新旧 対 照条 文
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正

案

一～八

現

行

（傍 線部 分は改 正部分 ）

法 第十 三条第 一項 第四 号に規 定す る政令 で定め る資 金は、 次

（略 ）

に 掲げる 資金 とする 。

第三 条

（ 法第 十三条 第一 項第四 号に 規定す る政令 で定 める資 金）

母 子及び 父子 並びに 寡婦 福祉法 施行令 （昭 和三十 九年 政令第 二百 二十四 号） （抄 ）

改

法第十 三条 第一項 第四 号に規 定す る政令 で定 める資 金は 、次

（法 第十三 条第 一項第 四号 に規定 する 政令で 定め る資金 ）
第三 条
に掲げ る資 金とす る。
（略 ）

上であ る子 その他 これ に準ず る者 （以下 「配 偶者の ない 女子の 二

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

律第 八十九 号） 第八百 七十 七条の 規定 により 二十 歳以上 であ る子

を 扶養 してい るも の」と いう 。）が 同時 に民法 （明治 二十 九年法

童を 扶養し てい るもの （以 下単 に「配 偶者 のない 女子 で現に 児童

童若し くは 法第六 条第六 項に 規定す る配 偶者の ない 女子で 現に 児

。以 下同 じ。） への 入学又 は配 偶者の ない 女子が 扶養 して いる児

課程、 中等 教育学 校の 前期課 程及 び特別 支援 学校の 中学 部を含 む

学 部を含 む。 以下同 じ。 ）若し くは 中学校 （義 務教育 学校 の後期

る児童 の小 学校（ 義務 教育学 校の 前期課 程及 び特 別支援 学校 の小

十歳 以上で ある 子等」 とい う。） の高等 学校 （中等 教育 学校 の後

上 であ る子そ の他 これに 準ず る者（ 以下 「配偶 者の ない女 子の 二

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

律第八 十九 号）第 八百 七十七 条の 規定に より 二十歳 以上 である 子

を扶 養し ている もの 」とい う。 ）が同 時に 民法（ 明治 二十九 年法

童を 扶養し てい るもの （以 下単に 「配偶 者の ない女 子で 現に児 童

童 若しく は法 第六条 第六 項に規 定す る配偶 者の ない女 子で 現に児

。以 下同じ 。） への入 学又 は配偶 者のな い女 子が扶 養し ている 児

課 程、 中等教 育学 校の前 期課 程及び 特別 支援学 校の 中学部 を含 む

学部 を含む 。以 下同じ 。） 若しく は中 学校（ 義務 教育学 校の 後期

る児童 の小 学校（ 義務 教育学 校の 前期課 程及 び特別 支援 学校の 小

特に 経済的 に困 難な事 情に ある配 偶者 のない 女子 が扶養 して い

十歳 以上 であ る子等 」と いう。 ）の 高等学 校（ 中等教 育学 校の後

期 課程及 び特 別支援 学校 の高等 部を 含む。 以下 同じ。 ）、 大学、

九

期課程 及び 特別支 援学校 の高 等部を 含む 。以下 同じ 。）、 大学 、

高等 専門学 校若 しくは 専修 学校へ の入学 若し くは法 第十 三条第 一

特 に経済 的に 困難な 事情 にある 配偶 者のな い女 子が扶 養し てい

一 ～八
九

大学 院、 高等専 門学 校若し くは 専修学 校へ の入学 若し くは法 第十
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い う。 ）への 入所 に際し 必要 な資金

厚生 労働大 臣が 定める もの （以下 この 章にお いて 「修業 施設 」と

三条第 一項 第三号 に規定 する 知識技 能を 習得さ せる施 設で あつて

への 入所 に際し 必要 な資金

大臣が 定め るもの （以 下この 章に おいて 「修 業施設 」と いう。 ）

項第 三号 に規 定する 知識 技能を 習得 させる 施設 であつ て厚 生労働

（ 略）

十

（略 ）

十

法 第十 六条に 規定 する 母子福 祉資 金貸付 金（以 下単 に「母 子

（ 貸付 金額の 限度 ）
第七 条

（貸 付金額 の限 度）
法第十 六条 に規定 する 母子福 祉資 金貸付 金（ 以下単 に「 母子

福 祉資金 貸付 金」と いう 。）の 貸付 金額の 限度 は、次 の各 号に掲 げ

第七 条
福祉資 金貸 付金」 とい う。） の貸 付金額 の限 度は、 次の 各号に 掲げ

（略）

る資金 の種別 に応 じ、当 該各 号に定 める とおり とす る。
一・ 二

る 資金の 種別 に応じ 、当 該各号 に定め ると おりと する 。
（略 ）

後の最 初の 三月三 十一日 が終 了した こと により 児童 扶養手 当法 （

門学 校又 は専修 学校 に就学 する 児童に つい て十八 歳に 達し た日以

、それ ぞれ イから ニま でに定 める 額。た だし 、高等 学校 、高等 専

」 という 。）

昭和 三十六 年法 律第二 百三 十八号 ）に基 づく 児童扶 養手 当その 他

後 の最初 の三 月三十 一日 が終了 した ことに より 児童扶 養手 当法（

門学 校又は 専修 学校に 就学 する児 童につ いて 十八歳 に達 した日 以

、 それ ぞれイ から ハまで に定 める額 。た だし、 高等 学校、 高等 専

」と いう。 ）

法 第十三 条第 一項第 二号 に規定 する資 金（ 以下「 母子 修学資 金

昭和 三十六 年法 律第二 百三 十八 号）に 基づ く児童 扶養 手当そ の他

厚生 労働 大臣の 定め る給付 （以 下「児 童扶 養手当 等」 という 。）

三

厚 生労 働大臣 の定 める給 付（ 以下「 児童 扶養手 当等」 とい う。）

を受け るこ とがで きな くなつ た配 偶者の ない 女子が 扶養 してい る

法第 十三条 第一 項第二 号に 規定す る資 金（以 下「 母子修 学資金

一 ・二
三

を受 けるこ とが できな くな つた配 偶者 のない 女子 が扶養 して いる

当該 児童に 係る 母子修 学資 金につ いて は、当 該就 学期間 中そ の額

イから ハま でに掲 げる 母子修 学資 金の区 分に 応じ

当 該児童 に係 る母子 修学 資金に つい ては 、当該 就学期 間中 その額

に 同法 第五条 第一 項に規 定す る額（ 同法 第五条 の二 の規定 によ り

イか らニ までに 掲げ る母子 修学 資金の 区分 に応じ

に同法 第五 条第一 項に 規定す る額 （同法 第五 条の二 の規 定によ り

児童 扶養手 当の 額が改 定さ れてい るとき は、 その額 。以 下同 じ。

（ 略）

児童 扶養 手当 の額が 改定 されて いる ときは 、そ の額。 以下 同じ。

イ・ ロ

） を加算 した 額
（略）

）を加 算し た額
イ・ ロ

- 2 -

ハ

ニ

大 学院 に就学 する児 童に 係る母 子修 学資金

就学 期間 中月額

十三 万二 千円（ 博士 課程を 履修す る児 童にあ つて は、十 八万 三

第三 条第 九号に 規定 する資 金（ 以下「 母子 就学支 度資 金」と

（略 ）

（ 略）

千 円）

四 ～十
十一

第三条 第九 号に規 定す る資金 （以下 「母 子就学 支度 資金」 と

（ 略）

（ 略）

（新 設）

ハ
四～ 十
十一

イ又 はロに 掲げ る母子 就学支 度資 金の区 分に 応じ、 そ

いう 。）

（略）

イ又 はロ に掲げ る母 子就学 支度 資金の 区分 に応じ 、そ

イ

大学 、高等 専門 学校又 は専 修学校 へ入 学する 児童 （専修 学校

いう 。）

（略）

ロ

れ ぞれイ 又は ロに定 める 額

イ

大 学、大 学院 、高等 専門 学校又 は専 修学校 へ入学 する 児童（

れぞれ イ又 はロに 定める 額

ロ

にあつ ては 、専門 課程 へ入学 する 児童に 限る 。）に 係る 母子就
学支 度資 金

専修 学校 にあつ ては 、専門 課程へ 入学 する児 童に 限る。 ）に 係
る 母子就 学支 度資金

学 校へ 入学す る児 童（専 修学 校にあ つて は、専 門課 程へ入 学す

三十八 万円 （私立 の大 学、高 等専門 学校 又は専 修

専門 学校又 は専 修学校 へ入 学する 児童 （専修 学校 にあつ ては、

る児 童に 限る。 ）に あつて は、 五十九 万円 ）

三 十八万 円（ 私立の 大学 、大学 院、 高等

専門 課程 へ入学 する 児童に 限る 。）に あつ ては、 五十 九万 円）

（ 略）

十二

（略 ）

十二

母 子福祉 資金 貸付金 の据 置期間 及び 償還期 限は 、次の とお り
とす る。

第八条

（貸 付方 法及び 利率 ）

母 子福 祉資金 貸付 金の据 置期 間及び 償還 期限は 、次 のとお り

（ 貸付 方法及 び利 率）
第八 条
と する。

資金の 種別 据 置期間

償還期 限

償還 期限

（ 略）

資金 の種別 据置期 間

（略 ）

据置期 間経過 後二 十年以

母 子就 学支 度資金 の貸 付け 内（ 専修 学校に 入学 する

（略）

（ 略）

母子就 学支 （ 略）

（略 ）

（ 略）

据置 期間 経過後 二十 年以
母子 就学支 度資 金の貸 付け 内 （専修 学校 に入学 する

度資 金

母子就 学支 （ 略）
度 資金
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（略 ）
２～ ５

学をす るこ とをや めた とき

（そ の者 が死亡 し、 又は修 内）

にお ける修 学を 終了し て後 、 据置期 間経 過後五 年以

高 等専門 学校 又は専 修学 校 就学 支度資 金に ついて は

高等 学校、 大学 、大学 院、 履 修する もの に係る 母子

修 学校 に入学 した 者が当 該 等で あつて 、一 般課 程を

学院 、高等 専門 学校又 は専 子 の二 十歳以 上で ある子

により 高等 学校、 大学 、大 児童 又は 配偶者 のな い女

め たとき は、 その死 亡し 、

、又 は修学 をす ること をや 内 ）

了 して 後（そ の者 が死亡 し 、据 置期間 経過 後五年 以

専修 学校 におけ る修 学を終 就学支 度資金 につ いては

、 大学 、高等 専門 学校 又は 履修 する ものに 係る 母子

入 学した 者が 当該高 等学校 等であ つて、 一般 課程を

等専門 学校 又は専 修学 校に 子 の二十 歳以 上であ る子

に より高 等学 校、大 学、 高 児童又 は配 偶者の ない 女

（略）

又は やめて 後） 六箇月 を経

（略 ）

（略）

は、 その死 亡し 、又は やめ

（ 略）

過 するま で

（略 ）
（略）

（略）

（母子 修学資 金の 交付の 停止 及び減 額）

２～ ５

て 後） 六箇月 を経 過する ま

（ 略）
（略 ）

で

（略）
（略）

（ 母子修 学資 金の交 付の 停止及 び減額 ）

、大 学院 、高等 専門 学校又 は専 修学校 に就 学して いる 者が休 学した

その 休学を 始め た日の 属す る月の 翌月 から復 学の 日の属 する 月の前

、高等 専門学 校又 は専修 学校 に就学 してい る者 が休 学した とき は、

都 道府県 は、母 子修 学資金 の貸 付けに より 高等学 校、 大学

と きは、 その 休学を 始め た日の 属す る月 の翌月 から 復学の 日の 属す

月 まで の間に つき 、当該 母子 修学資 金の貸 付金 の交付 をや め、又 は

第 十一条

る月 の前月 まで の間に つき 、当該 母子 修学資 金の 貸付金 の交 付をや

その額 を減 額する こと ができ る。

都 道府 県は、 母子 修学資 金の 貸付け によ り高等 学校 、大学

め 、又は その 額を減 額す ること がで きる。

（償還 金の支 払猶 予）

第 十一 条

（ 償還金 の支 払猶予 ）
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か かわら ず、 母子福 祉資 金貸付 金の貸 付け を受け た者 に対し 、償還

金の 支払 を猶予 する ことが でき る。た だし 、第一 号に 掲げる 場合 に

かかわ らず、 母子 福祉資 金貸 付金の 貸付 けを受 けた 者に対 し、 償還

都 道府県 は、 次に掲 げる 場合に は、 第八条 第一 項の規 定に

金 の支 払を猶 予す ること がで きる。 ただ し、第 一号 に掲げ る場 合に

お いて 、当該 母子 福祉資 金貸 付金の 貸付け を受 けた者 と連 帯して 償

第 十九条

おい て、 当該母 子福 祉資金 貸付 金の貸 付け を受け た者 と連帯 して償

還の 債務を 負担 する借 主が ある場 合に おける その 借主が 、支 払期日

都道府 県は 、次に 掲げ る場合 には 、第八 条第 一項の 規定に

還 の債務 を負 担する 借主 がある 場合 におけ るそ の借主 が、 支払期 日

（略 ）

に 当該 償還金 を支 払うこ とが できる と認め られ るとき は、 この限 り

一

に当 該償還 金を 支払う こと ができ ると 認めら れる ときは 、こ の限り

（ 略）

でない 。

一

母 子修学 資金 又は母 子就 学支度 資金 に係る 償還 金の支 払期 日に

おい て、 当該資 金の 貸付け によ り修学 又は 入学を した 者が中 学校

二

お いて 、当該 資金 の貸付 けに より修 学又 は入学 をした 者が 中学校

、高等 学校 、大学 、高 等専門 学校 若しく は専 修学校 に就 学し、 又

母子 修学 資金又 は母 子就学 支度資 金に 係る償 還金 の支払 期日に

、高等 学校 、大学 、大 学院、 高等 専門学 校若 しく は専修 学校 に就

は母 子修業 資金 の貸付 けに より知 識技 能を習 得し ている とき 。

とき。
（略 ）

一～ 八

法第三 十一条 の六 第一項 第四 号に規 定す る政令 で定 める

（ 略）

資金は 、次に 掲げ る資金 とす る。

第 三十一 条

（法第 三十一 条の 六第一 項第 四号に 規定 する政 令で 定める 資金 ）

（略 ）

学 し、又 は母 子修業 資金 の貸付 けに より知 識技 能を習 得し ている

二

２

で ない。

第十九 条

２

法第 三十一 条の 六第一 項第 四号に 規定 する政 令で 定める

（ 法第三 十一 条の六 第一 項第四 号に規 定す る政令 で定 める資 金）
第 三十 一条

資金 は、 次に掲 げる 資金と する 。
（略 ）

る児 童の小 学校 若しく は中 学校へ の入学 又は 配偶者 のな い男 子が

特 に経済 的に 困難な 事情 にある 配偶者 のな い男子 が扶 養して い

る児 童の 小学 校若し くは 中学校 への 入学又 は配 偶者の ない 男子が

扶 養して いる 児童若 しく は法第 六条 第六項 に規 定する 配偶 者のな

九

扶養し てい る児童 若しく は法 第六条 第六 項に規 定す る配偶 者の な

い男 子で現 に児 童を扶 養し ている もの（ 以下 単に「 配偶 者のな い

特に経 済的 に困難 な事 情にあ る配 偶者の ない 男子が 扶養 してい

一 ～八
九

い男 子で 現に児 童を 扶養し てい るもの （以 下単に 「配 偶者の ない
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し必 要な資 金

もの（ 以下 この章 におい て「 修業施 設」 という 。） への入 所に 際

定す る知 識技能 を習 得させ る施 設であ つて 厚生労 働大 臣が定 める

は専修 学校 への入 学若し くは 法第三 十一 条の六 第一 項第三 号に 規

等 」とい う。 ）の高 等学 校、大 学、 大学院 、高 等専門 学校 若しく

これに 準ず る者（ 以下 「配偶 者の ない男 子の 二十歳 以上 である 子

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

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

男子で 現に 児童を 扶養し てい るもの 」と いう。 ）が同 時に 民法第

資金

下 この章 にお いて「 修業 施設」 とい う。） への 入所に 際し 必要な

識技 能を習 得さ せる施 設で あつて 厚生労 働大 臣が定 める もの（ 以

校 への 入学若 しく は法第 三十 一条の 六第 一項第 三号 に規定 する 知

等」 という 。） の高等 学校 、大学 、高 等専門 学校 若しく は専 修学

こ れに 準ずる 者（ 以下 「配偶 者の ない男 子の 二十歳 以上 である 子

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

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

男子 で現 に児 童を扶 養し ている もの 」とい う。 ）が同 時に 民法第

（略 ）

十

（ 略）

十

（貸 付金額 の限 度）

法第三 十一 条の六 第六 項に規 定す る父子 福祉 資金貸

（ 貸付金 額の 限度）

第 三十 一条の 五

付金（ 以下 単に「 父子 福祉資 金貸 付金」 とい う。） の貸 付金額 の限

法第 三十 一条の 六第六 項に 規定す る父 子福祉 資金 貸

付 金（以 下単 に「父 子福 祉資金 貸付金 」と いう。 ）の 貸付 金額の 限

度 は、次 の各 号に掲 げる 資金の 種別 に応じ 、当 該各号 に定 めると お

第三 十一条 の五

度は、 次の 各号に 掲げ る資金 の種 別に応 じ、 当該各 号に 定める とお

（略）

りとす る。
一・ 二

り とする 。
（略 ）

学資 金」と いう 。）

法 第三十 一条 の六第 一項 第二号 に規定 する 資金 （以下 「父 子修

学 資金」 とい う。）

に 応じ 、それ ぞれ イから ハま でに定 める 額。た だし 、高等 学校 、

三

に応じ 、そ れぞれ イか らニま でに 定める 額。 ただし 、高 等学校 、

高等 専門学 校又 は専修 学校 に就学 する児 童に ついて 十八 歳に 達し

法第 三十一 条の 六第一 項第 二号に 規定 する資 金（ 以下「 父子修

一 ・二
三

高等 専門 学校 又は専 修学 校に就 学す る児童 につ いて十 八歳 に達し

た 日以後 の最 初の三 月三 十一日 が終 了した こと により 児童 扶養手

イか らハま でに 掲げる 父子 修学資 金の 区分

た日以 後の 最初の 三月三 十一 日が終 了し たこと によ り児童 扶養 手

当等 を受け るこ とがで きな くなつ た配偶 者の ない男 子が 扶養し て

イ からニ まで に掲 げる父 子修学 資金 の区分

当等 を受 けるこ とが できな くな つた配 偶者 のない 男子 が扶養 して
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いる当 該児 童に係 る父子 修学 資金に つい ては、 当該就 学期 間中そ

いる 当該 児童 に係る 父子 修学資 金に ついて は、 当該就 学期 間中そ

第三十 一条 第九号 に規 定する 資金 （以下 「父 子就学 支度 資金

（略 ）

（略）

（略）

の額に 児童 扶養手 当法 第五条 第一 項に規 定す る額を 加算 した額

十一

四 ～十

ハ

（ 新設 ）

イ・ ロ

の額 に児童 扶養 手当法 第五 条第一 項に 規定す る額 を加算 した 額
（略 ）
就 学期 間中月 額

第 三十 一条第 九号 に規定 する資 金（ 以下「 父子 就学支 度資金

（ 略）

（略 ）

千円 ）

十 三万二 千円 （博士 課程 を履修 する 児童に あつ ては、 十八 万三

大 学院 に就学 する 児童に 係る 父子修 学資 金

イ ・ロ
ハ

ニ
四～十
十一

イ又 はロに 掲げ る父子 就学 支度資 金の 区分に 応じ

」と いう 。）

（略）

イ 又はロ に掲 げる父 子就 学支度 資金の 区分 に応じ

イ

大 学、高 等専 門学校 又は 専修学 校へ 入学す る児 童（専 修学 校

」 とい う。）

（略 ）

ロ

、それ ぞれ イ又は ロに 定める 額

イ

大 学、 大学院 、高 等専門 学校 又は専 修学 校へ入 学す る児童 （

、それ ぞれ イ又は ロに 定める 額

ロ

にあ つて は、専 門課 程へ入 学す る児童 に限 る。） に係 る父子 就
学 支度 資金

専修 学校 にあつ ては 、専門 課程 へ入学 する 児童に 限る 。） に係
る父子 就学 支度資 金

学校 へ入学 する 児童（ 専修 学校に あつ ては、 専門 課程へ 入学 す

三十八 万円 （私立 の大 学、高 等専 門学校 又は 専修

専門 学校 又は専 修学 校へ入 学す る児童 （専 修学校 にあ つては 、

る 児童 に限る 。）に あつ ては、 五十 九万円 ）

三十八 万円 （私立 の大 学、大 学院 、高等

専 門課 程へ入 学す る児童 に限 る。） にあ つては 、五 十九万 円）

（略）

十二

（ 略）

十二

償還 期限

父 子福祉 資金 貸付金 の据 置期間 及び償 還期 限は、 次

資金 の種別 据 置期 間

の とおり とす る。

第三 十一 条の六

（ 貸付 方法及 び利 率）

償 還期限

父 子福 祉資金 貸付 金の据 置期 間及び 償還 期限は 、次

（貸 付方法 及び 利率）
第三 十一 条の 六

のとお りと する。
資 金の種 別 据置 期間
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（ 略）

据置 期間 経過後 二十 年以

（略）

（ 略）

（略 ）
父子就 学支 （ 略）

（ 略）

（略）
据 置期間 経過 後二十 年以

にお ける修 学を 終了し て後 、 据置 期間経 過後 五年以

高等専 門学 校又は 専修 学校 就 学支度 資金 につい ては

高等 学校 、大学 、大 学院、 履修す るも のに係 る父 子

修学 校に入 学し た者が 当該 等 であつ て、 一般課 程を

学 院、高 等専 門学校 又は 専 子の 二十歳 以上 である 子

によ り高等 学校 、大学 、大 児 童又は 配偶 者のな い男

、 又は修 学を するこ とをや 内）

了し て後（ その 者が死 亡し 、 据置期 間経 過後五 年以

専 修学校 にお ける修 学を 終 就学支 度資 金につ いて は

、大 学、高 等専 門学校 又は 履 修す るもの に係 る父子

入 学し た者が 当該 高等学 校 等で あつて 、一 般課程 を

等専 門学 校又は 専修 学校に 子の二 十歳以 上で ある子

に より 高等学 校、 大学 、高 児童 又は 配偶者 のな い男

父子 就学 支度資 金の 貸付け 内 （専 修学校 に入 学する

（ その 者が死 亡し 、又は 修 内）

めたと きは 、その 死亡 し、

度 資金

学を するこ とを やめた とき

（略 ）

又は やめ て後 ）六箇 月を経

（ 略）

（略 ）
（略 ）

（ 略）

は 、その 死亡 し、又 はや め

（ 略）
（略 ）

過 する まで

（略）

（ 略）

で

（略 ）
（略 ）

八

法第 三十二 条第 一項第 四号 に規定 する 政令で 定め る資金

（略 ）

法 第三十 二条 第一項 に規 定す る寡婦 の被 扶養者 （以 下単に 「寡

一 ～七

は、次 に掲 げる資 金と する。

第 三十 二条

（法 第三十 二条 第一項 第四 号に規 定す る政令 で定 める資 金）

２ ～５

て後 ）六箇 月を 経過す るま

父子 就学 支度資 金の 貸付け 内（専 修学 校に入 学す る

父 子就学 支 （略 ）
度 資金

（ 略）
２ ～５

法 第三十 二条 第一項 第四号 に規 定する 政令 で定め る資 金

（ 法第三 十二 条第一 項第 四号に 規定 する 政令で 定め る資金 ）
第三 十二条

は 、次に 掲げ る資金 とす る。
（ 略）

法第 三十 二条第 一項 に規定 する寡 婦の 被扶養 者（ 以下単 に「 寡

一～七
八
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修業施 設」 という 。） への入 所に 際し必 要な 資金

能 を習 得させ る施 設であ つて 厚生労 働大 臣が定 めるも の（ 以下「

学校 若しく は専 修学校 への 入学又 は同 項第三 号に 規定す る知 識技

婦の被 扶養 者」と いう。 ）の 高等学 校、 大学、 大学院 、高 等専門

以 下「 修業施 設」 とい う。） への 入所に 際し 必要な 資金

知識 技能 を習得 させ る施設 であ つて厚 生労 働大臣 が定 めるも の（

くは専 修学 校への 入学 又は法 第三 十二条 第一 項第三 号に 規定す る

婦の 被扶 養者 」とい う。 ）の高 等学 校、大 学、 高等専 門学 校若し

（略）

九

（略 ）

九

（貸付 金額 の限度 ）

法第三 十二 条第六 項に 規定す る寡 婦福祉 資金 貸付金 （以

（ 貸付金 額の 限度）

第 三十六 条

下単に 「寡婦 福祉 資金貸 付金 」とい う。 ）の貸 付金 額の限 度は 、次

法第 三十 二条第 六項 に規定 する 寡婦福 祉資 金貸付 金（以

下 単に「 寡婦 福祉資 金貸 付金」 という 。） の貸付 金額 の限度 は、次

の各 号に 掲げる 資金 の種別 に応 じ、当 該各 号に定 める とおり とす る

第三十 六条

の 各号 に掲げ る資 金の種 別に 応じ、 当該 各号に 定め るとお りと する

法 第三十 二条 第一項 第二 号に規 定する 資金 （以下 「寡 婦修学 資

（ 略）

。

三

一・ 二

。
（略 ）

法第三 十二 条第一 項第 二号に 規定 する資 金（ 以下「 寡婦 修学資

一 ・二
三

イか らハ までに 掲げる 寡婦 修学資 金の 区分に 応

金」 という 。）

イ からニ まで に掲げ る寡 婦修学 資金 の区 分に応

金」 とい う。）

じ 、それ ぞれ イから ハま でに定 める 額
（ 略）

（ 略）
（ 略）

イ又は ロに 掲げる 寡婦就 学支 度資金 の区 分に応 じ

第 三十 二条第 八号 に規定 する 資金（ 以下 「寡婦 就学 支度資 金
」と いう。 ）

十一

四～十

ハ

（新 設）

イ・ ロ

じ、そ れぞ れイか らニま でに 定める 額
（ 略）
就学

イ又 はロに 掲げ る寡婦 就学 支度資 金の 区分に 応じ

第三 十二条 第八 号に規 定す る資金 （以 下「 寡婦就 学支 度資金

（略 ）

（ 略）

に あつて は、 十八万 三千 円）

期間 中月 額十三 万二 千円（ 博士課 程を 履修す る寡 婦の被 扶養 者

大 学院に 就学 する寡 婦の 被扶養 者に 係る寡 婦修学 資金

イ・ ロ
ハ

ニ
四 ～十
十一

」と いう 。）
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（略）
ロ

イ

大学 、高等 専門 学校又 は専 修学校 へ入 学する 寡婦 の被扶 養者

（ 略）

、そ れぞ れイ 又はロ に定 める額

イ
大 学、大 学院 、高等 専門 学校又 は専 修学校 へ入学 する 寡婦の

、それ ぞれ イ又は ロに定 める 額

ロ

限る 。） に係る 寡婦 就学支 度資 金

（ 専修 学校に あつ ては 、専門 課程 へ入学 する 寡婦の 被扶 養者に

扶 養者に 限る 。）に 係る 寡婦就 学支 度資金

高 等専 門学校 又は 専修学 校へ 入学す る寡 婦の被 扶養 者（専 修学

被扶 養者 （専修 学校 にあつ ては、 専門 課程へ 入学 する寡 婦の被

の大 学、大 学院 、高等 専門 学校又 は専 修学校 へ入 学する 寡婦の

校に あつて は、 専門課 程へ 入学 する寡 婦の 被扶養 者に 限る。 ）

三 十八 万円（ 私立 の大学 、

被扶 養者 （専修 学校 にあつ ては 、専門 課程 へ入学 する 寡婦の 被

に あつ ては、 五十九 万円 ）

三 十八万 円（ 私立

扶養者 に限 る。） にあ つては 、五 十九万 円）

（略）

十二

（ 略）

十二

寡婦福 祉資金 貸付 金の据 置期 間及び 償還期 限は 、次の と
お りと する。

第三 十七 条

（貸付 方法及 び利 率）

寡婦福 祉資 金貸付 金の 据置期 間及 び償還 期限 は、次 のと

（貸 付方 法及び 利率 ）
第 三十七 条
おり とする 。

資金 の種 別 据置期 間

償 還期限

償 還期限

資 金の種 別 据置 期間

（略）

（ 略）

（ 略）

（略 ）

（ 略）

（略）

寡婦 就学支 寡 婦就 学支度 資金 の貸付 け 据置 期間 経過後 二十 年以

高等 学校、 大学 、大学 院、 の に係る 寡婦 就学支 度資

修 学校に 入学 した者 が当 該 、一 般課程 を履 修する も

学院 、高等 専門 学校又 は専 寡 婦の被 扶養 者であ つて

専修 学校 におけ る修 学を終 金 につ いては 、据 置期間

、 大学 、高等 専門 学校又 は のに 係る 寡婦就 学支 度資

入 学した 者が 当該高 等学校 、一般 課程を 履修 するも

等専門 学校 又は専 修学 校に 寡婦 の被 扶養 者であ つて

によ り高 等学校 、大 学、高 内（専 修学校 に入 学する

高等 専門 学校 又は専 修学 校 金につ いて は、据 置期 間

了 して後 （そ の者が 死亡 し 経過 後五年 以内 ）

に より高 等学 校、大 学、 大 内（専 修学 校に入 学す る

におけ る修 学を終 了し て後 経 過後五 年以 内）

、又 は修学 をす ること をや

度 資金

寡 婦就学 支 寡婦 就学支 度資 金の貸 付け 据 置期間 経過 後二十 年以
度 資金

（そ の者 が死亡 し、 又は修
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（略 ）
２～ ５

学をす るこ とをや めた とき

又はや めて 後）六 箇月 を経

め たとき は、 その死 亡し 、

（略）

は、 その死 亡し 、又は やめ

（略 ）

（略）
（ 略）

（ 略）

過 するま で

（略 ）
（略）
２～ ５

て 後） 六箇月 を経 過する ま

（ 略）
（略 ）

で

（ 略）
（略）
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