社援発０６０８第５号
平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ８ 日

都道府県知事
各 指定都市市長 殿
中核市市長

厚生労働省社会・援護局長
（ 公 印 省 略 ）

「生活保護法施行細則準則について」の一部改正について（通知）

今般、「生活保護法施行細則準則について」（平成 12 年３月 31 日社援第 871 号厚
生省社会・援護局長通知）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、平成 30 年１月
１日から適用することとしたので、御了知の上、保護の実施に遺漏のないよう配意さ
れたい。

別紙
○「生活保護法施行細則準則について」（平成 12 年３月 31 日社援第 871 号
改正後
別紙

厚生省社会・援護局長通知）
現行
別紙

「生活保護法施行細則」準則
生活保護法施行細則を下記のように定める。

「生活保護法施行細則」準則
生活保護法施行細則を下記のように定める。

記
平成１２年３月
〇

記

日

都道府県（市町村）規則第

平成１２年３月
都道府県知事（市町村長）
号

氏

日

名
〇

都道府県（市町村）規則第

生活保護法施行細則

都道府県知事（市町村長）
号

氏

名

生活保護法施行細則

（目的）

（目的）

第１条 （略）
（委任）
第２条 法第 19 条第４項の規定により、法第 24 条から第 28 条まで、第 30 条から第 37
条の２まで、第 48 条第４項、第 55 条の７第１項及び第２項、第 62 条、第 63 条、第

第１条 （略）
（委任）
第２条 法第 19 条第４項の規定により、法第 24 条から第 28 条まで、第 30 条から第 37
条の２まで、第 48 条第４項、第 55 条の６第１項及び第２項、第 62 条、第 63 条、第

76 条第１項、第 77 条第２項、第 78 条の２第１項、第 80 条及び第 81 条に規定する都
道府県知事の保護の決定及び実施に関する権限について、法第 55 条の４第２項の規
定により、法第 55 条の４第１項、第 55 条の６及び第 78 条の２第２項に規定する就

76 条第１項、第 77 条第２項、第 78 条の２第１項、第 80 条及び第 81 条に規定する
都道府県知事の保護の決定及び実施に関する権限について、法第 55 条の４第２項の
規定により、法第 55 条の４第１項、第 55 条の５及び第 78 条の２第２項に規定する

労自立給付金の支給に関する権限について、法第 55 条の５第２項の規定により、法
第 55 条の５第１項及び第 55 条の６に規定する進学準備給付金の支給に関する権限に
ついて、次の区分に掲げる地域につき、それぞれ当該各号の右欄に定める福祉事務所
長、支庁長及び地方事務所長にこれを委任する。

就労自立給付金の支給に関する権限について、次の区分に掲げる地域につき、それぞ
れ当該各号の右欄に定める福祉事務所長、支庁長及び地方事務所長にこれを委任す
る。

一
二
三

一
二
三

〇〇福祉事務所管内××郡
〇〇支庁管内××郡、××郡
〇〇地方事務所管内××郡

〇〇福祉事務所長
〇〇支庁長

〇〇福祉事務所管内××郡
〇〇支庁管内××郡、××郡
〇〇地方事務所管内××郡

〇〇福祉事務所長
〇〇支庁長

但し、××郡××村字××の地域を除く。
〇〇地方事務所長
四 〇〇福祉事務所管内××郡、××郡及び
〇〇福祉事務所管内××郡××村字××の地域
〇〇福祉事務所長
２ 前項の規定により委任を受けた福祉事務所長、支庁長及び地方事務所長は、この規

但し、××郡××村字××の地域を除く。
〇〇地方事務所長
四 〇〇福祉事務所管内××郡、××郡及び
〇〇福祉事務所管内××郡××村字××の地域
〇〇福祉事務所長
２ 前項の規定により委任を受けた福祉事務所長、支庁長及び地方事務所長は、この規

則においては、以下「福祉事務所長等」という。
（備考） 市が本条の規定を設ける場合は、次のように改めて規定するものとする。
この場合において、この規則（第 20 条の規定を除く。）中、「福祉事

則においては、以下「福祉事務所長等」という。
（備考） 市が本条の規定を設ける場合は、次のように改めて規定するものとする。
この場合において、この規則（第 20 条の規定を除く。）中、「福祉事

務所長等」を「福祉事務所長」と読み替えるものとする。

務所長等」を「福祉事務所長」と読み替えるものとする。

1

（委任）
第２条 法第 19 条第４項の規定により、法第 24 条から第 28 条まで、第 30 条から

（委任）
第２条 法第 19 条第４項の規定により、法第 24 条から第 28 条まで、第 30 条から

第 37 条の２まで、第 48 条第４項、第 55 条の７第１項及び第２項、第 62 条、第
63 条、第 76 条第１項、第 77 条第２項、第 78 条の２第１項、第 80 条及び第 81
条に規定する市町村の保護の決定及び実施に関する権限について、法第 55 条の

第 37 条の２まで、第 48 条第４項、第 55 条の６第１項及び第２項、第 62 条、第
63 条、第 76 条第１項、第 77 条第２項、第 78 条の２第１項、第 80 条及び第 81
条に規定する市町村の保護の決定及び実施に関する権限について、法第 55 条の

４第２項の規定により、法第 55 条の４第１項、第 55 条の６及び第 78 条の２第
２項に規定する就労自立給付金に関する権限について、法第 55 条の５第２項の
規定により、法第 55 条の５第１項及び第 55 条の６に規定する進学準備給付金の
支給に関する権限について、次の区分に掲げる地域につき、それぞれ当該各号の

４第２項の規定により、法第 55 条の４第１項、第 55 条の５及び第 78 条の２第
２項に規定する就労自立給付金に関する権限について、次の区分に掲げる地域に
つき、それぞれ当該各号の右欄に定める福祉事務所長にこれを委任する。

右欄に定める福祉事務所長にこれを委任する。
一 〇〇区
二 〇〇区

〇〇福祉事務所長
〇〇福祉事務所長

第３条～第 23 条 （略）
（進学準備給付金申請書）
第 24 条 施行規則第 18 条の９第１項の規定による進学準備給付金の支給の申請の様式
の標準は、様式第 30 号とする。
（備考） 本条は、施行規則において申請様式の標準を示す場合の例文である。
（進学準備給付金決定調書）
第 25 条 法第 55 条の５第１項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書
は、様式第 31 号によるものとする。
（進学準備給付金決定通知書）
第 26 条 法第 55 条の５第１項の規定により進学準備給付金を支給するときは、様式第
32 号により通知するものとする。

一
二

〇〇区
〇〇区

第３条～第 23 条
（新設）

〇〇福祉事務所長
〇〇福祉事務所長
（略）

（新設）

（新設）

（徴収金等支払申出書）
（徴収金等支払申出書）
第 27 条 第 78 条の２第１項又は第２項の規定により保護費又は就労自立給付金から法 第 24 条 第 78 条の２第１項又は第２項の規定により保護費又は就労自立給付金から法
第 78 条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式の標準は、様式第 33 号とする。
第 78 条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式の標準は、様式第 30 号とする。
様式第１号～様式第 29 号

（略）

様式第１号～様式第 29 号

2

（略）

様式第 30 号

（新設）

3

様式第 31 号

（新設）

4

様式第 32 号

（新設）

5

様式第 33 号

様式第 30 号

6

