10 関連法規等
（1） 社会教育法
昭和 24 年 6 月 10 日法律第 207 号
最終改正年月日:令和元年 6 月 7 日法律第 26 号
第一章 総則
（この法律の目的）
第一条 この法律は、教育基本法（平成十八年法律第百二十号）の精神に則り、社会教育に関する国及び
地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。
（社会教育の定義）
第二条 この法律において「社会教育」とは、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）又は就学前の子
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）に基づ
き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的
な教育活動（体育及びレクリエーシヨンの活動を含む。）をいう。
（国及び地方公共団体の任務）
第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な
施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる
機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するよう
に努めなければならない。
２ 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民の学習に対する多様な需要を踏まえ、
これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の振
興に寄与することとなるよう努めるものとする。
３ 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との
密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資す
ることとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及
び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。
（国の地方公共団体に対する援助）
第四条 前条第一項の任務を達成するために、国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、地方公
共団体に対し、予算の範囲内において、財政的援助並びに物資の提供及びそのあつせんを行う。
（市町村の教育委員会の事務）
第五条 市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、
予算の範囲内において、次の事務を行う。
一 社会教育に必要な援助を行うこと。
二 社会教育委員の委嘱に関すること。
三 公民館の設置及び管理に関すること。
四 所管に属する図書館、博物館、青年の家その他の社会教育施設の設置及び管理に関すること。
五 所管に属する学校の行う社会教育のための講座の開設及びその奨励に関すること。
六 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関する
こと。
七 家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びに家庭教育に関す
る情報の提供並びにこれらの奨励に関すること。
八 職業教育及び産業に関する科学技術指導のための集会の開催並びにその奨励に関すること。
九 生活の科学化の指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
十 情報化の進展に対応して情報の収集及び利用を円滑かつ適正に行うために必要な知識又は技能に関
する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
十一 運動会、競技会その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
十二 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。
69

十三 主として学齢児童及び学齢生徒（それぞれ学校教育法第十八条に規定する学齢児童及び学齢生徒
をいう。）に対し、学校の授業の終了後又は休業日において学校、社会教育施設その他適切な施設を
利用して行う学習その他の活動の機会を提供する事業の実施並びにその奨励に関すること。
十四 青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の機会を
提供する事業の実施及びその奨励に関すること。
十五 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して学校、社会教育施設その他
地域において行う教育活動その他の活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。
十六 社会教育に関する情報の収集、整理及び提供に関すること。
十七 視聴覚教育、体育及びレクリエーションに必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
十八 情報の交換及び調査研究に関すること。
十九 その他第三条第一項の任務を達成するために必要な事務
２ 市町村の教育委員会は、前項第十三号から第十五号までに規定する活動であつて地域住民その他の
関係者（以下この項及び第九条の七第二項において「地域住民等」という。）が学校と協働して行うもの
（以下「地域学校協働活動」という。）の機会を提供する事業を実施するに当たつては、地域住民等の積
極的な参加を得て当該地域学校協働活動が学校との適切な連携の下に円滑かつ効果的に実施される
よう、地域住民等と学校との連携協力体制の整備、地域学校協働活動に関する普及啓発その他の必要
な措置を講ずるものとする。
３ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第二十三条第一項の
条例の定めるところによりその長が同項第一号に掲げる事務（以下「特定事務」という。）を管理し、及び
執行することとされた地方公共団体（以下「特定地方公共団体」という。）である市町村にあつては、第一
項の規定にかかわらず、同項第三号及び第四号の事務のうち特定事務に関するものは、その長が行う
ものとする。
（都道府県の教育委員会の事務）
第六条 都道府県の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、
前条第一項各号の事務（同項第三号の事務を除く。）を行うほか、次の事務を行う。
一 公民館及び図書館の設置及び管理に関し、必要な指導及び調査を行うこと。
二 社会教育を行う者の研修に必要な施設の設置及び運営、講習会の開催、資料の配布等に関すること。
三 社会教育施設の設置及び運営に必要な物資の提供及びそのあつせんに関すること。
四 市町村の教育委員会との連絡に関すること。
五 その他法令によりその職務権限に属する事項
２ 前条第二項の規定は、都道府県の教育委員会が地域学校協働活動の機会を提供する事業を実施する
場合に準用する。
３ 特定地方公共団体である都道府県にあつては、第一項の規定にかかわらず、前条第一項第四号の事
務のうち特定事務に関するものは、その長が行うものとする。
（教育委員会と地方公共団体の長との関係）
第七条 地方公共団体の長は、その所掌に関する必要な広報宣伝で視聴覚教育の手段を利用することそ
の他教育の施設及び手段によることを適当とするものにつき、教育委員会に対し、その実施を依頼し、
又は実施の協力を求めることができる。
２ 前項の規定は、他の行政庁がその所掌に関する必要な広報宣伝につき、教育委員会（特定地方公共団
体にあつては、その長又は教育委員会）に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合に
準用する。
第八条 教育委員会は、社会教育に関する事務を行うために必要があるときは、当該地方公共団体の長及
び関係行政庁に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。
第八条の二 特定地方公共団体の長は、特定事務のうち当該特定地方公共団体の教育委員会の所管に属
する学校、社会教育施設その他の施設における教育活動と密接な関連を有するものとして当該特定地
方公共団体の規則で定めるものを管理し、及び執行するに当たつては、当該教育委員会の意見を聴か
なければならない。
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２ 特定地方公共団体の長は、前項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、当該特定地
方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。
第八条の三 特定地方公共団体の教育委員会は、特定事務の管理及び執行について、その職務に関して
必要と認めるときは、当該特定地方公共団体の長に対し、意見を述べることができる。
（図書館及び博物館）
第九条 図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。
２ 図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもつて定める。
第二章 社会教育主事等
（社会教育主事及び社会教育主事補の設置）
第九条の二 都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。
２ 都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事補を置くことができる。
（社会教育主事及び社会教育主事補の職務）
第九条の三 社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。ただし、命令及
び監督をしてはならない。
２ 社会教育主事は、学校が社会教育関係団体、地域住民その他の関係者の協力を得て教育活動を行う
場合には、その求めに応じて、必要な助言を行うことができる。
３ 社会教育主事補は、社会教育主事の職務を助ける。
（社会教育主事の資格）
第九条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、社会教育主事となる資格を有する。
一 大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、次に掲げる期
間を通算した期間が三年以上になる者で、次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの
イ 社会教育主事補の職にあつた期間
ロ 官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体における職で司書、学芸員その他の社会教育主
事補の職と同等以上の職として文部科学大臣の指定するものにあつた期間
ハ 官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体が実施する社会教育に関係のある事業における
業務であつて、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するものとして文部科学大臣が指
定するものに従事した期間（イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。）
二 教育職員の普通免許状を有し、かつ、五年以上文部科学大臣の指定する教育に関する職にあつた者
で、次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの
三 大学に二年以上在学して、六十二単位以上を修得し、かつ、大学において文部科学省令で定める社
会教育に関する科目の単位を修得した者で、第一号イからハまでに掲げる期間を通算した期間が一年
以上になるもの
四 次条の規定による社会教育主事の講習を修了した者（第一号及び第二号に掲げる者を除く。）で、社会
教育に関する専門的事項について前三号に掲げる者に相当する教養と経験があると都道府県の教育
委員会が認定したもの
（社会教育主事の講習）
第九条の五 社会教育主事の講習は、文部科学大臣の委嘱を受けた大学その他の教育機関が行う。
２ 受講資格その他社会教育主事の講習に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
（社会教育主事及び社会教育主事補の研修）
第九条の六 社会教育主事及び社会教育主事補の研修は、任命権者が行うもののほか、文部科学大臣及
び都道府県が行う。
（地域学校協働活動推進員）
第九条の七 教育委員会は、地域学校協働活動の円滑かつ効果的な実施を図るため、社会的信望があり、
かつ、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地域学校協働活動推進員を委嘱
することができる。
２ 地域学校協働活動推進員は、地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、
地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助
言その他の援助を行う。
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第三章 社会教育関係団体
（社会教育関係団体の定義）
第十条 この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社
会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。
（文部科学大臣及び教育委員会との関係）
第十一条 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術
的指導又は助言を与えることができる。
２ 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社会教育に関する事
業に必要な物資の確保につき援助を行う。
（国及び地方公共団体との関係）
第十二条 国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支
配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。
（審議会等への諮問）
第十三条 国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじ
め、国にあつては文部科学大臣が審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条
に規定する機関をいう。第五十一条第三項において同じ。）で政令で定めるものの、地方公共団体にあ
つては教育委員会が社会教育委員の会議（社会教育委員が置かれていない場合には、条例で定める
ところにより社会教育に係る補助金の交付に関する事項を調査審議する審議会その他の合議制の機
関）の意見を聴いて行わなければならない。
（報告）
第十四条 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体に対し、指導資料の作製及び調査研究
のために必要な報告を求めることができる。
第四章 社会教育委員
（社会教育委員の設置）
第十五条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。
２ 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。
第十六条 削除
（社会教育委員の職務）
第十七条 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。
一 社会教育に関する諸計画を立案すること。
二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
２ 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
３ 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事
項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができ
る。
（社会教育委員の委嘱の基準等）
第十八条 社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項は、当該地
方公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委員の委嘱の基準については、文部科学
省令で定める基準を参酌するものとする。
第十九条 削除
第五章 公民館
（目的）
第二十条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化
に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の
振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
（公民館の設置者）
第二十一条 公民館は、市町村が設置する。
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２ 前項の場合を除くほか、公民館は、公民館の設置を目的とする一般社団法人又は一般財団法人（以下
この章において「法人」という。）でなければ設置することができない。
３ 公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。
（公民館の事業）
第二十二条 公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及び
他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。
一 定期講座を開設すること。
二 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
三 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
四 体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。
五 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
六 その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
（公民館の運営方針）
第二十三条 公民館は、次の行為を行つてはならない。
一 もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を
援助すること。
二 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
２ 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援しては
ならない。
（公民館の基準）
第二十三条の二 文部科学大臣は、公民館の健全な発達を図るために、公民館の設置及び運営上必要な
基準を定めるものとする。
２ 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、市町村の設置する公民館が前項の基準に従つて設置さ
れ及び運営されるように、当該市町村に対し、指導、助言その他の援助に努めるものとする。
（公民館の設置）
第二十四条 市町村が公民館を設置しようとするときは、条例で、公民館の設置及び管理に関する事項を
定めなければならない。
第二十五条 削除
第二十六条 削除
（公民館の職員）
第二十七条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。
２ 館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
３ 主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。
第二十八条 市町村の設置する公民館の館長、主事その他必要な職員は、当該市町村の教育委員会（特
定地方公共団体である市町村の長がその設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行するこ
ととされた公民館（第三十条第一項及び第四十条第一項において「特定公民館」という。）の館長、主事
その他必要な職員にあつては、当該市町村の長）が任命する。
（公民館の職員の研修）
第二十八条の二 第九条の六の規定は、公民館の職員の研修について準用する。
（公民館運営審議会）
第二十九条 公民館に公民館運営審議会を置くことができる。
２ 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議す
るものとする。
第三十条 市町村の設置する公民館にあつては、公民館運営審議会の委員は、当該市町村の教育委員会
（特定公民館に置く公民館運営審議会の委員にあつては、当該市町村の長）が委嘱する。
２ 前項の公民館運営審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期その他当該公民館運営審議会に関し必
要な事項は、当該市町村の条例で定める。この場合において、委員の委嘱の基準については、文部科
学省令で定める基準を参酌するものとする。
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第三十一条 法人の設置する公民館に公民館運営審議会を置く場合にあつては、その委員は、当該法人
の役員をもつて充てるものとする。
（運営の状況に関する評価等）
第三十二条 公民館は、当該公民館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき公民館
の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
（運営の状況に関する情報の提供）
第三十二条の二 公民館は、当該公民館の事業に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるととも
に、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該公民館の運営の状況に関する情報を積極
的に提供するよう努めなければならない。
（基金）
第三十三条 公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、地方自治法（昭和二十
二年法律第六十七号）第二百四十一条の基金を設けることができる。
（特別会計）
第三十四条 公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、特別会計を設けることが
できる。
（公民館の補助）
第三十五条 国は、公民館を設置する市町村に対し、予算の範囲内において、公民館の施設、設備に要
する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
２ 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十六条 削除
第三十七条 都道府県が地方自治法第二百三十二条の二の規定により、公民館の運営に要する経費を補
助する場合において、文部科学大臣は、政令の定めるところにより、その補助金の額、補助の比率、補
助の方法その他必要な事項につき報告を求めることができる。
第三十八条 国庫の補助を受けた市町村は、左に掲げる場合においては、その受けた補助金を国庫に返
還しなければならない。
一 公民館がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基いてした処分に違反したとき。
二 公民館がその事業の全部若しくは一部を廃止し、又は第二十条に掲げる目的以外の用途に利用される
ようになつたとき。
三 補助金交付の条件に違反したとき。
四 虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。
（法人の設置する公民館の指導）
第三十九条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、法人の設置する公民館の運営その他に関し、
その求めに応じて、必要な指導及び助言を与えることができる。
（公民館の事業又は行為の停止）
第四十条 公民館が第二十三条の規定に違反する行為を行つたときは、市町村の設置する公民館にあつ
ては当該市町村の教育委員会（特定公民館にあつては、当該市町村の長）、法人の設置する公民館に
あつては都道府県の教育委員会は、その事業又は行為の停止を命ずることができる。
２ 前項の規定による法人の設置する公民館の事業又は行為の停止命令に関し必要な事項は、都道府県
の条例で定めることができる。
（罰則）
第四十一条 前条第一項の規定による公民館の事業又は行為の停止命令に違反する行為をした者は、一
年以下の懲役若しくは禁錮 又は三万円以下の罰金に処する。
（公民館類似施設）
第四十二条 公民館に類似する施設は、何人もこれを設置することができる。
２ 前項の施設の運営その他に関しては、第三十九条の規定を準用する。
第六章 学校施設の利用
（適用範囲）
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第四十三条 社会教育のためにする国立学校（学校教育法第一条に規定する学校（以下この条において
「第一条学校」という。）及び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
律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園（以下「幼保連携型認定こども園」という。）であつ
て国（国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法人（次条第
二項において「国立大学法人」という。）及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。）が設置す
るものをいう。以下同じ。）又は公立学校（第一条学校及び幼保連携型認定こども園であつて地方公共
団体（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第六十八条第一項に規定する公立大学法人
（次条第二項及び第四十八条第一項において「公立大学法人」という。）を含む。）が設置するものをい
う。以下同じ。）の施設の利用に関しては、この章の定めるところによる。
（学校施設の利用）
第四十四条 学校（国立学校又は公立学校をいう。以下この章において同じ。）の管理機関は、学校教育上
支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなけ
ればならない。
２ 前項において「学校の管理機関」とは、国立学校にあつては設置者である国立大学法人の学長若しくは
理事長又は独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長、公立学校のうち、大学及び幼保連携型認
定こども園にあつては設置者である地方公共団体の長又は公立大学法人の理事長、大学及び幼保連
携型認定こども園以外の公立学校にあつては設置者である地方公共団体に設置されている教育委員
会又は公立大学法人の理事長をいう。
（学校施設利用の許可）
第四十五条 社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けな
ければならない。
２ 前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用を許可しようとするときは、あらかじめ、学校の長
の意見を聞かなければならない。
第四十六条 国又は地方公共団体が社会教育のために、学校の施設を利用しようとするときは、前条の規
定にかかわらず、当該学校の管理機関と協議するものとする。
第四十七条 第四十五条の規定による学校施設の利用が一時的である場合には、学校の管理機関は、同
条第一項の許可に関する権限を学校の長に委任することができる。
２ 前項の権限の委任その他学校施設の利用に関し必要な事項は、学校の管理機関が定める。
（社会教育の講座）
第四十八条 文部科学大臣は国立学校に対し、地方公共団体の長は当該地方公共団体が設置する大学
若しくは幼保連携型認定こども園又は当該地方公共団体が設立する公立大学法人が設置する公立学
校に対し、地方公共団体に設置されている教育委員会は当該地方公共団体が設置する大学及び幼保
連携型認定こども園以外の公立学校に対し、その教育組織及び学校の施設の状況に応じ、文化講座、
専門講座、夏期講座、社会学級講座等学校施設の利用による社会教育のための講座の開設を求めるこ
とができる。
２ 文化講座は、成人の一般的教養に関し、専門講座は、成人の専門的学術知識に関し、夏期講座は、夏
期休暇中、成人の一般的教養又は専門的学術知識に関し、それぞれ大学、高等専門学校又は高等学
校において開設する。
３ 社会学級講座は、成人の一般的教養に関し、小学校、中学校又は義務教育学校において開設する。
４ 第一項の規定する講座を担当する講師の報酬その他必要な経費は、予算の範囲内において、国又は
地方公共団体が負担する。
第七章 通信教育
（適用範囲）
第四十九条 学校教育法第五十四条、第七十条第一項、第八十二条及び第八十四条の規定により行うも
のを除き、通信による教育に関しては、この章の定めるところによる。
（通信教育の定義）
第五十条 この法律において「通信教育」とは、通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材
等を受講者に送付し、これに基き、設問解答、添削指導、質疑応答等を行う教育をいう。
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２ 通信教育を行う者は、その計画実現のために、必要な指導者を置かなければならない。
（通信教育の認定）
第五十一条 文部科学大臣は、学校又は一般社団法人若しくは一般財団法人の行う通信教育で社会教育
上奨励すべきものについて、通信教育の認定（以下「認定」という。）を与えることができる。
２ 認定を受けようとする者は、文部科学大臣の定めるところにより、文部科学大臣に申請しなければならな
い。
３ 文部科学大臣が、第一項の規定により、認定を与えようとするときは、あらかじめ、第十三条の政令で定
める審議会等に諮問しなければならない。
（認定手数料）
第五十二条 文部科学大臣は、認定を申請する者から実費の範囲内において文部科学省令で定める額の
手数料を徴収することができる。ただし、国立学校又は公立学校が行う通信教育に関しては、この限りで
ない。
第五十三条 削除
（郵便料金の特別取扱）
第五十四条 認定を受けた通信教育に要する郵便料金については、郵便法（昭和二十二年法律第百六十
五号）の定めるところにより、特別の取扱を受けるものとする。
（通信教育の廃止）
第五十五条 認定を受けた通信教育を廃止しようとするとき、又はその条件を変更しようとするときは、文部
科学大臣の定めるところにより、その許可を受けなければならない。
２ 前項の許可に関しては、第五十一条第三項の規定を準用する。
（報告及び措置）
第五十六条 文部科学大臣は、認定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は必要な措置を命ずること
ができる。
（認定の取消）
第五十七条 認定を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基いてした処分に違反
したときは、文部科学大臣は、認定を取り消すことができる。
２ 前項の認定の取消に関しては、第五十一条第三項の規定を準用する。
附則(略)
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（2） 図書館法
昭和 25 年 4 月 30 日法律第 118 号
最終改正年月日: 令和元年 6 月 7 日法律第 26 号
第一章 総則
（この法律の目的）
第一条 この法律は、社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）の精神に基き、図書館の設置及び運営に関し
て必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。
（定義）
第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆
の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日
本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの（学校に附属する図書館又は図書室を
除く。）をいう。
２ 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法
人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。
（図書館奉仕）
第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び
家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育
の資料その他必要な資料（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することが
できない方式で作られた記録をいう。）を含む。以下「図書館資料」という。）を収集し、一般公衆の利用に供す
ること。
二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。
四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図
書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。
六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。
七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
八 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を
提供し、及びその提供を奨励すること。
九 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。
（司書及び司書補）
第四条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。
２ 司書は、図書館の専門的事務に従事する。
３ 司書補は、司書の職務を助ける。
（司書及び司書補の資格）
第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。
一 大学を卒業した者（専門職大学の前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。）で大学において文部
科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの
二 大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
三 次に掲げる職にあつた期間が通算して三年以上になる者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
イ 司書補の職
ロ 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職に相当するもの
ハ ロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員その他の司書
補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの
２ 次の各号のいずれかに該当する者は、司書補となる資格を有する。
一 司書の資格を有する者
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二 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者で
次条の規定による司書補の講習を修了したもの
（司書及び司書補の講習）
第六条 司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。
２ 司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。ただし、
その履修すべき単位数は、十五単位を下ることができない。
（司書及び司書補の研修）
第七条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、司書及び司書補に対し、その資質の向上のために必要
な研修を行うよう努めるものとする。
（設置及び運営上望ましい基準）
第七条の二 文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営上望ましい基準を定
め、これを公表するものとする。
（運営の状況に関する評価等）
第七条の三 図書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき図書館の運営
の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
（運営の状況に関する情報の提供）
第七条の四 図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、こ
れらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の状況に関する情報を積極的に提供す
るよう努めなければならない。
（協力の依頼）
第八条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市（特別区を含む。以下
同じ。）町村の教育委員会（地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）
第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が図書館の設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、
及び執行することとされた地方公共団体（第十三条第一項において「特定地方公共団体」という。）である市町
村にあつては、その長又は教育委員会）に対し、総合目録の作製、貸出文庫の巡回、図書館資料の相互貸借
等に関して協力を求めることができる。
（公の出版物の収集）
第九条 政府は、都道府県の設置する図書館に対し、官報その他一般公衆に対する広報の用に供せられる独立
行政法人国立印刷局の刊行物を二部提供するものとする。
２ 国及び地方公共団体の機関は、公立図書館の求めに応じ、これに対して、それぞれの発行する刊行物その他
の資料を無償で提供することができる。
第二章 公立図書館
（設置）
第十条 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならな
い。
第十一条及び第十二条 削除
（職員）
第十三条 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会（特定地方公共団体の
長がその設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた図書館（第十五条において
「特定図書館」という。）にあつては、当該特定地方公共団体の長）が必要と認める専門的職員、事務職員及び
技術職員を置く。
２ 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。
（図書館協議会）
第十四条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。
２ 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長
に対して意見を述べる機関とする。
第十五条 図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会（特定図書館に置く図書
館協議会の委員にあつては、当該地方公共団体の長）が任命する。
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第十六条 図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他図書館協議会に関し必要な事
項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。この場合において、委
員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。
（入館料等）
第十七条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。
第十八条及び第十九条 削除
（図書館の補助）
第二十条 国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の施設、設備に要す
る経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
２ 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十一条及び第二十二条 削除
第二十三条 国は、第二十条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当するときは、
当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させなけ
ればならない。
一 図書館がこの法律の規定に違反したとき。
二 地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。
三 地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。
第三章 私立図書館
第二十四条 削除
（都道府県の教育委員会との関係）
第二十五条 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報
告を求めることができる。
２ 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、その求めに応じて、私立図書館の設置及び運営に関して、専
門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。
（国及び地方公共団体との関係）
第二十六条 国及び地方公共団体は、私立図書館の事業に干渉を加え、又は図書館を設置する法人に対し、補
助金を交付してはならない。
第二十七条 国及び地方公共団体は、私立図書館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき、援助
を与えることができる。
（入館料等）
第二十八条 私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。
（図書館同種施設）
第二十九条 図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。
２ 第二十五条第二項の規定は、前項の施設について準用する。
附則(略)
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（3） 子どもの読書活動の推進に関する法律
平成 13 年 12 月 12 日法律第 154 号
（目的）
第一条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務
等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書
活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的と
する。
（基本理念）
第二条 子ども（おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を
磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのでき
ないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を
行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。
（国の責務）
第三条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもの読書活動の推進に関する施策
を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
（地方公共団体の責務）
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、子どもの読
書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
（事業者の努力）
第五条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書活動が推進されるよ
う、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。
（保護者の役割）
第六条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極的な役割を
果たすものとする。
（関係機関等との連携強化）
第七条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、学校、図書
館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。
（子ども読書活動推進基本計画）
第八条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子どもの読
書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書活動推進基本計画」という。）を策定しなければなら
ない。
2 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表し
なければならない。
3 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。
（都道府県子ども読書活動推進計画等）
第九条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における子どもの読
書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活動の推進に関する施策について
の計画（以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければならない。
2 市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画が策定されているときは、子ど
も読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画）を基本とするとともに、当該市町村におけ
る子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策
についての計画（以下「市町村子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければならない。
3 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画を策定し
たときは、これを公表しなければならない。
4 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の変更について準
用する。
（子ども読書の日）
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第十条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活
動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。
2 子ども読書の日は、四月二十三日とする。
3 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
（財政上の措置等）
第十一条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の
措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
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（4） 文字・活字文化振興法
平成 17 年 7 月 29 日法律第 91 号
（目的）
第一条 この法律は、文字・活字文化が、人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識及び知恵の継承及び向上、
豊かな人間性の涵（かん）養並びに健全な民主主義の発達に欠くことのできないものであることにかんがみ、
文字・活字文化の振興に関する基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするととも
に、文字・活字文化の振興に関する必要な事項を定めることにより、我が国における文字・活字文化の振興
に関する施策の総合的な推進を図り、もって知的で心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与する
ことを目的とする。
（定義）
第二条 この法律において「文字・活字文化」とは、活字その他の文字を用いて表現されたもの（以下この条に
おいて「文章」という。）を読み、及び書くことを中心として行われる精神的な活動、出版活動その他の文章を
人に提供するための活動並びに出版物その他のこれらの活動の文化的所産をいう。
（基本理念）
第三条 文字・活字文化の振興に関する施策の推進は、すべての国民が、その自主性を尊重されつつ、生涯
にわたり、地域、学校、家庭その他の様々な場において、居住する地域、身体的な条件その他の要因にかか
わらず、等しく豊かな文字・活字文化の恵沢を享受できる環境を整備することを旨として、行われなければな
らない。
2 文字・活字文化の振興に当たっては、国語が日本文化の基盤であることに十分配慮されなければならない。
3 学校教育においては、すべての国民が文字・活字文化の恵沢を享受することができるようにするため、その
教育の課程の全体を通じて、読む力及び書く力並びにこれらの力を基礎とする言語に関する能力（以下「言
語力」という。）の涵（かん）養に十分配慮されなければならない。
（国の責務）
第四条 国は、前条の基本理念（次条において「基本理念」という。）にのっとり、文字・活字文化の振興に関す
る施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
（地方公共団体の責務）
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、文字・活字
文化の振興に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
（関係機関等との連携強化）
第六条 国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、図書館、教育
機関その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。
（地域における文字・活字文化の振興）
第七条 市町村は、図書館奉仕に対する住民の需要に適切に対応できるようにするため、必要な数の公立図
書館を設置し、及び適切に配置するよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、公立図書館が住民に対して適切な図書館奉仕を提供することができるよう、司書
の充実等の人的体制の整備、図書館資料の充実、情報化の推進等の物的条件の整備その他の公立図書館
の運営の改善及び向上のために必要な施策を講ずるものとする。
3 国及び地方公共団体は、大学その他の教育機関が行う図書館の一般公衆への開放、文字・活字文化に係
る公開講座の開設その他の地域における文字・活字文化の振興に貢献する活動を促進するため、必要な施
策を講ずるよう努めるものとする。
4 前三項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、地域における文字・活字文化の振興を図るため、文
字・活字文化の振興に資する活動を行う民間団体の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
（学校教育における言語力の涵（かん）養）
第八条 国及び地方公共団体は、学校教育において言語力の涵（かん）養が十分に図られるよう、効果的な手
法の普及その他の教育方法の改善のために必要な施策を講ずるとともに、教育職員の養成及び研修の内容
の充実その他のその資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、学校教育における言語力の涵（かん）養に資する環境の整備充実を図るため、司
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書教諭及び学校図書館に関する業務を担当するその他の職員の充実等の人的体制の整備、学校図書館の
図書館資料の充実及び情報化の推進等の物的条件の整備等に関し必要な施策を講ずるものとする。
（文字・活字文化の国際交流）
第九条 国は、できる限り多様な国の文字・活字文化が国民に提供されるようにするとともに我が国の文字・活
字文化の海外への発信を促進するため、我が国においてその文化が広く知られていない外国の出版物の日
本語への翻訳の支援、日本語の出版物の外国語への翻訳の支援その他の文字・活字文化の国際交流を促
進するために必要な施策を講ずるものとする。
（学術的出版物の普及）
第十条 国は、学術的出版物の普及が一般に困難であることにかんがみ、学術研究の成果についての出版の
支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
（文字・活字文化の日）
第十一条 国民の間に広く文字・活字文化についての関心と理解を深めるようにするため、文字・活字文化の
日を設ける。
2 文字・活字文化の日は、十月二十七日とする。
3 国及び地方公共団体は、文字・活字文化の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるもの
とする。
（財政上の措置等）
第十二条 国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策を実施するため必要な財政上の措置
その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
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（５） 著作権法（抜粋）
昭和 45 年 5 月 6 日法律第 48 号
最終改正：令和 2 年 6 月 12 日法律第 48 号
（目的）
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接
する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて
文化の発展に寄与することを目的とする。
（著作物の例示）
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
２ 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
３ 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプロ
グラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めると
ころによる。
一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
（私的使用のための複製）
第三十条 著作権の目的となつている著作物（以下この款において単に「著作物」という。）は、個人的に又は
家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること（以下「私的使用」という。）を目的とする
ときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器（複製の機能を有し、これに関する
装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。）を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避（第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変（記録又は送信
の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。）を行うこと又は同号に規定する特定の変
換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影
像の復元（著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。）を行うことにより、当該技術的保
護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果
に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。）により可能と
なり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
三 著作権を侵害する自動公衆送信（国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたなら
ば著作権の侵害となるべきものを含む。）を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知
りながら行う場合
２ 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器（放送の業務のための特別の
性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の
本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。）であつて政令で定めるもの
により、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるもの
に録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
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（図書館等における複製等）
第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書
館その他の施設で政令で定めるもの（以下この項及び第三項において「図書館等」という。）においては、
次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料（以下こ
の条において「図書館資料」という。）を用いて著作物を複製することができる。
一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分（発
行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項におい
て同じ。）の複製物を一人につき一部提供する場合
二 図書館資料の保存のため必要がある場合
三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館
資料（以下この条において「絶版等資料」という。）の複製物を提供する場合
２ 前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供する
ことによるその滅失、損傷若しくは汚損を避けるために当該原本に代えて公衆の利用に供するため、又は
絶版等資料に係る著作物を次項の規定により自動公衆送信（送信可能化を含む。同項において同じ。）に
用いるため、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方
式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）を作成す
る場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することが
できる。
３ 国立国会図書館は、絶版等資料に係る著作物について、図書館等又はこれに類する外国の施設で政令
で定めるものにおいて公衆に提示することを目的とする場合には、前項の規定により記録媒体に記録され
た当該著作物の複製物を用いて自動公衆送信を行うことができる。この場合において、当該図書館等にお
いては、その営利を目的としない事業として、当該図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に
供するために、自動公衆送信される当該著作物の一部分の複製物を作成し、当該複製物を一人につき一
部提供することができる。
（引用）
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な
慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるも
のでなければならない。
２ 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的と
して作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著
作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する
旨の表示がある場合は、この限りでない。
（教科用図書等への掲載）
第三十三条 公公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書（小学
校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校その他これらに準ずる学校における教育の用に
供される児童用又は生徒用の図書であつて、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の
名義を有するものをいう。以下同じ。）に掲載することができる。
２ 前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規
定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が毎年定め
る額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
３ 文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。
４ 前三項の規定は、高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）の通信教育用学習図書及び教科用図
書に係る教師用指導書（当該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る。）への著作物の掲載につ
いて準用する。
（教科用拡大図書等の作成のための複製等）
第三十三条の二 教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書
に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に
用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な
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方式により複製することができる。
２ 前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物（点字により複製するものを除き、当該教科用図
書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「教科用拡大図
書等」という。）を作成しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するととも
に、営利を目的として当該教科用拡大図書等を頒布する場合にあつては、前条第二項に規定する補償金
の額に準じて文化庁長官が毎年定める額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。
３ 文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。
４ 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律（平成二十年法律第
八十一号）第五条第一項又は第二項の規定により教科用図書に掲載された著作物に係る電磁的記録の提
供を行う者は、その提供のために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。
（学校その他の教育機関における複製等）
第三十五条 学校その他の教育機関（営利を目的として設置されているものを除く。）において教育を担任す
る者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要
と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信（自動公衆送信の場合にあつ
ては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。）を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信
されるものを受信装置を用いて公に伝達するすることができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並び
に当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権の利用を不当に害することと
なる場合は、この限りでない。
２ 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作
者に支払わなければならない。
３ 前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程において、当該授
業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する
場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用す
る場合において、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所におい
て当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。
（視覚障害者等のための複製等）
第三十七条 公表された著作物は、点字により複製することができる。
２ 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又
は公衆送信（放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項におい
て同じ。）を行うことができる。
３ 視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者（以下この項及び第百二条第四項におい
て「視覚障害者等」という。）の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつ
て、視覚によりその表現が認識される方式（視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。）により公衆に
提供され、又は提示されているもの（当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているも
のその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条
第四項において「視覚著作物」という。）について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作
物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る
文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は公衆送
信を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十
九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式に
よる公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
（聴覚障害者等のための複製等）
第三十七条の二 聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者（以下この条及び次条第五項に
おいて「聴覚障害者等」という。）の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政
令で定めるものは、公表された著作物であつて、聴覚によりその表現が認識される方式（聴覚及び他の知
覚により認識される方式を含む。）により公衆に提供され、又は提示されているもの（当該著作物以外の著
作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提
示されているものを含む。以下この条において「聴覚著作物」という。）について、専ら聴覚障害者等で当該
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方式によつては当該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度に
おいて、それぞれ当該各号に掲げる利用を行うことができる。ただし、当該聴覚著作物について、著作権者
又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公
衆送信許諾を得た者により、当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による公衆への提供又は提
示が行われている場合は、この限りでない。
一 当該聴覚著作物に係る音声について、これを文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するた
めに必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信（送信可能化を含む。）を行うこと。
二 専ら当該聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するため、複製すること（当該聴覚著作物に係る音声を
文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による当該音声の複製と併せて
行うものに限る。）。
（営利を目的としない上演等）
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金（いずれの名義をもつ
てするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。）を受けな
い場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は
口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
２ 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、
又は専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信（送信可能化の
うち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによ
るものを含む。）を行うことができる。
３ 放送され、又は有線放送される著作物（放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含
む。）は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に
伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
４ 公表された著作物（映画の著作物を除く。）は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者か
ら料金を受けない場合には、その複製物（映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該
映画の著作物の複製物を除く。）の貸与により公衆に提供することができる。
５ 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設
（営利を目的として設置されているものを除く。）で政令で定めるもの及び聴覚障害者等の福祉に関する事
業を行う者で前条の政令で定めるもの（同条第二号に係るものに限り、営利を目的として当該事業を行うも
のを除く。）は、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、
その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作
物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者
（第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。）に相当な額の補
償金を支払わなければならない。
（時事問題に関する論説の転載等）
第三十九条 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説
（学術的な性質を有するものを除く。）は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放
送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目
的として自動公衆送信（送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公
衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。）を行うことができる。ただし、これらの利用を禁止する
旨の表示がある場合は、この限りでない。
２ 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される論説は、受信装置を用いて
公に伝達することができる。
（時事の事件の報道のための利用）
第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、
又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、
複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。
（出所の明示）
第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様
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に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一 第三十二条、第三十三条第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）、第三十三条の二第一
項、第三十七条第一項、第四十二条又は第四十七条第一項の規定により著作物を複製する場合
二 第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項若し
くは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項又は第四十七条の二の規定により著作物を利用する場
合
三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条第一項、第三
十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条、第四十六条若しくは第四十七条の五第一項の規定に
より著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
２ 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のも
のである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
３ 次の各号に掲げる場合には、前二項の規定の例により、当該各号に規定する二次的著作権の原著作物
の出所を明示しなければならない。
一 第四十条第一項、第四十六条又は第四十七条の五第一項の規定により創作された二次的著作物をこ
れら
の規定により利用する場合
二 第四十七条の六第一項の規定により創作された二次的著作物を同条第二項の規定の適用を受けて同
条第一項各号に掲げる規定により利用する場合
（保護期間の原則）
第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
２ 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後（共同著作物にあつては、最終に死亡し
た著作者の死後。次条第一項において同じ。）五十年を経過するまでの間、存続する。
（著作物の利用の許諾）
第六十三条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
２ 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物
を利用することができる。
３ 利用権(第一項の許諾に係る著作物を前項の規定により利用することができる権利をいう。次条において
同じ。)は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。
４ 著作物の放送又は有線放送についての第一項の許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の
録音又は録画の許諾を含まないものとする。
５ 著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件（送信可能
化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。）の範囲内において反復して又
は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、第二十三条第一項の規定
は、適用しない。
(利用権の対抗力)
第六十三条の二 利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗するこ
とができる。
（共同著作物の著作者人格権の行使）
第六十四条 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。
２ 共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。
３ 共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。
４ 前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができな
い。
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（６） 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律
令和元年 6 月 28 日法律第 49 号
改正：平成 28 年 7 月 15 日条例第 15 号
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共
団体の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関
する施策の基本となる事項を定めること等により、視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推
進し、もって障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化(文字・活字文化振興法
(平成十七年法律第九十一号)第二条に規定する文字・活字文化をいう。)の恵沢を享受することができる社会
の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「視覚障害者等」とは、視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障害により、書籍(雑
誌、新聞その他の刊行物を含む。以下同じ。)について、視覚による表現の認識が困難な者をいう。
２ この法律において「視覚障害者等が利用しやすい書籍」とは、点字図書、拡大図書その他の視覚障害者等が
その内容を容易に認識することができる書籍をいう。
３ この法律において「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等」とは、電子書籍その他の書籍に相当する文字、
音声、点字等の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方
式で作られる記録をいう。第十一条第二項及び第十二条第二項において同じ。)であって、電子計算機等を利
用して視覚障害者等がその内容を容易に認識することができるものをいう。
(基本理念)
第三条 視覚障害者等の読書環境の整備の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。
一 視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等が視覚障害者等の読書に係る利便性の向上に著しく資する特性を
有することに鑑み、情報通信その他の分野における先端的な技術等を活用して視覚障害者等が利用しやす
い電子書籍等の普及が図られるとともに、視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続き、視覚障害者等が利用しや
すい書籍が提供されること。
二 視覚障害者等が利用しやすい書籍及び視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等(以下「視覚障害者等が利
用しやすい書籍等」という。)の量的拡充及び質の向上が図られること。
三 視覚障害者等の障害の種類及び程度に応じた配慮がなされること。
(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的に策
定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、視
覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(財政上の措置等)
第六条 政府は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置そ
の他の措置を講じなければならない。
第二章 基本計画等
(基本計画)
第七条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的か
つ計画的な推進を図るため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(以下この章にお
いて「基本計画」という。)を定めなければならない。
２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策についての基本的な方針
二 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
三 前二号に掲げるもののほか、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的かつ計画的に
推進するために必要な事項
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３ 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣、総務大
臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
４ 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の
関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
５ 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その
他適切な方法により公表しなければならない。
６ 前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(地方公共団体の計画)
第八条 地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の
状況等を踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定める
よう努めなければならない。
２ 地方公共団体は、前項の計画を定めようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の関係者の意見を反
映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
３ 地方公共団体は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
４ 前二項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。
第三章 基本的施策
(視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等)
第九条 国及び地方公共団体は、公立図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館並びに学校図書館(以下
「公立図書館等」という。)並びに国立国会図書館について、各々の果たすべき役割に応じ、点字図書館とも連
携して、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用の
ための支援の充実その他の視覚障害者等によるこれらの図書館の利用に係る体制の整備が行われるよう、必
要な施策を講ずるものとする。
２ 国及び地方公共団体は、点字図書館について、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実、公立図書館等
に対する視覚障害者等が利用しやすい書籍等の利用に関する情報提供その他の視覚障害者等が利用しや
すい書籍等を視覚障害者が十分かつ円滑に利用することができるようにするための取組の促進に必要な施策
を講ずるものとする。
(インターネットを利用したサービスの提供体制の強化)
第十条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等がインターネットを利用して全国各地に存する視覚障害者等が
利用しやすい書籍等を十分かつ円滑に利用することができるようにするため、次に掲げる施策その他の必要
な施策を講ずるものとする。
一 点字図書館等から著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十七条第二項又は第三項本文の規定により
製作される視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等(以下「特定電子書籍等」という。)であってインターネット
により送信することができるもの及び当該点字図書館等の有する視覚障害者等が利用しやすい書籍等に関す
る情報の提供を受け、これらをインターネットにより視覚障害者等に提供する全国的なネットワークの運営に対
する支援
二 視覚障害者等が利用しやすい書籍等に係るインターネットを利用したサービスの提供についての国立国会図
書館、前号のネットワークを運営する者、公立図書館等、点字図書館及び特定電子書籍等の製作を行う者の
間の連携の強化
(特定書籍及び特定電子書籍等の製作の支援)
第十一条 国及び地方公共団体は、著作権法第三十七条第一項又は第三項本文の規定により製作される視覚障
害者等が利用しやすい書籍(以下「特定書籍」という。)及び特定電子書籍等の製作を支援するため、製作に係
る基準の作成等のこれらの質の向上を図るための取組に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとす
る。
２ 国は、特定書籍及び特定電子書籍等の効率的な製作を促進するため、出版を行う者(次条及び第十八条にお
いて「出版者」という。)からの特定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う者に対する書籍に係る電磁的記録の
提供を促進するための環境の整備に必要な支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
(視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等の促進等)
第十二条 国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等が促進されるよう、技術の進歩を適切に反
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映した規格等の普及の促進、著作権者と出版者との契約に関する情報提供その他の必要な施策を講ずるもの
とする。
２ 国は、書籍を購入した視覚障害者等からの求めに応じて出版者が当該書籍に係る電磁的記録の提供を行うこ
とその他の出版者からの視覚障害者等に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するため、その環境の
整備に関する関係者間における検討に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
(外国からの視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の入手のための環境の整備)
第十三条 国は、視覚障害者等が、盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作
物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の枠組みに基づき、視覚障害者等が利用しやすい電子
書籍等であってインターネットにより送信することができるものを外国から十分かつ円滑に入手することができ
るよう、その入手に関する相談体制の整備その他のその入手のための環境の整備について必要な施策を講
ずるものとする。
(端末機器等及びこれに関する情報の入手の支援)
第十四条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するための端末機器等及
びこれに関する情報を視覚障害者等が入手することを支援するため、必要な施策を講ずるものとする。
(情報通信技術の習得支援)
第十五条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するに当たって必要となる
情報通信技術を視覚障害者等が習得することを支援するため、講習会及び巡回指導の実施の推進その他の
必要な施策を講ずるものとする。
(研究開発の推進等)
第十六条 国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等及びこれを利用するための端末機器等について、視
覚障害者等の利便性の一層の向上を図るため、これらに係る先端的な技術等に関する研究開発の推進及び
その成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。
(人材の育成等)
第十七条 国及び地方公共団体は、特定書籍及び特定電子書籍等の製作並びに公立図書館等、国立国会図書
館及び点字図書館における視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のための支援に係る人材の
育成、資質の向上及び確保を図るため、研修の実施の推進、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるも
のとする。
第四章 協議の場等
第十八条 国は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の効果的な推進を図るため、文部科学省、
厚生労働省、経済産業省、総務省その他の関係行政機関の職員、国立国会図書館、公立図書館等、点字図
書館、第十条第一号のネットワークを運営する者、特定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う者、出版者、視
覚障害者等その他の関係者による協議の場を設けることその他関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずる
ものとする。
附則(略)
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