揪

十四号まで﹂に改め︑同表第四地区の項中﹁別
表第十四号及び第十五号﹂を﹁別表第十五号及
び第十六号﹂に改め︑同表第七地区の項中﹁第
三十四号﹂を﹁第三十五号﹂に改める︒
総務大臣 野田 聖子
経済産業大臣臨時代理
国務大臣 茂木 敏充
内閣総理大臣 安倍 晋三

御 名

御 璽

平成三十年八月三十一日
内閣総理大臣

政令第二百四十九号
子ども・子育て支援法施行令の一部を改正
する政令
内閣は︑子ども・子育て支援法︵平成二十四年
法律第六十五号︶第二十七条第三項第二号︑第二
十八条第二項第二号及び第三号︑第二十九条第三
項第二号並びに第三十条第二項第二号から第四号
までの規定に基づき︑この政令を制定する︒
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︶の一部を次のように改正する︒
第四条第一項第四号中﹁免除された者﹂の下に
﹁並びに同項第十一号イ中﹁夫と死別し︑若しく
は夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生
死の明らかでない者で政令で定めるもの﹂とある
のを
﹁婚姻によらないで母となつた女子であつて︑
現に婚姻︵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︒
︶
をしていないも
の﹂と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一
項︵第二号に係る部分に限る︒以下この号におい
て同じ︒
︶
の規定により当該所得割が課されないこ
ととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二
号中﹁妻と死別し︑若しくは妻と離婚した後婚姻
をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で
政令で定めるもの﹂とあるのを﹁婚姻によらない
で父となつた男子であつて︑現に婚姻︵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︒
︶
をしていないもの﹂と読み替えた場
合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該
所得割が課されないこととなる者﹂を加え︑同条
第二項第七号中﹁免除された者﹂の下に﹁並びに

安倍 晋三

子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する
政令をここに公布する︒

第 揭揩揩揯 号

報
官
金曜日
平成 揩揦 年 揮 月 揩揧 日

同法第二百九十二条第一項第十一号イ中﹁夫と死
別し︑若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない
者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定める
もの﹂とあるのを﹁婚姻によらないで母となつた
女子であつて︑現に婚姻︵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︒︶
をしていないもの﹂と読み替えた場合に同法第二
百九十五条第一項︵第二号に係る部分に限る︒以
下この号において同じ︒
︶の規定により当該市町村
民税が課されないこととなる者及び同法第二百九
十二条第一項第十二号中﹁妻と死別し︑若しくは
妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死
の明らかでない者で政令で定めるもの﹂とあるの
を﹁婚姻によらないで父となつた男子であつて︑
現に婚姻︵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︒︶をしていないも
の﹂と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一
項の規定により当該市町村民税が課されないこと
となる者﹂を加える︒
第六条第一項第四号及び第七条第一項第四号中
﹁免除された者﹂の下に﹁並びに同項第十一号イ
中﹁夫と死別し︑若しくは夫と離婚した後婚姻を
していない者又は夫の生死の明らかでない者で政
令で定めるもの﹂とあるのを﹁婚姻によらないで
母となつた女子であつて︑現に婚姻︵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︒
︶
をしていないもの﹂と読み替えた場合
に同法第二百九十五条第一項︵第二号に係る部分
に限る︒以下この号において同じ︒︶の規定により
当該所得割が課されないこととなる者及び同法第
二百九十二条第一項第十二号中﹁妻と死別し︑若
しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻
の生死の明らかでない者で政令で定めるもの﹂と
あるのを﹁婚姻によらないで父となつた男子であ
つて︑現に婚姻︵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︒︶をしてい
ないもの﹂と読み替えた場合に同法第二百九十五
条第一項の規定により当該所得割が課されないこ
ととなる者﹂を加える︒
第九条第一項第七号中﹁免除された者﹂の下に
﹁並びに同法第二百九十二条第一項第十一号イ中
﹁夫と死別し︑若しくは夫と離婚した後婚姻をし
ていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令
で定めるもの﹂とあるのを﹁婚姻によらないで母
となつた女子であつて︑現に婚姻︵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︒︶をしていないもの﹂と読み替えた場合に
同法第二百九十五条第一項︵第二号に係る部分に
限る︒以下この号において同じ︒
︶の規定により当
該市町村民税が課されないこととなる者及び同法
第二百九十二条第一項第十二号中﹁妻と死別し︑
若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は
妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの﹂
とあるのを﹁婚姻によらないで父となつた男子で
あつて︑現に婚姻︵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︒
︶をして
いないもの﹂と読み替えた場合に同法第二百九十
五条第一項の規定により当該市町村民税が課され
ないこととなる者﹂を加える︒
第十一条第一項第四号中﹁免除された者﹂の下
に﹁並びに同項第十一号イ中﹁夫と死別し︑若し
くは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の
生死の明らかでない者で政令で定めるもの﹂とあ
るのを﹁婚姻によらないで母となつた女子であつ
て︑現に婚姻︵届出をしていないが︑事実上婚姻
をしていな
関係と同様の事情にある場合を含む︒︶
いもの﹂と読み替えた場合に同法第二百九十五条
第一項︵第二号に係る部分に限る︒以下この号に
おいて同じ︒︶の規定により当該所得割が課されな
いこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第
十二号中﹁妻と死別し︑若しくは妻と離婚した後
婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない
者で政令で定めるもの﹂とあるのを﹁婚姻によら
ないで父となつた男子であつて︑現に婚姻︵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︒︶をしていないもの﹂と読み替え
た場合に同法第二百九十五条第一項の規定により
当該所得割が課されないこととなる者﹂を加える︒
第十二条第一項第七号中﹁免除された者﹂の下
に﹁並びに同法第二百九十二条第一項第十一号イ
中﹁夫と死別し︑若しくは夫と離婚した後婚姻を
していない者又は夫の生死の明らかでない者で政
令で定めるもの﹂とあるのを﹁婚姻によらないで
母となつた女子であつて︑現に婚姻︵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︒︶をしていないもの﹂と読み替えた場合
に同法第二百九十五条第一項︵第二号に係る部分
に限る︒以下この号において同じ︒︶
の規定により
当該市町村民税が課されないこととなる者及び同
法第二百九十二条第一項第十二号中﹁妻と死別し︑
若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は
妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの﹂

とあるのを﹁婚姻によらないで父となつた男子で
あつて︑現に婚姻︵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︒︶
をして
いないもの﹂と読み替えた場合に同法第二百九十
五条第一項の規定により当該市町村民税が課され
ないこととなる者﹂を加える︒
第十三条第一項第四号中﹁免除された者﹂の下
に﹁並びに同項第十一号イ中﹁夫と死別し︑若し
くは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の
生死の明らかでない者で政令で定めるもの﹂とあ
るのを﹁婚姻によらないで母となつた女子であつ
て︑現に婚姻︵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︒
︶をしていな
いもの﹂と読み替えた場合に同法第二百九十五条
第一項︵第二号に係る部分に限る︒以下この号に
おいて同じ︒︶
の規定により当該所得割が課されな
いこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第
十二号中﹁妻と死別し︑若しくは妻と離婚した後
婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない
者で政令で定めるもの﹂とあるのを﹁婚姻によら
ないで父となつた男子であつて︑現に婚姻︵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︒︶をしていないもの﹂と読み替え
た場合に同法第二百九十五条第一項の規定により
当該所得割が課されないこととなる者﹂を加え︑
同条第二項第七号中﹁免除された者﹂の下に﹁並
びに同法第二百九十二条第一項第十一号イ中﹁夫
と死別し︑若しくは夫と離婚した後婚姻をしてい
ない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定
めるもの﹂とあるのを﹁婚姻によらないで母とな
つた女子であつて︑現に婚姻︵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︒
︶をしていないもの﹂と読み替えた場合に同法
第二百九十五条第一項
︵第二号に係る部分に限る︒
以下この号において同じ︒︶の規定により当該市町
村民税が課されないこととなる者及び同法第二百
九十二条第一項第十二号中﹁妻と死別し︑若しく
は妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生
死の明らかでない者で政令で定めるもの﹂とある
のを
﹁婚姻によらないで父となつた男子であつて︑
現に婚姻︵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︒
︶をしていないも
の﹂と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一
項の規定により当該市町村民税が課されないこと
となる者﹂を加える︒

附 則
︵施行期日︶
１ この政令は︑平成三十年九月一日から施行す
る︒
︵経過措置︶
２ この政令による改正後の子ども・子育て支援
法施行令の規定は︑この政令の施行の日以後に
行われる子ども・子育て支援法第二十七条第一
項に規定する特定教育・保育︑同法第二十八条
第一項第二号に規定する特別利用保育︑同項第
三号に規定する特別利用教育︑同法第二十九条
第一項に規定する特定地域型保育︑同法第三十
条第一項第二号に規定する特別利用地域型保
育︑同項第三号に規定する特定利用地域型保育
及び同項第四号に規定する特例保育︵以下この
項において﹁特定教育・保育等﹂という︒︶につ
いて適用し︑同日前に行われた特定教育・保育
等については︑なお従前の例による︒
内閣総理大臣 安倍 晋三

第 揭揩揩揯 号
御 名

御 璽

平成三十年八月三十一日
内閣総理大臣
政令第二百五十号
自衛隊法施行令の一部を改正する政令
内閣は︑自衛隊法︵昭和二十九年法律第百六十
五号︶第九十九条第一項の規定に基づき︑この政
令を制定する︒
自衛隊法施行令︵昭和二十九年政令第百七十九
号︶の一部を次のように改正する︒
第百二十条の十五第一項第一号中﹁別表第十一
の上欄に掲げる卒業生の卒業日の属する月の区分
に応じて同表下欄に掲げる﹂を﹁次のイからハま
でに掲げる者の区分に応じ︑それぞれイからハま
でに定める﹂に改め︑同号に次のように加える︒
イ 防衛省設置法第十六条第一項第一号の教
育訓練を修了した者 別表第十一イの表の
上欄に掲げる卒業生の卒業日の属する月の
区分に応じて同表下欄に掲げる金額

安倍 晋三

自衛隊法施行令の一部を改正する政令をここに
公布する︒

報
官
金曜日
平成 揩揦 年 揮 月 揩揧 日
揫

金

額

政令第二百五十一号
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関す
る政令
内閣は︑働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律︵平成三十年法律第七十一号︶
附則第三十条の規定に基づき︑この政令を制定する︒
︵高年齢者等雇用安定法第三十八条第五項等の規定による労働者派遣事業に関する経過措置︶
第一条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律︵昭和四十六年法律第六十八号︒以下この項におい
て﹁高年齢者等雇用安定法﹂という︒
︶
第三十八条第五項︵高年齢者等雇用安定法第四十五条におい
て準用する場合を含む︒
︶
の規定による労働者派遣事業︵労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律︵昭和六十年法律第八十八号︒以下﹁労働者派遣法﹂という︒︶
第二
条第三号に規定する労働者派遣事業をいう︒
︶に関しては︑シルバー人材センター︵高年齢者等雇用
安定法第三十七条第二項に規定するシルバー人材センターをいう︒第三項において同じ︒︶
又はシル
バー人材センター連合︵高年齢者等雇用安定法第三十七条第一項に規定するシルバー人材センター
連合をいう︒第三項において同じ︒︶を派遣元事業主︵労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元
事業主をいう︒以下同じ︒︶とみなして︑働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
︵以下﹁整備法﹂という︒︶附則第七条第一項及び第八条第一項の規定を適用する︒
２ 整備法附則第七条第二項の規定は︑前項の規定により同条第一項の規定が適用される派遣先︵労
働者派遣法第二条第四号に規定する派遣先をいう︒以下同じ︒
︶について準用する︒
３ 整備法附則第八条第二項の規定は︑第一項の規定により同条第一項の規定が適用されるシルバー
人材センター及びシルバー人材センター連合について準用する︒
︵建設業務労働者就業機会確保事業に関する経過措置︶
第二条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律︵昭和五十一年法律第三十三号︒以下この条におい
て﹁建設労働法﹂という︒︶第三十六条第一項に規定する送出事業主︵以下この項及び次条において
単に﹁送出事業主﹂という︒
︶が行う建設業務労働者就業機会確保事業︵建設労働法第二条第十項に

ロ 防衛省設置法第十六条第一項第二号の教
ハ
平成二十八年三月 四千三百六万円
育訓練を修了した者 別表第十一ロの表の
卒業生の卒業日の
金
額
上欄に掲げる卒業生の卒業日の属する月の
平成二十九年三月 四千二百六十八万円
属する月の区分
区分に応じて同表下欄に掲げる金額
平成三十年三月
四千二百四十五万円
平成三十年三月
七百十八万円
ハ 防衛省設置法第十六条第一項第三号の教
育訓練を修了した者 別表第十一ハの表の
ロ
附 則
上欄に掲げる卒業生の卒業日の属する月の
卒業生の卒業日の
この政令は︑公布の日から施行する︒
区分に応じて同表下欄に掲げる金額
金
額
属する月の区分
第百二十条の十五第一項第二号中﹁百八月から
防衛大臣 小野寺五典
卒業日以後離職の日までの月数を控除した月数を
平成三十年三月
七百十八万円
内閣総理大臣 安倍 晋三
百八月で除して得た数値を前号に規定する金額に
乗じて得た﹂を﹁次のイからハまでに掲げる者の
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政
区分に応じ︑それぞれイからハまでに定める﹂に
令をここに公布する︒
改め︑同号に次のように加える︒
イ 防衛省設置法第十六条第一項第一号の教
御 名
御 璽
育訓練を修了した者 百八月から卒業日以
後離職の日までの月数を控除した月数を百
平成三十年八月三十一日
八月で除して得た数値を前号イに定める金
内閣総理大臣 安倍 晋三
額に乗じて得た金額
ロ 防衛省設置法第十六条第一項第二号の教
育訓練を修了した者 七十二月から卒業日
以後離職の日までの月数を控除した月数を
七十二月で除して得た数値を前号ロに定め
る金額に乗じて得た金額
ハ 防衛省設置法第十六条第一項第三号の教
育訓練を修了した者 七十二月から卒業日
以後離職の日までの月数を控除した月数を
七十二月で除して得た数値を前号ハに定め
る金額に乗じて得た金額
別表第十一を次のように改める︒
別表第十一︵第百二十条の十五関係︶
イ
卒業生の卒業日の
属する月の区分

平成二十二年三月 四千八百七十六万円
平成二十三年三月 四千八百十一万円
平成二十四年三月 四千七百二十八万円
平成二十五年三月 四千六百三万円
平成二十六年三月 四千四百七十万円
平成二十七年三月 四千三百八十七万円

