

長を阻害するおそれのある行為および環
境から青少年を守るとともに、地域社会
において相互に連携する等それぞれの立
場において、青少年の健全育成にふさわ
しい環境をつくるように努めなければな
らない。

（施策の公表）
第６条　県は、毎年、青少年の健全育成に

関する施策の内容を公表するものとす
る。

第２章　健全育成に関する施策
（県の施策）
第７条　県は、この条例の目的を達成する

ため、特に次に掲げる事項について必要
な施策を講じるものとする。

（1）　健全な家庭環境づくりに関する指導
および啓もう

（2）　青少年団体および青少年育成団体等
の活動に関する指導および援助

（3）　青少年の活動の場としての施設の整
備および利用の促進

（4）　社会環境の浄化に関する指導および
啓もう

２　県は、青少年の健全育成に関し、市町
との連携を図るとともに、市町が行う青
少年の健全育成に関する施策との調整に
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努めるものとする。
（推奨）
第８条　知事は、図書等、興行およびがん

具等でその内容が青少年の健全な育成を
図るうえに有益であると認めるものを推
奨することができる。

（表彰）
第９条　知事は、次の各号に掲げるものを

表彰することができる。
（1）　青少年を健全に育成するために積極

的に活動し、その功績が特に顕著である
と認められるもの

（2）　青少年または青少年団体でその活動
が他の模範になると認められるもの

第３章　健全育成を阻害する行為の規制
（業者の自主規制）
第 10 条　図書等を取り扱い、または興行

を主催する者その他この条例の規定の適
用を受ける業者は、県の行う社会環境を
浄化するための施策に協力するととも
に、相互に協力して自主的な規制措置を
講じることにより、青少年（６歳以上
18 歳未満の者をいい、婚姻した女子を
除く。以下同じ。）の健全な育成を阻害
することのないように努めなければなら
ない。

（有害図書等の指定）
第 11 条　知事は、図書等の内容が次の各

号のいずれかに該当すると認めるとき
は、その図書等を青少年に有害な図書等
として指定することができる。

（1）　次のいずれかに該当し、青少年の健
全な育成を阻害するおそれのあるもの

ア　著しく青少年の性的感情を刺激するも
の

イ　著しく青少年の粗暴性または残虐性を
助長するもの

（2）　前号に掲げるもののほか、著しく青
少年の犯罪または自殺を誘発するおそれ
のあるもの

２　次の各号のいずれかに該当する図書等
（内容が主として読者または視聴者の好

色的興味に訴えるものでないと認められ
るものを除く。）は、前項の規定による
指定がない場合であつても、青少年に有
害な図書等とする。

（1）　書籍、雑誌またはちらしその他これ
に類するものであつて、全裸もしくは半
裸での卑わいな姿態または性交もしくは
これに類する性行為を描写し、または撮
影した図画または写真で規則で定めるも
のを掲載するページ（表紙を含む。以下
同じ。）の数が、20 以上のものまたはペ
ージの総数の５分の１以上を占めるもの

（2）　電磁的記録媒体であつて、全裸もし
くは半裸での卑わいな姿態または性交も
しくはこれに類する性行為を描写した場
面で規則で定めるものの時間が合わせて
３分を超えるものまたは当該場面の数が
20 以上のもの

（有害図書等の販売等の制限）
第 11 条の２　図書等を販売し、貸し付け、

閲覧させ、または視聴させることを業と
する者（以下「図書等の販売等を業とす
る者」という。）およびその従業者は、
前条第１項の規定により指定された図書
等または同条第２項の規定により青少年
に有害な図書等とされた図書等（以下「有
害図書等」という。）を青少年に販売し、
貸し付け、閲覧させ、または視聴させて
はならない。

（有害図書等の陳列方法等）
第 11 条の３　図書等の販売等を業とする

者は、有害図書等を陳列するときは、規
則で定めるところにより、当該有害図書
等を有害図書等以外の図書等と区分して
店舗内の容易に監視することができる場
所に陳列しなければならず、かつ、青少
年が閲覧し、または視聴しないよう必要
な措置を講じなければならない。

２　知事は、図書等の販売等を業とする者
が前項の規定に違反していると認めると
きは、その者に対し、有害図書等の陳列
場所の変更その他必要な措置を執るべき
ことを勧告することができる。
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３　知事は、前項に規定する勧告を受けた
者が、その勧告に係る措置を執らなかつ
たときは、その者に対し、その勧告に係
る措置を執るべきことを命ずることがで
きる。

（有害図書等の配付等の制限）
第 11 条の４　何人も、有害図書等を青少

年に配付してはならない。
２　何人も、有害図書等を、青少年が容易

に見ることができないようにするための
措置を講じないで、戸別に配布してはな
らない。

３　知事は、前項の措置を講じないで有害
図書等を戸別に配布している者があると
きは、その者に対し、当該行為の中止そ
の他必要な措置をとるべきことを命ずる
ことができる。

（有害興行の制限）
第 12 条　知事は、興行の内容が第 11 条

第１項各号のいずれかに該当すると認め
るときは、その興行を青少年に有害な興
行として指定することができる。

２　興行を主催する者は、前項の規定によ
り指定された興行（以下「有害興行」と
いう。）を行う時には、その興行を青少
年が見、または聞くことができない旨を
入口の見やすいところに掲示しなければ
ならない。

３　興行を主催する者およびその従業者
は、有害興行を青少年に見せ、または聞
かせてはならない。

（有害広告物の制限）
第 13 条　知事は、広告物の内容が第 11

条第１項各号のいずれかに該当すると認
めるときは、その広告主または管理者に
対して、その広告物の内容の変更または
除去を期限を付して命ずることができ
る。

（有害がん具等の制限）
第 14 条　知事は、がん具等の形状、構造

または機能が次の各号のいずれかに該当
すると認めるときは、そのがん具等を青
少年に有害ながん具等として指定するこ

とができる。
（1）　人の生命、身体または財産に危害を

及ぼすおそれのあるもの
（2）　著しく青少年の性的感情を刺激し、

その健全な育成を阻害するおそれのある
もの

２　専ら性交またはこれに類する性行為に
供するがん具等で次の各号のいずれかに
該当するものは、前項の規定による指定
がない場合であつても、青少年に有害な
がん具等とする。

（1）　性器の形状をなし、またはこれに著
しく類似するもの

（2）　性器を包み込み、または性器に挿入
する構造をなし、かつ、電動式振動機を
内蔵し、または装着することができる構
造を有するもの

３　がん具等の販売を業とする者およびそ
の従業者は、第１項の規定により指定さ
れたがん具等または前項の規定により青
少年に有害ながん具等とされたがん具等

（以下「有害がん具等」という。）を青少
年に販売してはならない。

（指定の解除）
第 15 条　知事は、第 11 条第１項、第

12 条第１項および前条第１項の規定に
よる指定をした場合において、当該指定
をした理由がなくなつたと認めるとき
は、当該指定を解除しなければならない。

（審議会への諮問）
第 16 条　知事は、次に掲げる場合は、あ

らかじめ滋賀県社会福祉審議会（次項に
おいて「審議会」という。）の意見を聴
かなければならない。ただし、緊急を要
すると認めるときは、この限りでない。

（1）　第８条の規定による推奨をしようと
するとき。

（2）　第 11 条第１項の規定による有害な
図書等の指定をしようとするとき。

（3）　第 12 条第１項の規定による有害な
興行の指定をしようとするとき。

（4）　第 13 条の規定による広告物の内容
の変更または除去を命じようとすると

７　
関
係
法
令
等

資
料
編

223



き。
（5）　第 14 条第１項の規定による有害な

がん具等の指定をしようとするとき。
（6）　前条の規定による指定の解除をしよ

うとするとき。
２　知事は、前項ただし書の規定により審

議会の意見を聴かないで推奨し、指定し、
命令し、または解除したときは、次の審
議会にその旨を報告しなければならな
い。

（告示）
第 17 条　知事は、第 11 条第１項、第

12 条第１項および第 14 条第１項の規
定により指定し、または第 15 条の規定
により指定の解除をしたときは、速やか
にその旨を滋賀県公報に登載して告示す
るものとする。ただし、緊急を要する場
合には、関係人にその旨を通知すること
により、その者に関する限り告示がなさ
れたものとみなす。

（有害遊技の制限）
第 18 条　遊技機を設置して遊技をさせる

ことを業とする者（風俗営業等の規制及
び業務の適正化等に関する法律（昭和
23 年法律第 122 号）第２条第１項第４
号および第５号に規定する営業を営む者
を除く。次項において同じ。）およびそ
の管理者は、青少年に射幸心を誘発する
おそれのある遊技機により遊技をさせな
いように努めなければならない。

２　知事は、遊技機の構造および遊技の方
法が著しく青少年の射幸心を誘発し、ま
たは助長し、その健全な育成を阻害する
おそれがあると認めるときは、その遊技
機を設置して遊技をさせることを業とす
る者またはその管理者に対して、青少年
の立入り禁止または遊技方法の改善その
他必要な措置を命ずることができる。

（自動販売機による販売等の自主規制）
第 19 条　自動販売機による避妊用品また

は酒類もしくはたばこの販売を業とする
者およびこれらの販売の用に供する自動
販売機を管理する者は、青少年が当該自

動販売機からこれらを購入しないような
措置を講じるように努めなければならな
い。

２　自動販売機による避妊用品の販売を業
とする者は、次に掲げる場所または地域
にその販売の用に供する自動販売機を設
置しないように努めなければならない。

（1）　学校その他の教育施設、文化施設、
体育施設等およびこれらの周辺

（2）　遊園地、公園およびこれらの周辺
（3）　主たる通学路に面した場所
（自動販売機等の設置の届出等）
第 19 条の２　自動販売機等による図書等

またはがん具等の販売または貸付けをし
ようとする者は、販売または貸付けを開
始する日の 10 日前までに、自動販売機
等ごとに規則で定めるところにより、次
に掲げる事項を記載した届出書を知事に
提出しなければならない。

（1）　氏名、住所および電話番号（法人に
あつては、名称、代表者の氏名、主たる
事務所の所在地および電話番号）

（2）　自動販売機等の名称、型式および製
造番号

（3）　自動販売機等の設置場所およびその
周辺の状況

（4）　自動販売機等の設置年月日
（5）　販売または貸付けの開始年月日
（6）　次条に規定する自動販売機等管理者

を置かなければならない場合にあつて
は、その者の氏名、住所および電話番号

２　前項の規定による届出をした者は、当
該届出に係る自動販売機等について、設
置場所を変更しようとするときは 10 日
前までに、同項第１号または第６号に掲
げる事項を変更したときは変更の日から
起算して 15 日以内に、規則で定めると
ころにより当該変更に係る事項を知事に
届け出なければならない。

３　第１項の規定による届出をした者は、
当該届出に係る自動販売機等の使用を廃
止したときは、その日から起算して 15
日以内に、規則で定めるところにより、
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その旨を知事に届け出なければならな
い。

（自動販売機等管理者の設置）
第 19 条の３　自動販売機等による図書等

またはがん具等の販売または貸付けを業
とする者（以下「自動販売業者」という。）
は、自動販売機等ごとに、当該自動販売
機等を管理する者（自動販売機等が設置
されている場所の存する市町の区域内に
住所を有する者に限る。以下「自動販売
機等管理者」という。）を置かなければ
ならない。ただし、次条第４項に規定す
る措置が講じられている自動販売機等で
ある場合または自動販売業者が、当該自
動販売機等が設置されている場所の存す
る市町の区域内に住所（法人にあつては、
主たる事務所）を有する場合は、この限
りでない。

（自動販売機等による販売等の制限）
第 20 条　自動販売業者は、これらの販売

または貸付けの用に供する自動販売機等
の表面の見やすい箇所に、次に掲げる事
項を表示しておかなければならない。た
だし、その者の店舗内または店頭に自動
販売機等を設置する場合は、この限りで
ない。

（1）　当該自動販売業者の氏名および住所
（法人にあつては、名称、代表者の氏名
および主たる事務所の所在地）

（2）　前条の規定により自動販売機等管理
者を置いた場合にあつては、その者の氏
名および住所

２　自動販売業者および自動販売機等管理
者ならびにその従業者は、有害図書等ま
たは有害がん具等を自動販売機等に収納
してはならない。

３　自動販売業者および自動販売機等管理
者は、自動販売機等に収納されている図
書等またはがん具等が第 11 条第１項ま
たは第 14 条第１項の規定による指定を
受けたときは、直ちにこれらの図書等ま
たはがん具等を自動販売機等から撤去し
なければならない。

４　前２項の規定は、法令の規定により青
少年の立入りが禁止されている場所また
は人が常駐する店舗、事務所等の内部の
容易に監視することができる場所に設置
される自動販売機等には、適用しない。

（インターネット利用の制限）
第 20 条の２　インターネット接続役務提

供事業者（青少年が安全に安心してイン
ターネットを利用できる環境の整備等に
関する法律（平成 20 年法律第 79 号）
第２条第６項に規定するインターネット
接続役務提供事業者をいう。）および当
該インターネット接続役務提供事業者の
インターネット接続役務（同条第５項に
規定するインターネット接続役務をい
う。）の提供に関する契約の締結の媒介、
取次ぎまたは代理を業として行う者は、
利用者と当該契約の締結またはその媒
介、取次ぎもしくは代理をしようとする
ときは、当該契約を締結しようとする相
手方に対し、青少年の健全な育成を阻害
するおそれがある情報を青少年が閲覧
し、または視聴することがないよう、青
少年有害情報フィルタリングソフトウェ
ア（同条第９項に規定する青少年有害情
報フィルタリングソフトウェアをいう。
以下この条において同じ。）または青少
年有害情報フィルタリングサービス（同
条第 10 項に規定する青少年有害情報フ
ィルタリングサービスをいう。以下この
条において同じ。）に関する情報を提供
し、これらの利用を推奨するように努め
なければならない。

２　インターネットを利用することができ
る端末設備（以下「端末設備」という。）
を公衆の利用に供する者は、青少年が当
該端末設備によりインターネットを利用
する場合には、青少年がインターネット
を適正に利用できるように、青少年有害
情報フィルタリングソフトウェアまたは
青少年有害情報フィルタリングサービス
を備えた端末設備の提供その他必要な措
置をとるように努めなければならない。
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３　保護者は、青少年有害情報フィルタリ
ングソフトウェアまたは青少年有害情報
フィルタリングサービスの利用、インタ
ーネットの利用に関する健全な判断能力
の育成その他の適切な方法により、青少
年がインターネットを適正に利用できる
ように努めなければならない。

（質受け等の制限）
第 21 条　質屋（質屋営業法（昭和 25 年

法律第 158 号）第１条第２項に規定す
る質屋をいう。）およびその従業者は、
青少年から物品を質に取り、金銭を貸し
付けてはならない。

２　古物商（古物営業法（昭和 24 年法律
第 108 号）第２条第３項に規定する古
物商をいう。）およびその従業者は、青
少年から物品を買い受け、もしくは売却
の委託を受け、または青少年と物品の交
換をしてはならない。

３　貸金業者（貸金業法（昭和 58 年法律
第 32 号）第２条第２項に規定する貸金
業者をいう。）およびその従業者は、青
少年に金銭を貸し付け（手形の割引、売
渡担保その他これらに類する方法によつ
て金銭を交付することを含む。）または
金銭の貸付けの媒介をしてはならない。

４　金属屑回収業者（滋賀県金属屑回収業
条例（昭和 31 年滋賀県条例第 58 号）
第２条第２項に規定する金属屑回収業者
をいう。）およびその従業者は、青少年
から金属屑を買い受け、または売却の委
託を受けてはならない。

５　前４項の規定は、青少年がその保護者
の委託を受け、または同意を得た場合に
は、これを適用しない。

（深夜外出の制限）
第 22 条　保護者は、特別な理由がある場

合のほか、深夜（午後 11 時から午前５
時までをいう。以下同じ。）に青少年を
外出させないように努めなければならな
い。

２　何人も、保護者の依頼または承諾その
他正当な理由がある場合を除き、深夜に

青少年を連れ出し、または同伴してはな
らない。

３　深夜に営業を営む者およびその従業者
は、特別な理由がある場合のほか、深夜
に当該営業に係る施設内または敷地内に
いる青少年に対し、帰宅を促すように努
めなければならない。

（深夜の営業を行う施設への立入りの制限）
第 22 条の２　次に掲げる営業を営む者お

よびその従業者は、深夜において、当該
営業に係る施設に青少年を立ち入らせて
はならない。

（1）　個室を設けて、当該個室において客
に専用装置による伴奏音楽等に合わせて
歌唱を行わせる営業

（2）　設備を設けて、客に主に図書等を閲
覧させ、もしくは視聴させ、またはイン
ターネットの利用を行わせる営業

２　前項各号に掲げる営業を営む者は、深
夜において営業を営む場合は、深夜にお
ける青少年の立入りを禁止する旨を入口
の見やすいところに掲示しなければなら
ない。

（いれずみ等の禁止）
第 23 条　何人も、青少年に対していれず

みまたはこれに類似するものを施しては
ならない。

２　何人も、青少年に対して勧誘し、また
は周旋して前項の行為を受けさせてはな
らない。

（いん行行為等の禁止）
第 24 条　何人も、青少年に対していん行

またはわいせつな行為をしてはならな
い。

２　何人も、青少年に対して前項の行為を
教え、または見せてはならない。

（場所の提供等の禁止）
第 25 条　何人も、次の各号に掲げる行為

が青少年に対してなされ、または青少年
がこれらの行為を行うことを知つて場所
を提供し、または周旋してはならない。

（1）　飲酒または喫煙
（2）　いん行またはわいせつな行為
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（3）　暴行またはとばく
（4）　いれずみまたはこれに類似するもの

をする行為
（5）　麻薬、大麻、あへん、覚せい剤また

は覚せい剤原料の不法な使用
（6）　トルエンならびに酢酸エチル、トル

エンまたはメタノールを含有するシンナ
ー、接着剤および塗料の不健全な使用

（7）　催眠、めいてい、興奮、幻覚または
麻酔等の作用を有する医薬品その他これ
らの作用を有するものとして知事が定め
るものの不健全な使用

（立入調査）
第 26 条　知事の指定した職員は、この条

例の実施のため必要な限度において、営
業時間内に書店、興行場その他この条例
の適用を受ける業者の営業所（自動販売
機等の設置場所を含む。）に立ち入り、
調査し、または関係人に対して質問し、
もしくは資料の提示を求めることができ
る。

２　前項の規定により立入調査を行う者
は、その身分を示す証明書を携帯し、あ
らかじめこれを関係人に提示しなければ
ならない。

３　第１項の規定による立入調査は、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。

第４章　罰則
（罰則）
第 27 条　第 24 条第１項の規定に違反し

た者は、１年以下の懲役または 50 万円
以下の罰金に処する。

２　次の各号のいずれかに該当する者は、
30 万円以下の罰金に処する。

（1）　第 11 条の２の規定に違反した者
（2）　第 11 条の３第３項の命令に従わな

かつた者
（3）　第 11 条の４第１項の規定に違反し

た者
（4）　第 11 条の４第３項の命令に従わな

かつた者

（5）　第 12 条第３項の規定に違反した者
（6）　第 13 条の命令に従わなかつた者
（7）　第 14 条第３項の規定に違反した者
（8）　第 20 条第２項または第３項の規定

に違反した者
（9）　第 22 条の２第１項の規定に違反し

た者
（10）　第 23 条の規定に違反した者
（11）　第 24 条第２項の規定に違反した

者
（12）　第 25 条の規定に違反した者
３　第 21 条第１項から第４項までの規定

に違反した者は、20 万円以下の罰金に
処する。

４　次の各号のいずれかに該当する者は、
10 万円以下の罰金または科料に処する。

（1）　第 12 条第２項の規定に違反した者
（2）　第 19 条の２第１項または第２項の

規定に違反した者または虚偽の届出をし
た者

（3）　第 20 条第１項の規定に違反した者
または虚偽の表示をした者

（4）　第 22 条第２項の規定に違反した者
（5）　第 22 条の２第２項の規定に違反し

た者
（6）　第 26 条第１項の規定による立入り

もしくは調査を拒み、妨げ、もしくは忌
避し、または質問に対して虚偽の答弁を
し、もしくは資料の提示を拒んだ者

５　第 11 条の２、第 12 条第３項、第
14 条第３項、第 21 条、第 22 条の２
第１項または第 23 条から第 25 条まで
の規定に違反した者は、当該青少年の年
齢を知らないことを理由として、第１項
から第３項までの規定による処罰を免れ
ることができない。ただし、当該青少年
の年齢を知らないことに過失がないとき
は、この限りでない。

（両罰規定）
第 28 条　法人の代表者または法人もしく

は人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人または人の業務に関して前条の
違反行為をしたときは、行為者を罰する
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ほか、その法人または人に対しても同条
の罰金刑または科料刑を科する。

（免責規定）
第 29 条　この条例に違反した者が、青少

年であるときは、この条例の罰則は適用
しない。ただし、青少年が営業者であつ
て、その営業に関する場合は、この限り
でない。

第５章　雑則
（県民からの申出）
第 30 条　何人も、第８条の規定による推

奨、第 11 条第１項、第 12 条第１項も
しくは第 14 条第１項の規定による指
定、第 13 条もしくは第 18 条第２項の
規定による措置命令または第 15 条の規
定による指定の解除（以下「推奨等」と
いう。）をすることが適当であると認め
るときは、その旨を知事に申し出ること
ができる。

２　前項の申出は、次に掲げる事項を記載
した申出書を提出してしなければならな
い。

（1）　申出をする者の氏名または名称およ
び住所または居所

（2）　当該推奨等の内容およびその根拠と
なる条項

（3）　当該推奨等をすることが適当である
と認める理由

（4）　その他参考となる事項
３　知事は、第１項の規定による申出があ

ったときは、必要な調査を行い、その結
果に基づき必要があると認めるときは、
当該推奨等をしなければならない。

（委任）
第 31 条　この条例に定めるもののほか、

必要な事項は、規則で定める。

付　則　（略）
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