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＊ 弊社の許可なく、個人的なご利用以外の目的でこのＰＤＦ教材を印刷・複製することを禁止します。 

  また、ご自身でこのＰＤＦ教材を紙媒体に印刷し、弊社の許可なく頒布し、またはフリマアプリ・

ネットオークション等に出品することは、弊社の知的財産権を著しく侵害する行為であり、これを

固く禁止します。 
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【ご利用上の注意】 

 

１ この条文集では、社会福祉に関連する法律等から、保育士試験の「社会福祉」での出題可能性が

高いと考えられる法律等の条文を抜粋し、掲載しております（第４編「児童憲章」は全文となりま

す）。 

  この条文集に掲載されていない条文は、「ポイント集」「予想問題集」の記述で十分である、また

は保育士試験で出題される可能性は低いと考えられますが、全文あるいは他の法律等をご覧になり

たい方は、総務省が運営するサイト「電子政府の総合窓口ｅ－Ｇｏｖ（イーガブ）」

（http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi）でご覧ください。 

 

２ この条文集に掲載されている各条文の条文番号の後に、保育士試験の「社会福祉」における【重

要度】を示しております。あくまで「社会福祉」における【重要度】であり、例えば、「児童福祉法」

第39条は、「社会福祉」では【重要度Ｃ】でも、「保育原理」や「児童家庭福祉」では【重要度Ａ】

といった点にはご注意ください。 

  各【重要度】の意味は、以下のとおりです。 

【重要度Ａ】：一字一句、数字をできるだけ正確に覚えておきたいもの。 

【重要度Ｂ】：一字一句を覚えておく必要はないが、重要語句・条文の意味内容・主旨は押さえてお

きたいもの。 

【重要度Ｃ】：問題演習などで分からないことが生じたり、細かいことが気になった場合に、少し理

解を深めるために見ておけば足り、覚える必要はないもの。 

 

  条文の途中で【重要度】が変わる場合には、「【以下、重要度○】」という形でその旨を示しており

ます。 

 

３ 条文中の重要語句はゴシック体で強調しておりますが、必ずしもその語句だけが重要ということ

ではなく、メリハリをつけて読みやすくする目的でゴシック体を使用しております。ご自身でマー

クやアンダーラインをつける際には、ゴシック体部分に拘束される必要はありません。 

 

４ 条文というものは、そのまま読んでもその存在意義を理解することは難しく、頭にも入りにくい

ものです。したがって、普段の学習では、そのまま第１条から読んでいくということではなく、問

題演習などを行っていて触れた条文の重要語句にマーカーやアンダーラインで色つけをしながら少

しずつ条文知識を増やしていき、筆記試験の直前期になってから、初めて第１条からまとめて見直

すというご利用方法が、合理的かつ効果的であると考えられます。 

 

５ 条文中の①、②・・・は「第１項、第２項・・・」を、一、二・・・は「第１号、第２号・・・」

を示すものとします。 
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第１編 社会福祉法【抜粋】 
 

昭和26年３月29日法律第45号 

 

第１章 総則  

 

第１条（目的）【重要度Ｂ】 

  この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、

社会福祉を目的とする他の法律と相まって、福祉サービスの利用者の利益の保護及

び地域における社会福祉（以下「地域福祉」という。）の推進を図るとともに、社会

福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達

を図り、もって社会福祉の増進に資することを目的とする。  

 

第２条（定義）【重要度Ａ】 

① この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉

事業をいう。 

② 次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。  

一 生活保護法（昭和25年法律第144号）に規定する救護施設、更生施設その他生計

困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施

設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業 

二 児童福祉法（昭和22年法律第164号）に規定する乳児院、母子生活支援施設、児

童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営す

る事業 

三 老人福祉法（昭和38年法律第133号）に規定する養護老人ホーム、特別養護老人

ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業 

四 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17年法律第

123号）に規定する障害者支援施設を経営する事業 

五 削除 

六 売春防止法（昭和31年法律第118号）に規定する婦人保護施設を経営する事業 

七 授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通

する事業 


