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第百 七十四 条の 二十六

現

行

（傍 線部分 は改 正部分 ）

地 方自 治法第 二百 五十二 条の十 九第 一項の 規

（ 児童 福祉に 関す る事務 ）

地 方自治 法施 行令（ 昭和 二十二 年政令 第十 六号） （抄 ）（附 則第 三条関 係）

改

地 方自 治法第 二百 五十二 条の 十九第 一項 の規

（児 童福祉 に関 する事 務）
第百 七十 四条の 二十 六

法律 第百十 号） の規定 によ り、都 道府 県が処 理す ること とさ れてい

規定に よる 広域的 な対 応が必 要な 業務、 同条 第二項 の規 定によ る助

び 第二 号イの 規定 による 市町 村相互 間の連 絡調 整等、 同項 第三号 の

定 により 、指 定都市 が処 理する 児童 福祉に 関す る事務 は、 児童福 祉

る 事務（ 児童 福祉法 第十 一条第 一項第 一号 及び第 二号 イの 規定に よ

言 、同法 第十 三条第 三項 第一号 並び に同令 第三 条の二 第二 項から 第

定によ り、 指定都 市が 処理す る児 童福祉 に関 する事 務は 、児童 福祉

る市町 村相 互間の 連絡 調整等 、同 項第三 号の 規定に よる 広域的 な対

七項ま で、第 十項 及び第 十一 項の規 定に よる同 号の 施設及 び講 習会

法及び 児童福 祉法 施行令 （昭 和二十 三年 政令第 七十 四号） 、少 年法

応 が必要 な業 務、同 条第 二項の 規定に よる 助言、 同法 第十三 条第 三

（第 百七 十四条 の四 十九の 二第 一項第 五号 におい て「 指定児 童福 祉

法 及び児 童福 祉法施 行令 （昭和 二十三 年政 令第七 十四 号）、 少年法

項 第一 号並び に同 令第三 条の 二第二 項か ら第七 項ま で、第 十項 及び

司養成 施設等 」と いう。 ）の 指定等 、同法 第十 八条 の六第 一号 及び

（昭 和二 十三年 法律 第百六 十八 号）並 びに 児童虐 待の 防止等 に関 す

第十 一項 の規定 によ る同号 の施 設及び 講習 会（第 百七 十四条 の四十

第十 八条の 七第 一項並 びに 同令第 五条 第二項 から 第七項 まで の規定

（ 昭和 二十三 年法 律第百 六十 八号） 、児 童虐待 の防 止等に 関す る法

九 の二第 一項 第五号 にお いて「 指定 児童 福祉司 養成 施設等 」と いう

に よる 指定保 育士 養成施 設（ 同号に 規定す る指 定保育 士養 成施設 を

る法律 （平成 十二 年法律 第八 十二号 ）の規 定に より、 都道 府県が 処

。） の指定 等、 同法第 十八 条の六 第一 号及び 第十 八条の 七第 一項並

いう。 第百 七十四 条の 四十九 の二 第一項 第六 号にお いて 同じ 。）の

律（ 平成 十二年 法律 第八十 二号 ）並び に民 間あっ せん 機関に よる養

び に同令 第五 条第二 項か ら第七 項ま での規 定に よる指 定保 育士養 成

指 定等、 同法 第十八 条の 八第二 項の 規定に よる 保育士 試験 、同条 第

理す ること とさ れてい る事 務（児 童福 祉法第 十一 条第一 項第 一号及

施設（ 同号 に規定 する 指定保 育士 養成施 設を いう 。第百 七十 四条の

三項の 規定に よる 保育士 試験 委員 の設置 、同 法第十 八条 の九、 第十

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

四 十九の 二第 一項第 六号 におい て同じ 。） の指定 等、 同法第 十八 条
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八条 の九第 一項 に規定 する 指定試 験機 関をい う。 第百七 十四 条の四

ら 第十三 条ま で及び 第十 五条の 規定 による 指定 試験機 関（ 同法第 十

三か ら第 十八条 の十 七まで 並び に同令 第七 条、第 九条 、第十 一条か

条 の十 一第二 項に おいて 準用 する場 合を 含む。 ）及 び第十 八条 の十

士 試験委 員の 設置、 同法 第十八 条の九 、第 十八条 の十 （同法 第十八

の八第 二項 の規定 によ る保育 士試 験、同 条第 三項の 規定 による 保育

条まで の規 定によ る保 育士（ 同法 第十八 条の 四に規 定す る保育 士を

十 八条 の十八 から 第十八 条の 二十ま で及び 同令 第十六 条か ら第二 十

う。 第百七 十四 条の四 十九 の二に おい て同じ 。） の指定 等、 同法第

定 試験 機関（ 同法 第十八 条の 九第一 項に規 定す る指定 試験 機関を い

、第 九条 、第十 一条 から第 十三 条まで 及び 第十五 条の 規定に よる 指

。）及 び第十 八条 の十三 から 第十八 条の 十七ま で並 びに同 令第 七条

八条 の十 （同 法第十 八条 の十一 第二 項にお いて 準用す る場 合を含 む

十 九の 二にお いて 準用す る場 合を含 む。） 及び 第五節 第三 款の規 定

十 九の二 にお いて同 じ。 ）の指 定等、 同法 第十八 条の 十八か ら第 十

合を 含む。 ）の 規定に よる 都道府 県知 事によ る連 絡調整 又は 援助、

による 業務 管理体 制の 整備等 に係 る質問 等、 指定都 市が 行う同 法第

い う。第 百七 十四条 の四 十九の 二に おいて 同じ 。）の 登録 等、同 法

同 法第二 章第 二節第 三款 （同法 第二十 四条 の十九 の二 にお いて準 用

三 十四条 の三 第一項 に規 定する 障害 児通所 支援 事業等 （第 八項に お

八条の 二十 まで及 び同 令第十 六条 から第 二十 条まで の規 定によ る保

する場 合を 含む。 ）及 び第五 節第 三款の 規定 による 業務 管理体 制の

いて「 障害児 通所 支援事 業等 」とい う。 ）、同 法第 六条の 三第 一項

第二十 一条の 五の 十の規 定に よる協 力そ の他市 町村 に対す る必 要な

整 備等に 係る 質問等 、指 定都市 が行う 同法 第三十 四条 の三第 一項 に

に規 定す る児童 自立 生活援 助事 業（第 八項 におい て「 児童自 立生 活

育 士（同 法第 十八条 の四 に規定 する保 育士 をいう 。第 百七十 四条の

規 定す る障害 児通 所支援 事業 等（第 八項 におい て「 障害児 通所 支援

援助事 業」と いう 。）又 は同 条第八 項に規 定す る小 規模住 居型 児童

援助 、同 法第二 十一 条の五 の二 十第一 項（ 同法第 二十 四条の 十四 の

事業 等」 という 。） 、同法 第六 条の三 第一 項に規 定す る児童 自立生

養育 事業（ 第八 項にお いて 「小規 模住 居型児 童養 育事業 」と いう。

四 十九 の二に おい て同じ 。） の登録 等、 同法第 二十 一条の 五の 十の

活 援助事 業（ 第八項 にお いて「 児童 自立 生活援 助事 業」と いう 。）

） に係 る同法 第三 十四条 の五 の規定 による 質問 等及び 同法 第三十 四

二にお いて準 用す る場合 を含 む。） の規定 によ る都道 府県 知事に よ

又は 同条第 八項 に規定 する 小規模 住居 型児童 養育 事業（ 第八 項にお

条の六 の規 定によ る制 限又は 停止 の命令 、指 定都市 が行 う同 法第六

規定 によ る協力 その 他市町 村に 対する 必要 な援助 、同 法第二 十一条

い て「小 規模 住居型 児童 養育事 業」 という 。） に係る 同法 第三十 四

条 の三第 七項 に規定 する 一時預 かり 事業（ 第八 項にお いて 「一時 預

る連 絡調整 又は 援助、 同法 第二章 第二 節第三 款（ 同法第 二十 四条の

条の五 の規 定によ る質 問等及 び同 法第三 十四 条の 六の規 定に よる制

かり事 業」と いう 。）に 係る 同法 第三十 四条 の十四 の規 定によ る質

の 五の二 十第 一項（ 同法 第二十 四条 の十四 の二 におい て準 用する 場

限 又は停 止の 命令、 指定 都市が 行う同 法第 六条の 三第 七項に 規定 す
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の 負担、 同法 第五十 六条 の四の 二第四 項の 規定に より 送付さ れた市

る検査 、同 法第五 十五 条の規 定に よる同 法第 五十一 条第 五号の 費用

同 法第四 十六 条の規 定に よる質 問等及 び同 令第三 十八 条の規 定に よ

児童 福祉施 設（ 第八項 にお いて「 児童 福祉施 設」 という 。） に係る

定 による 質問 等、指 定都 市が設 置す る同法 第七 条第一 項に 規定す る

「病 児保 育事業 」と いう。 ）に 係る同 法第 三十四 条の 十八の 二の規

同 法第 六条の 三第 十三項 に規 定する 病児 保育事 業（ 第八項 にお いて

に 係る同 法第 三十四 条の 十四の 規定に よる 質問等 、指 定都市 が行う

る一時 預か り事業 （第 八項に おい て「一 時預 かり事 業」 という 。）

の四の 三第一 項の 規定に よる 市町村 整備 計画の 提出 の経由 、同 法第

定 により 送付 された 市町 村整備 計画 の写し の受 理、同 法第 五十六 条

五十一 条第 五号の 費用 の負担 、同 法第五 十六 条の四 の二 第四項 の規

第 三十 八条の 規定 による 検査 、同法 第五十 五条 の規定 によ る同法 第

設」 という 。） に係る 同法 第四十 六条 の規定 によ る質問 等及 び同令

七 条第 一項に 規定 する児 童福 祉施設 （第八 項に おいて 「児 童福祉 施

十四 条の 十八の 二の 規定に よる 質問等 、指 定都市 が設 置する 同法 第

事業（ 第八項 にお いて「 病児 保育事 業」 という 。） に係る 同法 第三

問等 、指 定都 市が行 う同 法第六 条の 三第十 三項 に規定 する 病児保 育

三 の規 定によ る質 問等並 びに 同法第 五十九 条の 四第三 項の 規定に よ

五十 六条 の五の 五第 一項に 規定 する審 査請 求に対 する 裁決、 同法 第

規定 による 支援 、同法 第五 十七条 の二 第一項 に規 定する 障害 児通所

る勧告 等に 関する 事務 を除く 。） とする 。こ の場合 にお いては 、第

町 村整 備計画 の写 しの受 理、 同法第 五十 六条の 四の 三第一 項の 規定

給 付費等 の支 給に係 る同 法第五 十七条 の三 の三の 規定 によ る質問 等

三 項から 第七 項まで にお いて特 別の 定めが ある ものを 除き 、児童 福

五十六 条の七 第三 項の規 定に よる支 援、同 法第 五十七 条の 二第一 項

並びに 同法 第五十 九条 の四第 三項 の規定 によ る勧告 等に 関する 事務

祉法及 び同令 、少 年法並 びに 児童虐 待の 防止等 に関 する法 律中 都道

によ る市 町村整 備計 画の提 出の 経由、 同法 第五十 六条 の五の 五第一

を 除く。 ）と する。 この 場合に おいて は、 第三項 から 第七項 まで に

府県 に関 する規 定（ 前段括 弧内 に掲げ る事 務に係 る規 定を除 く。 ）

に規 定する 障害 児通所 給付 費等の 支給 に係る 同法 第五十 七条 の三の

お いて 特別の 定め がある もの を除き 、児 童福祉 法及 び同令 、少 年法

は、指 定都市 に関 する規 定と して指 定都市 に適 用が あるも のと する

項 に規定 する 審査請 求に 対する 裁決 、同法 第五 十六条 の七 第三項 の

、児 童虐 待の防 止等 に関す る法 律並び に民 間あっ せん 機関に よる養

（略 ）

。

２ ～８

子 縁組の あっ せんに 係る 児童の 保護 等に 関する 法律 中都道 府県 に関
する 規定（ 前段 括弧内 に掲 げる事 務に 係る規 定を 除く。 ）は 、指定

（ 略）

都 市に関 する 規定と して 指定都 市に 適用が ある ものと する 。
２～８
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○

改

正

案

法 第十 八条の 五第 三号の 政令で 定め る法律 の規 定は、 次の と

現

行

（傍 線部分 は改 正部分 ）

法第 十八 条の五 第三 号の政 令で 定める 法律 の規定 は、 次のと

（略 ）

児 童虐待 の防 止等に 関す る法律 第十 七条の 規定
（略）

国家戦 略特 別区域 法（ 平成二 十五年 法律 第百七 号。 以下「 特

項 まで の規定
（新設 ）

第 二十二 条の 五

難病 の患 者に対 する 医療等 に関す る法 律

（ 略）

、次の とおり とす る。

法 第十九 条の 九第二 項第 二号の 政令 で定め る法 律は

区法 」とい う。 ）第十 二条 の五第 十五 項及び 第十 七項か ら第 十九

十一

七～ 十

六

一 ～五

おりと する 。

第 四条

児 童福祉 法施 行令（ 昭和 二十三 年政令 第七 十四号 ）（ 抄）（ 附則 第四条 関係 ）

第四 条
お りとす る。
（ 略）

国 家戦略 特別 区域法 （平 成二十 五年 法律第 百七 号。以 下「特

（略 ）

児童 虐待 の防止 等に 関する 法律第 十八 条及び 第十 九条の 規定

一～五
六
七 ～十
十一

区 法」と いう 。）第 十二 条の五 第十 五項及 び第 十七項 から 第十九

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

項まで の規 定
十二

法第十 九条 の九第 二項 第二号 の政 令で定 める 法律は

護等に 関す る法律 （平成 二十 八年法 律第 百十号 ）第 五章の 規定

第 二十 二条の 五
、次 のと おりと する 。

二 十二

一～ 二十一

難 病の 患者に 対す る医療 等に 関する 法律

（新設 ）

（略）

二十 二

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

一 ～二十 一

二 十三

保護等 に関 する法 律

4

○

正

案

二十

（ 略）

現

行

（傍 線部分 は改 正部分 ）

法 第七 十条 の四第 一号 ロの政 令で定 める 保健医 療

難 病の患 者に 対する 医療 等に関 する 法律（ 平成 二十六 年法 律

第五 条の五 の七 各号に 掲げ る法律

（新 設）

第五十 号）

十九

一～十 八

又 は社会 福祉 に関す る法 律は、 次の とおり とす る。

第五 条の十 五の 三

（ 保健 医療又 は社 会福祉 に関 する法 律）

医 療法施 行令 （昭和 二十 三年政 令第三 百二 十六号 ）（ 抄）（ 附則 第五条 関係 ）

改

法第七 十条 の四第 一号 ロの政 令で 定める 保健 医療

（保 健医療 又は 社会福 祉に 関する 法律 ）
第五 条の 十五の 三
又は社 会福 祉に関 する 法律は 、次 のとお りと する。
（ 略）

難病の 患者 に対す る医 療等に 関す る法律 （平 成二十 六年 法律

一 ～十八
十九

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

第五十 号）
二十

第五 条の五 の七 各号に 掲げる 法律

護等に 関す る法律 （平 成二十 八年 法律第 百十 号）
二 十一

5

○

正

案

現

行

（傍 線部分 は改 正部分 ）

（ 法第 四十九 条の 二第二 項第 三号に 規定す る政 令で定 める 法律）

生 活保護 法施 行令（ 昭和 二十五 年政令 第百 四十八 号） （抄） （附 則第六 条関 係）

改

（法 第四十 九条 の二第 二項 第三号 に規 定する 政令 で定め る法 律）

法 第四十 九条 の二 第二項 第三 号（同 条第四 項（ 法第四 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

第四 条の二

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。 ）、法 第四 十九条 の三 第四項 、第 五十四 条の 二第四 項及 び第

法 第四 十九条 の二 第二項 第三 号（同 条第 四項（ 法第 四十

含 む。） 、法 第四十 九条 の三第 四項、 第五 十四条 の二 第四項 及び第

五十 五条 第二項 にお いて準 用す る場合 を含 む。） に規 定する 政令 で

第四 条の 二

五 十五 条第二 項に おいて 準用 する場 合を 含む。 ）に 規定す る政 令で

定める 法律は 、次 のとお りと する。
（ 略）

公認心 理師 法（平 成二 十七年 法律第 六十 八号）

第四条 の三

法第 五十 一条第 二項 第八号 （法 第五十 四条 の二第 四項 及

（法 第五 十一条 第二 項第八 号に 規定す る政 令で定 める 法律）

（新設 ）

三十

一～ 二十九

定め る法 律は、 次の とおり とす る。
（略）

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

公認 心理 師法（ 平成 二十七 年法 律第六 十八 号）

一 ～二十 九
三十
三 十一

保護等 に関 する法 律（平 成二 十八年 法律 第百十 号）

（ 法第 五十一 条第 二項第 八号 に規定 する 政令で 定め る法律 ）
法 第五十 一条 第二項 第八 号（法 第五 十四条 の二 第四項 及

び第 五十五 条第 二項に おい て準用 する 場合を 含む 。）に 規定 する政

第四 条の三

び 第五十 五条 第二項 にお いて準 用す る場 合を含 む。 ）に規 定す る政

令 で定 める法 律は 、次の とお りとす る。

公認 心理師 法

（略 ）

令で 定める 法律 は、次 のと おりと する 。

三 十三

一～三 十二

公 認心理 師法

（新設 ）

（略）

三十三

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

一 ～三十 二

三 十四

6

保護等 に関 する法 律

7

○

正

案

現

社 会福祉 士及 び介護 福祉 士法施 行令（ 昭和 六十二 年政 令第四 百二 号）（ 抄） （附 則第七 条関 係）

改

行

（傍 線部分 は改 正部分 ）

（ 法第 三条第 三号 の政令 で定 める社 会福祉 又は 保健医 療に 関する 法

社会 福祉士 に係 る社会 福祉 士及び 介護 福祉士 法（ 以下「 法」

（法 第三条 第三 号の政 令で 定める 社会 福祉又 は保 健医療 に関 する法

第 一条

律の規 定）

社 会福祉 士に 係る社 会福 祉士及 び介 護福祉 士法 （以下 「法」

律 の規定 ）
第一条

法律第 二百 三十八 号） 、老人 福祉 法（昭 和三 十八年 法律 第百三 十三

（ 昭和二 十六 年法律 第四 十五号 ）、児 童扶 養手当 法（ 昭和 三十六 年

号） 、生活 保護 法（昭 和二 十五年 法律 第百四 十四 号）、 社会 福祉法

号）、 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

法 律第二 百三 十八号 ）、 老人福 祉法 （昭和 三十 八年法 律第 百三十 三

（昭和 二十 六年法 律第 四十五 号） 、児童 扶養 手当法 （昭 和三十 六年

号 ）、 生活保 護法 （昭和 二十 五年法 律第百 四十 四号） 、社 会福祉 法

という 。）第 三条 第三号 の政 令で定 める 社会福 祉又 は保健 医療 に関

号 ）、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） 、児 童手当 法（ 昭和四 十六 年法律 第七 十三号 ）、 介

と いう。 ）第 三条第 三号 の政令 で定め る社 会福祉 又は 保健医 療に関

第 百三 十四号 ）、 児童手 当法 （昭和 四十 六年法 律第 七十三 号） 、介

護保険 法（平 成九 年法律 第百 二十三 号）、 障害 者の 日常生 活及 び社

する 法律 の規定 は、 児童福 祉法 （昭和 二十 二年法 律第 百六十 四号 ）

護保 険法 （平成 九年 法律第 百二 十三号 ）、 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

す る法 律の規 定は 、児童 福祉 法（昭 和二 十二年 法律 第百六 十四 号）

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 ）、 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

、身体 障害者 福祉 法（昭 和二 十四年 法律第 二百 八十三 号） 、精神 保

号） 、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） 、平成 二十 二年 度等に

、身 体障 害者福 祉法 （昭和 二十 四年法 律第 二百八 十三 号）、 精神保

に 関する 法律 （平成 十八 年法律 第七 十七号 ）、 平成二 十二 年度等 に

お ける子 ども 手当の 支給 に関す る法 律（平 成二 十二年 法律 第十九 号

健及 び精神 障害 者福祉 に関 する法 律（ 昭和二 十五 年法律 第百 二十三

おける 子ど も手当 の支 給に関 する 法律（ 平成 二十 二年法 律第 十九号

）、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

健 及び精 神障 害者福 祉に 関する 法律 （昭和 二十 五年法 律第 百二十 三

） 、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

8

２

規定 に限 る。） 、公 認心理 師法 （平成 二十 七年法 律第 六十八 号）及

第 百七 号。第 十二 条の五 第十 五項及 び第 十七項 から 第十九 項ま での

十 四年法 律第 六十五 号） 、国家 戦略特 別区 域法（ 平成 二十五 年法律

法（平 成二 十三年 法律 第百七 号） 、子ど も・ 子育て 支援 法（平 成二

規 定に 限る。 ）及 び公認 心理 師法（ 平成二 十七 年法律 第六 十八号 ）

第百 七号 。第十 二条 の五第 十五 項及び 第十 七項か ら第 十九項 まで の

十四年 法律第 六十 五号） 、国 家戦略 特別 区域法 （平 成二十 五年 法律

法（ 平成 二十 三年法 律第 百七号 ）、 子ども ・子 育て支 援法 （平成 二

（略）

の規 定とす る。

２

び 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） の規 定とす る。
（略 ）

（法第 四十八 条の 四第二 号の 政令で 定め る社会 福祉 又は保 健医 療に

法 第四 十八条 の四 第二号 の政 令で定 める 社会福 祉又 は

（ 法第四 十八 条の四 第二 号の政 令で定 める 社会福 祉又 は保健 医療に

第十四 条の 二

関す る法 律の規 定）

法第四 十八 条の四 第二号 の政 令で 定める 社会 福祉又 は

関 する 法律の 規定 ）
第十 四条の 二

子 ども手 当の 支給等 に関 する特 別措 置法、 子ど も・子 育て 支援法 、

にお ける子 ども 手当の 支給 に関す る法 律、平 成二 十三年 度に おける

育 、保育 等の 総合的 な提 供の推 進に 関す る法律 、平 成二十 二年 度等

会生 活を 総合的 に支 援する ため の法律 、就 学前の 子ど もに関 する教

に 関す る法律 、児 童手当 法、 介護保 険法 、障害 者の 日常生 活及 び社

剤 師法、 児童 扶養手 当法 、老人 福祉法 、特 別児童 扶養 手当等 の支 給

、医療 機器 等の品 質、 有効性 及び 安全性 の確 保等に 関す る法律 、薬

び 精神障 害者 福祉に 関す る法律 、生活 保護 法、社 会福 祉法 、医薬 品

、保 健師助 産師 看護師 法、 医療法 、身 体障害 者福 祉法、 精神 保健及

再 生医療 等の 安全性 の確 保等に 関す る法律 、国 家戦略 特別 区域法 （

子ども 手当 の支給 等に 関する 特別 措置法 、子 ども・ 子育 て支 援法、

に おけ る子ど も手 当の支 給に 関する 法律、 平成 二十三 年度 におけ る

育、 保育等 の総 合的な 提供 の推進 に関 する法 律、 平成二 十二 年度等

会生活 を総合 的に 支援す るた めの法 律、就 学前 の子 どもに 関す る教

に関 する 法律、 児童 手当法 、介 護保険 法、 障害者 の日 常生活 及び 社

剤師法 、児童 扶養 手当法 、老 人福祉 法、 特別児 童扶 養手当 等の 支給

、 医療機 器等 の品質 、有 効性及 び安 全性の 確保 等に関 する 法律、 薬

び精神 障害 者福祉 に関 する法 律、 生活保 護法 、社会 福祉 法、医 薬品

、 保健 師助産 師看 護師法 、医 療法、 身体障 害者 福祉法 、精 神保健 及

保健 医療に 関す る法律 の規 定は、 児童 福祉法 、医 師法、 歯科 医師法

再生医 療等 の安全 性の 確保等 に関 する法 律、 国家 戦略特 別区 域法（

第十二 条の五 第十 五項及 び第 十七 項から 第十 九項ま での 規定に 限る

保 健医療 に関 する法 律の 規定は 、児 童福祉 法、 医師法 、歯 科医師 法

第 十二条 の五 第十五 項及 び第十 七項か ら第 十九項 まで の規定 に限 る

9

。）、 公認 心理師 法及 び民間 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 法律の 規定 とする 。

則

。） 及び 公認 心理師 法の 規定と する 。

附

（ 法附 則第四 条第 三項第 三号 及び第 七条第 二号 の政令 で定 める社 会

則

（法 附則第 四条 第三項 第三 号及び 第七 条第二 号の 政令で 定め る社会

福祉又 は保 健医療 に関 する法 律の 規定）

附

福 祉又は 保健 医療に 関す る法律 の規定 ）

二 十二 年度等 にお ける子 ども 手当の 支給 に関す る法 律、平 成二 十三

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

常生活 及び 社会生 活を 総合的 に支 援する ため の法律 、就 学前の 子ど

手 当等の 支給 に関す る法 律、児 童手当 法、 介護保 険法 、障 害者の 日

する 法律、 薬剤 師法、 児童 扶養手 当法 、老人 福祉 法、特 別児 童扶養

祉 法、医 薬品 、医療 機器 等の品 質、 有効性 及び 安全性 の確 保等に 関

、精 神保 健及び 精神 障害者 福祉 に関す る法 律、生 活保 護法、 社会福

、 歯科 医師法 、保 健師助 産師 看護師 法、 医療法 、身 体障害 者福 祉法

社 会福祉 又は 保健医 療に 関する 法律の 規定 は、児 童福 祉法、 医師法

年度に おける 子ど も手当 の支 給等に 関する 特別 措置 法、子 ども ・子

二十 二年 度等に おけ る子ど も手 当の支 給に 関する 法律 、平成 二十 三

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

常 生活及 び社 会生活 を総 合的に 支援 するた めの 法律、 就学 前の子 ど

手当等 の支 給に関 する 法律、 児童 手当法 、介 護保険 法、 障害者 の日

す る法 律、薬 剤師 法、児 童扶 養手当 法、老 人福 祉法、 特別 児童扶 養

祉法 、医薬 品、 医療機 器等 の品質 、有 効性及 び安 全性の 確保 等に関

、精神 保健及 び精 神障害 者福 祉に関 する法 律、 生活保 護法 、社会 福

、歯 科医 師法、 保健 師助産 師看 護師法 、医 療法、 身体 障害者 福祉 法

社会福 祉又は 保健 医療に 関す る法律 の規 定は、 児童 福祉法 、医 師法

法附 則第四 条第 三項第 三号 及び第 七条 第二号 の政 令で定 める

年度 にお ける子 ども 手当の 支給 等に関 する 特別措 置法 、子ど も・子

育て 支援法 、再 生医療 等の 安全性 の確 保等に 関す る法律 、国 家戦略

第 三条

育 て支援 法、 再生医 療等 の安全 性の 確保 等に関 する 法律、 国家 戦略

特 別区 域法（ 第十 二条の 五第 十五項 及び第 十七 項から 第十 九項ま で

法 附則第 四条 第三項 第三 号及び 第七 条第二 号の 政令で 定める

特別 区域法 （第 十二条 の五 第十五 項及 び第十 七項 から第 十九 項まで

の規定 に限 る。） 及び 公認心 理師 法の規 定と する。

第三条

の 規定に 限る 。）、 公認 心理師 法及 び民間 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 の規定 とす る。

10

○

精 神保健 福祉 士法施 行令 （平成 十年政 令第 五号） （抄 ）（附 則第 八条関 係）

案

現

行

（傍 線部分 は改 正部分 ）

（ 法第 三条第 三号 の政令 で定 める精 神障害 者の 保健又 は福 祉に関 す

正

（法 第三条 第三 号の政 令で 定める 精神 障害者 の保 健又は 福祉 に関す

る法律 の規 定）

改

る 法律の 規定 ）

） 、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

年法 律第百 四十 四号） 、社 会福祉 法（ 昭和二 十六 年法律 第四 十五号

法 律（昭 和二 十五年 法律 第百二 十三 号）、 生活 保護法 （昭 和二十 五

二十 三年 法律第 二百 三号） 、精 神保健 及び 精神障 害者 福祉に 関する

法 （昭 和二十 三年 法律第 二百 一号） 、保 健師助 産師 看護師 法（ 昭和

令 で定め る精 神障害 者の 保健又 は福祉 に関 する法 律の 規定は 、医師

百 三十四 号） 、社会 福祉 士及び 介護 福祉士 法（ 昭和六 十二 年法律 第

）、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

年 法律 第百四 十四 号）、 社会 福祉法 （昭和 二十 六年法 律第 四十五 号

法律 （昭和 二十 五年法 律第 百二十 三号 ）、生 活保 護法（ 昭和 二十五

二十三 年法律 第二 百三号 ）、 精神保 健及び 精神 障害者 福祉 に関す る

法（ 昭和 二十三 年法 律第二 百一 号）、 保健 師助産 師看 護師法 （昭 和

令で定 める精 神障 害者の 保健 又は福 祉に 関する 法律 の規定 は、 医師

精神 保健福 祉士 法（以 下「 法」と いう 。）第 三条 第三号 の政

百三十 四号 ）、社 会福 祉士及 び介 護福祉 士法 （昭和 六十 二年法 律第

三十号 ）、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

第 一条

三 十号） 、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 ）及 び公認 心理 師法（ 平成 二

精 神保健 福祉 士法（ 以下 「法」 とい う。） 第三 条第三 号の政

の 法律 （平成 十七 年法律 第百 二十三 号） 、公認 心理 師法（ 平成 二十

十七年 法律第 六十 八号） の規 定とす る。

第一条

七年 法律 第六十 八号 ）及び 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
）の 規定と する 。
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○

正

案

現

（ 登録 の拒否 等に 係る法 律）

介 護保険 法施 行令（ 平成 十年政 令第四 百十 二号） （抄 ）（附 則第 九条関 係）

改

（登 録の拒 否等 に係る 法律 ）

行

（傍 線部分 は改 正部分 ）

おい て準用 する 場合を 含む 。）、 第八 十六条 第二 項第三 号（ 法第八

を 含む。 ）、 第七十 九条 第二項 第四 号（法 第七 十九条 の二 第四項 に

二第 四項 第五号 （法 第七十 八条 の十四 第三 項にお いて 準用す る場合

る 場合 を含む 。） におい て準 用する 場合 を含む 。） 、第七 十八 条の

十 一、第 百十 五条の 二十 一及び 第百十 五条 の三十 一に おいて 準用す

五号（ 法第 七十条 の二 第四項 （法 第七十 八条 の十二 、第 百十五 条の

十六条 の二 第四項 にお いて準 用す る場合 を含 む。） 、第 九十四 条第

お いて 準用す る場 合を含 む。 ）、第 八十六 条第 二項第 三号 （法第 八

を含 む。） 、第 七十九 条第 二項第 四号 （法第 七十 九条の 二第 四項に

二第四 項第五 号（ 法第七 十八 条の十 四第三 項に おいて 準用 する場 合

る場 合を 含む。 ）に おいて 準用 する場 合を 含む。 ）、 第七十 八条 の

十一、 第百十 五条 の二十 一及 び第百 十五 条の三 十一 におい て準 用す

五 号（法 第七 十条の 二第 四項（ 法第 七十八 条の 十二、 第百 十五条 の

法第 六十 九条 の二第 一項 第三号 、第七 十条 第二項 第

十 六条の 二第 四項に おい て準用 する場 合を 含む。 ）、 第九 十四条 第

三 項第五 号（ 法第九 十四 条の二 第四 項にお いて 準用す る場 合を含 む

第三 十五条 の二

三項第 五号 （法第 九十 四条の 二第 四項に おい て準用 する 場合を 含む

。）、 第百十 五条 の二第 二項 第五号 、第 百十五 条の 十二第 二項 第五

法 第六十 九条 の二第 一項 第三号 、第 七十条 第二 項第

。 ）、第 百十 五条の 二第 二項第 五号、 第百 十五条 の十 二第二 項第 五

号及 び第 百十五 条の 二十二 第二 項第四 号の 政令で 定め る法律 は、 次

第三 十五 条の二

号 及び 第百十 五条 の二十 二第 二項第 四号 の政令 で定 める法 律は 、次

のとお りとす る。

公認 心理 師法（ 平成 二十七 年法律 第六 十八号 ）

（ 略）

のと おり とする 。

二 十八

一～ 二十七

公 認心 理師法 （平 成二十 七年 法律第 六十 八号）

（新設 ）

（略）

二十 八

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

一 ～二十 七

二 十九

保護等 に関 する法 律（平 成二 十八年 法律 第百十 号）
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（指定 の取 消し等 に係 る法律 ）

（指 定の 取消 し等に 係る 法律）

法第 七十七 条第 一項第 十号 、第 七十八 条の 十第十 二

号、 第八 十四条 第一 項第十 号、 第九十 二条 第一項 第十 号、第 百四 条

第三十 五条 の五

号 、第 八十四 条第 一項第 十号 、第九 十二 条第一 項第 十号、 第百 四条

第 一項 第九号 、第 百十五 条の 九第一 項第九 号、 第百十 五条 の十九 第

法第 七十 七条第 一項 第十号 、第 七十八 条の 十第十 二

第一 項第 九号、 第百 十五条 の九 第一項 第九 号、第 百十 五条の 十九第

十一 号、第 百十 五条の 二十 九第九 号及 び第百 十五 条の四 十五 の九第

第三 十五条 の五

十 一号、 第百 十五条 の二 十九第 九号 及び第 百十 五条の 四十 五の九 第

六 号の 政令で 定め る法律 は、 次のと おりと する 。

公認 心理師 法

（略）

六号 の政令 で定 める法 律は 、次の とお りとす る。

三 十一

一～三 十

公 認心理 師法

（新設 ）

（ 略）

三十一

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

一 ～三十

三 十二
保 護等 に関す る法 律
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○

案

（登録 の拒 否等に 係る 法律）

現

行

（ 傍線 部分は 改正 部分）

健 康保険 法等 の一部 を改 正する 法律（ 平成 十八年 法律 第八十 三号 ）附則 第百 三十 条の二 第一 項の規 定に よりな おそ の効力 を有 するも のと さ

正

れた 介護保 険法 施行令 （抄 ）（附 則第 十条関 係）

改

（ 登録の 拒否 等に係 る法 律）

第 八十六 条の 二第四 項に おいて 準用す る場 合を含 む。 ）、 第九十 四

項に おいて 準用 する場 合を 含む。 ）、 第八十 六条 第二項 第三 号（法

二 第四項 第五 号、第 七十 九条第 二項 第四号 （法 第七十 九条 の二第 四

る場 合を 含む。 ）に おいて 準用 する場 合を 含む。 ）、 第七十 八条の

十 一、 第百十 五条 の二十 一及 び第百 十五 条の三 十一 におい て準 用す

五 号（法 第七 十条の 二第 四項（ 法第七 十八 条の十 二、 第百十 五条の

条 第三項 第五 号（法 第九 十四条 の二 第四項 にお いて準 用す る場合 を

第八十 六条 の二第 四項 におい て準 用する 場合 を含む 。） 、第九 十四

項 にお いて準 用す る場合 を含 む。） 、第八 十六 条第二 項第 三号（ 法

二第 四項第 五号 、第七 十九 条第二 項第 四号（ 法第 七十九 条の 二第四

る場合 を含む 。） におい て準 用する 場合を 含む 。）、 第七 十八条 の

十一 、第 百十五 条の 二十一 及び 第百十 五条 の三十 一に おいて 準用 す

五号（ 法第七 十条 の二第 四項 （法第 七十 八条の 十二 、第百 十五 条の

法 第六 十九条 の二 第一項 第三 号、第 七十 条第二 項第

条第三 項第 五号（ 法第 九十四 条の 二第四 項に おいて 準用 する場 合を

含む。 ）、第 百七 条第三 項第 四号（ 法第 百七条 の二 第四項 にお いて

第 三十五 条の 二

含 む。） 、第 百七条 第三 項第四 号（法 第百 七条の 二第 四項に おい て

準用 する 場合を 含む 。）、 第百 十五条 の二 第二項 第五 号、第 百十 五

法第 六十九 条の 二第一 項第 三号、 第七 十条第 二項第

準 用す る場合 を含 む。） 、第 百十五 条の 二第二 項第 五号、 第百 十五

条の十 二第二 項第 五号及 び第 百十五 条の二 十二 第二 項第四 号の 政令

第三十 五条 の二

条の 十二 第二項 第五 号及び 第百 十五条 の二 十二第 二項 第四号 の政令

で定 める法 律は 、次の とお りとす る。

公 認心理 師法 （平成 二十 七年法 律第 六十八 号）

（略 ）

で 定める 法律 は、次 のと おりと する 。

二十八

一 ～二 十七

公認 心理師 法（ 平成二 十七 年法律 第六 十八号 ）

（ 新設）

（ 略）

二 十八

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

一～ 二十七

二十九

保護 等に 関する 法律 （平成 二十 八年法 律第 百十号 ）
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（ 指定の 取消 し等に 係る 法律）

（指定 の取消 し等 に係る 法律 ）

法 第七十 七条 第一項 第九 号、第 七十 八条の 十第 十二

号 、第 八十四 条第 一項第 十号 、第九 十二条 第一 項第十 号、 第百四 条

第 三十五 条の 四

号、 第八 十四条 第一 項第十 号、 第九十 二条 第一項 第十 号、第 百四条

第一 項第九 号、 第百十 四条 第一項 第十 号、第 百十 五条の 九第 一項第

法第七 十七 条第一 項第 九号、 第七 十八条 の十 第十二

第 一項第 九号 、第百 十四 条第一 項第 十号、 第百 十五条 の九 第一項 第

九 号、 第百十 五条 の十九 第十 一号及 び第百 十五 条の二 十九 第九号 の

第 三十 五条の 四

九号 、第百 十五 条の十 九第 十一号 及び 第百十 五条 の二十 九第 九号の

政令で 定め る法律 は、 次のと おり とする 。

公認 心理 師法

（ 略）

政 令で定 める 法律は 、次 のとお りとす る。

三十一

一 ～三十

公認 心理師 法

（新 設）

（略）

三 十一

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

一～三 十

三 十二
保護等 に関 する法 律
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○

正

案

行

（傍 線部分 は改 正部分 ）

（ 法第 三十六 条第 三項第 五号 の政令 で定め る法 律）

現

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 律施 行令（ 平成 十八 年政令 第十 号）（ 抄） （附則 第十 一条関 係）

改

（法 第三十 六条 第三項 第五 号の政 令で 定める 法律 ）

を除く 。） 又は指 定障 害者支 援施 設（法 第二 十九条 第一 項に規 定す

る指定 障害者 支援 施設を いう 。以下 同じ 。）に 係る 法第三 十六 条第

を 除く。 ）又 は指定 障害 者支援 施設 （法第 二十 九条第 一項 に規定 す

指 定障害 福祉 サー ビス事 業者 （療養 介護を 提供 するも の

る 指定障 害者 支援施 設を いう。 以下同 じ。 ）に係 る法 第三十 六条第

三項 第五 号（法 第三 十七条 第二 項、第 三十 八条第 三項 （法第 三十 九

第二 十二条

三 項第 五号（ 法第 三十七 条第 二項、 第三 十八条 第三 項（法 第三 十九

条第二 項及び 第四 十一条 第四 項にお いて準 用す る場合 を含 む。） 及

指 定障 害福祉 サー ビス事 業者 （療養 介護 を提供 する もの

条第 二項 及び第 四十 一条第 四項 におい て準 用する 場合 を含む 。）及

び第 四十一 条第 四項に おい て準用 する 場合を 含む 。）の 政令 で定め

（略）

び 第四十 一条 第四項 にお いて準 用す る場合 を含 む。） の政 令で定 め

一～十 五

る 法律 は、次 のと おりと する 。

（ 略）

十六

一 ～十五

公認 心理師 法（ 平成二 十七 年法律 第六 十八号 ）

（新設 ）

公 認心 理師法 （平 成二十 七年 法律第 六十 八号）

十六

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 ）
（略）

（ 略）

十七

２

る法 律は、 次の とおり とす る。

第二 十二 条

２
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○

正

案

現

行

（傍 線部分 は改 正部分 ）

法 第十 二条の 五第 四項 第三号 の政 令で定 める法 律の 規定は 、

（略 ）

児童 虐待の 防止 等に関 する 法律（ 平成 十二年 法律 第八十 二号 ）
第十八 条の 規定
（ 略）

子 ども・ 子育 て支援 法第 八十三 条から 第八 十五条 まで の規定
（新設 ）

十

七～ 九

六

一～五

次 のとお りと する。

第六 条

（ 法第 十二条 の五 第四項 第三 号の政 令で定 める 法律の 規定 ）

国 家戦略 特別 区域法 施行 令（平 成二十 六年 政令第 九十 九号） （抄 ）（附 則第 十二 条関係 ）

改

法第十 二条 の五第 四項 第三号 の政 令で定 める 法律の 規定 は、

（法 第十二 条の 五第四 項第 三号の 政令 で定め る法 律の規 定）
第六 条
次のと おり とする 。
（略 ）

児 童虐待 の防 止等に 関す る法律 （平 成十二 年法 律第八 十二 号）

一 ～五
六
第十八 条及 び第十 九条 の規定
（略 ）

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

子ども ・子 育て支 援法 第八十 三条 から第 八十 五条ま での 規定

七 ～九
十
十一

護等に 関す る法律 （平成 二十 八年法 律第 百十号 ）第 五章の 規定
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○

案

現

行

（ 傍線 部分は 改正 部分）

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 律施 行令 （平成 二十 六年政 令第 二百三 号） （抄） （附 則第十 三条 関
係）

正

（法第 三条 第五項 第四 号ロ及 び第 十七条 第二 項第一 号の 政令で 定め

改

（ 法第三 条第 五項第 四号 ロ及び 第十七 条第 二項第 一号 の政令 で定 め

る 国民の 福祉 又は学 校教 育に関 する 法律）

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

る国民 の福 祉又は 学校 教育に 関す る法律 ）

第一 条

に関 する 法律（ 以下 「法」 とい う。） 第三 条第五 項第 四号ロ 及び 第

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 （以 下「法 」と いう。 ）第 三条第 五項 第四号 ロ及 び第

十七条 第二項 第一 号の政 令で 定める 国民の 福祉 又は学 校教 育に関 す

第一 条

十七 条第 二項第 一号 の政令 で定 める国 民の 福祉又 は学 校教育 に関す

る法 律は、 次の とおり とす る。
（ 略）

国家 戦略特 別区 域法（ 平成 二十五 年法 律第百 七号 。第十 二条

（新設 ）

の 五第十 五項 及び第 十七 項から 第十 九項ま での 規定に 限る 。）

十三

一 ～十 二

る 法律は 、次 のとお りと する。
（略 ）

国 家戦 略特別 区域 法（平 成二十 五年 法律第 百七 号。 第十二 条

一～ 十二
十三

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

の五第 十五 項及び 第十七 項か ら第十 九項 までの 規定 に限る 。）
十四

護 等に 関する 法律 （平成 二十 八年法 律第 百十号 ）
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○

正

案

一～二 十
二十 一
）
（新 設）

行

（傍 線部分 は改 正部分 ）

法第 四十条 第一 項第 八号の 政令 で定め る法律 は、 次のと お

（ 略）

国家戦 略特 別区域 法（ 第十二 条の 五第七 項の 規定に 限る 。

り とする 。

第十 七条

（ 法第 四十条 第一 項第八 号の 政令で 定める 法律 ）

現

子 ども・ 子育 て支援 法施 行令（ 平成二 十六 年政令 第二 百十三 号） （抄） （附 則第 十四条 関係 ）

改

法第 四十 条第一 項第 八号の 政令 で定め る法 律は、 次の とお

（法 第四十 条第 一項第 八号 の政令 で定 める法 律）
第十 七条

（ 略）

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

国家 戦略 特別区 域法 （第十 二条 の五第 七項 の規定 に限 る。

りとす る。
一 ～二十
二 十一
）
二 十二

保護等 に関 する法 律（ 平成二 十八 年法律 第百 十号）
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○

案

公 認心理 師法 施行令 （平 成二十 九年政 令第 二百四 十三 号）（ 抄） （附則 第十 五条 関係）

正

現

行

（傍 線部分 は改 正部分 ）

（ 法第 三条第 三号 の保健 医療 、福祉 又は教 育に 関する 法律 の規定 で

改

（法 第三条 第三 号の保 健医 療、福 祉又 は教育 に関 する法 律の 規定で

公認 心理師 法（ 以下「 法」 という 。） 第三条 第三 号の保 健医

あって 政令 で定め るも の）
第 一条

あ って政 令で 定める もの ）
公 認心理 師法 （以下 「法 」とい う。 ）第三 条第 三号の 保健医

療、福 祉又は 教育 に関す る法 律の規 定で あって 政令 で定め るも のは

第一条

療 、福祉 又は 教育に 関す る法律 の規定 であ って政 令で 定める ものは

国 家戦 略特別 区域 法（平 成二 十五年 法律 第百七 号） 第十二

（略 ）

、次 のと おりと する 。

（新設 ）

条 の五 第十五 項及 び第十 七項 から第 十九 項まで の規 定

二十 二

一～二 十一

、 次の とおり とす る。
（ 略）

国家 戦略特 別区 域法（ 平成 二十五 年法 律第百 七号 ）第十 二

一～ 二十 一
二 十二

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

条の五 第十 五項及 び第 十七項 から 第十九 項ま での規 定
二 十三

保護等 に関 する法 律（平 成二 十八年 法律 第百十 号） の規定
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○

正

案

三～ 十三

（新設 ）

一 ・二

第九 十五条

（略 ）

（略 ）

現

行

（傍 線部分 は改 正部分 ）

家 庭福祉 課は 、次 に掲げ る事 務をつ かさど る。

（ 家庭 福祉課 の所 掌事務 ）

厚 生労働 省組 織令（ 平成 十二年 政令第 二百 五十二 号） （抄） （附 則第十 六条 関係 ）

改

家 庭福 祉課は 、次 に掲げ る事 務をつ かさ どる。

（家 庭福祉 課の 所掌事 務）
第九 十五 条
（ 略）

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

一・二
三

等 に関 する法 律（ 平成二 十八 年法律 第百 十号） の規定 によ る養子

（ 略）

縁組あ っせ ん事業 に関 するこ と。
四 ～十四
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