の政令で定める障害の﹂に︑﹁行なう﹂を﹁行
う﹂に改める︒
し

第二十一条第一項中﹁若しくは中枢神経槻能

の他の政令で定める障害の﹂に︑﹁義肢﹂を﹁義

し

障害があり︑又は政令で定める程度の肢体不自
由の﹂を可中枢神経槻能障害︑肢体不自由そ

︵地震防災対策強化地域における地窪対簸緊急

肢﹂に改める︒

整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する
法律の一部改正︶

第十条地震防災対策強化地域における地溌対策

し

する法律︵昭和五十五年法律第六十三号︶の一

緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関
部を次のように改正する︒
し

別表第一及び別表第二中﹁肢体不自由者更生
施設で︑重度の肢体不自由者を収容するもの﹂

を﹁身体障害者更生施設で︑重度の肢体不自由
者を入所させるもの﹂に改める︒

厚生大臣・渡部恒三
内閣総理大臣中曽根康弘
日本育英会法をここに公布する︒

御名御璽
内閣総理大臣中曽根康弘

昭和五十九年八月七日

法律第六十四号
日本育英会法

日本育英会法︵昭和十九年法律第三十号︶の全
部を改正する︒
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第四十六条︶

第一章総則
︵目的︶

第一条日本育英会は︑優れた学生及び生徒であ
って経済的理由により修学に困難があるものに
対し︑学資の貸与等を行うことにより︑国家及
び社会に有為な人材の育成に資するとともに︑
教育の槻会均等に寄与することを目的とする︒
︵法人格︶・

第二条日本育英会︵以下﹁育英会﹂という︒︶は︑
︵事務所︶

法人とする︒

︒

第三条育英会は︑主たる事務所を東京都に置
く

２育英会は︑文部大臣の認可を受けて︑必要な
︵基金︶

地に従たる事務所を置くことができる︒

第四条育英会の基金は︑百万円とし︑政府がそ
の全額を出資する︒

２政府は︑必要があると認めるときは︑予算で
定める金額の範囲内において︑育英会に追加し
て出資することができる︒

３育英会は︑前項の規定による政府の出資があ
ったときは︑その出資額により基金を増加する
ものとする︒
︵迂記︶

第五条育英会は︑政令で定めるところにより︑
登記しなければならない︒

２前項の規定により登記しなければならない事
項は︑登記の後でなければ︑これをもって第三
者に対抗することができない︒
︵名称の使用制限︶

第六条育英会でない者は︑日本育英会という名
称を用いてはならない︒
︵民法の準用︶

第七条民法︵明治二十九年法律第八十九号︶第
て準用する︒

四十四条及び第五十条の規定は︑育英会につい

第二章役員及び職員
︵役員︶

第八条育英会に︑役員として︑会長一人へ理事
長一人︑理事四人以内及び監事二人以内を置
︒

︵役員の職務及び権限︶

く

理する︒

第九条会長は︑育英会を代表し︑その業務を総

を行う︒

２理事長は︑育英会を代表し︑会長の定めると
ころにより︑会長を補佐して育英会の業務を掌
理し︑会長に事故があるときはその職務を代理
し︑会長が欠員のときはその職務を行う︒
３理事は︑会長の定めるところにより︑会長及
び理事長を補佐して育英会の業務を掌理し︑会
長及び理事長に事故があるときはその職務を代
理し︑会長及び理事長が欠員のときはその職務
４監事は︑育英会の業務を監査する︒
５監事は︑監査の結果に基づき︑必要があると
認めるときは︑会長又は文部大臣に意見を提出
︵役員の任命︶

することができる︒

命する︒

第十条会長︑理事長及び監事は︑文部大臣が任
２理事は︑会長が文部大臣の認可を受けて任命
する︒

︵役員の任期︶

第十一条会長及び理事長の任期は三年とし︑理
事及び監事の任期は二年とする︒
２役員は︑再任されることができる︒
︵役員の欠格条項︶

く︒．︶は︑役員となることができない︒

第十二条政府又は地方公共団体の職員︵教育公
務員で政令で定めるもの及び非常勤の者を除
︵役員の解任︶

第十三条文部大臣又は会長は︑それぞれその任
命に係る役員が前条の規定により役員となるこ
とができない者に該当するに至ったときは︑そ
の役員を解任しなければならない︒
２文部大臣又は会長は︑それぞれの任命に係る
役員が次の各号の一に該当するときへその他役
員たるに適しないと認めるときは︑その役員を
解任することができる︒
認められるとき︒

一心身の故障のため職務の執行に堪えないと
二・職務上の義務違反があるとき︒
３会長は︑前項の規定により理事を解任しよう
とするときは︑あらかじめ︑文部大臣の認可を
︵役員の兼職禁止︶

受けなければならない︒

第十四条役員は︑営利を目的とする団体の役員

この限りでない︒

となり︑又は自ら営利事業に従事してはならな
い︒ただし︑文部大臣の承認を受けたときは︑

0
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︵代表権の制限︶

第十五条育英会と会長又は理事長との利益が相
反する事項については︑これらの者は︑代表権
を有しない︒この場合には︑監事が育英会を代

︵代理人の選任︶

表する︒

第十六条会長及び理事長は︑理事又は育英会の

︵職員の任命︶

職員のうちから︑育英会の従たる事務所の業務
に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権
限を有する代理人を選任することができる︒

︵役員及び職員の公務員たる性質︶

第十七条育英会の職員は︑会長が任命する︒

第十八条育英会の役員及び職員は︑刑法︵明治
四十年法律第四十五号︶その他の罰則の適用に
ついては︑法令により公務に従事する職員とみ

第三章評議員会

なす︒

︵評議員会︶

第十九条育英会に︑評議員会を置く︒
る︒

２評議員会は︑十五人以内の評議員で組織す

務の運営に関する重要事項について審議する︒

３評議員会は︑会長の諮問に応じ︑育英会の業

４評議員会は︑育英会の業務の運営につき︑会

︵評議員︶

長に対して意見を述べることができる︒

に必要な学識経験を有する者のうちから︑文部

第二十条評議員は︑育英会の業務の適正な運営

大臣が任命する︒

２評議員の任期は︑二年とする︒

は︑評議員について準用する︒

３第十一条第二項及び第十三条第二項の規定

第四章業務

︵業務︶

第二十一条育英会は︑第一条の目的を達成する

一学資の貸与

ため︑次の業務を行う︒

二学資の貸与を受ける学生及び生徒の補導

三修学上必要な施設の設榧及び経営
四前三号の業務に附帯する業務
２育英会は︑文部大臣の認可を受けて︑前項に

規定する業務のほか︑第一条の目的を達成する
ため必要な業務を行うことができる︒

︵学資の貸与︶

いう︒︶及び利息付きの学資金︵以下﹁第二種学

第二十二条前条第一項第一号の規定により学資
として貸与する資金︵以下﹁学資金﹂という．︶
は︑無利息の学資金︵以下﹁第一種学資金﹂と
資金﹂という︒︶とする︒

︵業務方法書等︶

第一一十五条育英会は︑業務の開始の際︑業務方
法書を作成し︑文部大臣の認可を受けなければ
ならない︒これを変更しようとするときも︑同
様とする︒

省令で定める︒

２前項の業務方法書に記載すべき事項は︑文部
３学資金の回収の業務の方法については︑文部
︵業務に要する資金︶

省令で定める︒

する資金は︑借入金︑寄附金等をもって充てる

第二十六条第二十一条第一項第一号の業務に要
ものとする ︒

第五章財務及び会計
︵事業年度︶

に始まり︑翌年三月三十一日に終わる︒

第二十七条育英会の事業年度は︑毎年四月一日
︵事業計画等の認可︶

る︒

第二十八条育英会は︑毎事業年度︑事業計画︑
予算及び資金計画を作成し︑当該事業年度の開
始前に︑文部大臣の認可を受けなければならな
い︒これを変更しようとするときも︑同様とす
︵決算︶

い︒

第二十九条育英会は︑毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならな
︵財務諸表︶

ったとき︑その他政令で定める事由があるとき

借対照表及び損益計算書︵以下この条において

ればならない︒
−一

以内に文部大臣に提出し︑その承認を受けなけ

を添え︑監事の意見を付けて︑決算完結後二月

区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書

﹁財務諸表﹂という︒︶を作成し︑これに予算の

第三十条育英会は︑毎事業年度︑財産目録︑貸

３育英会は︑学資金の貸与を受けた者が死亡又
は心身障害により学資金を返還することができ
なくなったときは︑政令で定めるところによ
り︑その学資金の全部又は一部の返還を免除す
ることができる︒

●

︵価務保証︶

第三十三条政府は︑法人に対する政府の財政援

助の制限に関する法律︵昭和二十一年法律第二
十四号︶第三条の規定にかかわらず︑国会の議
決を経た金額の施囲内において︑育英会の長期
借入金又は侭券に係る債務︵国際復興開発銀行
等からの外資の受入に関する特別措世に関する
法律︵昭和二十八年法律第五十一号︶第二条の
規定に基づき政府が保証契約をすることができ
る価務を除く︒︶について保証することができ

︵値還計画︶

る︒

第三十四条育英会は︑毎事業年度︑長期借入金

︵余裕金の運用︶

及び偵券の償週計画を立てて︑文部大臣の認可
を受けなければならない︒

き︑業務上の余裕金を運用してはならない︒

第三十五条育英会は︑次の方法による場合を除

一国償︑地方価又は文部大臣の指定する有価
証券の取得

信託

二資金運用部への預託
三銀行への預金又は郵便貯金
四信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭

︵給与及び退職手当の支給の基準︶

第三十六条育英会は︑その役員及び職員に対す

る給与及び退稲手当の支給の基準を定めようと
するときは︑文部大臣の承認を受けなければな
らない︒これを変更しようとするときも︑同様

︵文部省令への委任︶

とする︒

会の財務及び会計に関し必要な事項は︑文部省

第三十七条この法律に定めるもののほか︑育英

に︑育英会の事務所その他の施設に立ち入り︑

業務の状況に関し報告をさせ︑又はその職員

め必要があると認めるときは︑育英会に対して

第三十九条文部大臣は︑この法律を施行するた

︵報告及び検査︶

に関し監仔上必要な命令をすることができる︒

あると認めるときは︑育英会に対してその業務

２文部大臣は︑この法律を施行するため必要が

第三十八条育英会は︑文部大臣が監督する︒

︵監督︶

第六章監将等

令で定める︒

４第一項の規定による債券の債権者は︑育英会

る︒

のほか︑使券に関し必要な事項は︑政令で定め

８第一項及び第四項から前項までに定めるもの

て準用する︒

定により委託を受けた銀行又は信託会社につい

７商法︵明治三十二年法律第四十八号︶第三百
九条から第三百十一条までの規定は︑前項の規

発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信
託会社に委託することができる︒

６育英会は︑文部大臣の認可を受けて︑偵券の

一般の先取特権に次ぐものとする︒

５前項の先取特権の順位は︑民法の規定による

の財産について他の償権者に先立って自己の憤
権の弁済を受ける権利を有する︒

入金は︑一年以内に償還しなければならない︒

３前項ただし書の規定により借り換えた短期借

できる︒

その償還することができない金額に限り︑文部
大臣の認可を受け蚕これを借り換えることが

２前項の規定による短期借入金は︑当該事業年
度内に償還しなければならない︒ただし︑資金
の不足のため侭運することができないときは︑

ができる︒

て︑長期借入金若しくは短期借入金をし︑又は
日本育英会偵券︵以下この条︑次条及び第三十
四条において﹁債券﹂という︒︶を発行すること

第三十二条育英会は︑文部大臣の認可を受け

︵借入金及び日本育英会憤券︶

らない︒

不足額は︑繰越欠損金として整理しなければな

減額して整理し︑．なお不足があるときは︑その

２育英会は︑毎事業年度︑損益計算において損
失を生じたときは︑前項の規定による菰立金を

ならない︒

おいて利益を生じたときは︑前事業年度から繰
り越した損失を埋め︑なお残余があるときは︑
その残余の額は︑積立金として整理しなければ

︵教育又は研究の職に係る特例︶
２会長は︑財務諸表及び決算報告書に監事の意
第二十四条大学︑大学院又は高等専門学校にお
見を付けて︑決算完結後一月以内に︑これを評
いて第一種学資金の貸与を受けた者は︑政令で
議員会に提出しなければならない︒
定 め る と こ ろ に 従 い ︑ 修 業 後 政 令 で 定 め る 年 数 ３育英会は︑第一項の規定による文部大臣の承
以上継続して小学校︑中学校︑高等学校︑太
認を受けた財務諸表を各事務所に備えて侭かな
学︑大学院︑高等専門学校︑幼稚園その他の施
ければならない︒
設の教育又は研究の職︵研究の職については︑．︑
︵利益及び損失の処理︶︽
大 学 院 に お い て 第 一 種 学 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 第三十一条育英会は︑毎事業年度︑損益計算に
に限る︒︶にあることにより︑その全部又は一部
の返還の免除を受けることができる︒

曇
は︑その返還の期限を猶予することができる︒

は傷病により学資金を返還することが因難とな

２育英会は︑学資金の貸与を受けた者が災害又

は︑政令で定める︒

第二十三条学資金の返還の期限及び返還の方法

︵返還の条件等︶

関し必要な事項は︑政令で会める︒

６前各項に定めるもののほか︑学資金の貸与に

する学生及び生徒であって第二項の規定による
認定を受けたもののうち︑文部省令で定める基
準及び方法に従い︑第一種学資金の貸与を受け
ることによっても︑なおその修学を維持するこ
とが困難であると認定された者に対しては︑第
三項の規定にかかわらず︑政令で定めるところ
により︑第一種学資金に併せて前二項の規定に
よる第二種学資金を貸与することができる︒

５第三項の大学その他政令で定める学校に在学

ところによる︒

２第一穂学資金は︑優れた学生及び生徒であっ
て経済的理由により修学に困難があるもののう
ち︑文部省令で定める基準及び方法に従い︑特
に優れた学生及び生徒であって経済的理由によ
り著しく修学に困難があるものと認定された者
に対して貸与するものとする︒
３第二種学資金は︑前項の規定による認定を受
けた者以外の者のうち︑文部省令で定める基準
及び方法に従い︑大学その他政令で定める学校
に在学する優れた学生及び生徒であって経済的
理由により修学に困難があるものと認定された
者に対して貸与するものとする︒
４第一種学資金の月額並びに第二種学資金の月
額及び利率は︑学校等の種別その他の事情を考
慮して︑その学資金の種類ごとに政令で定める
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物件を検査させることができる︒

業務の状況若しくは帳抑︑書類その他の必要な

においては︑その身分を示す証明書を挑幣し︑

２前項の規定により職員が立入検査をする場合
関係人にこれを提示しなければならない︒

捜査のために認められたものと解してはならな

３第一項の規定による立入検査の権限は︑犯罪
い︒

︵政府貸付金等︶

第四十条政府は︑毎年度予算の範囲内におい
て︑育英会に対し︑第二十一条第一項第一号の
業務︵第一種学資金に係るものに限る︒︶に要す
る資金を無利息で貸し付けることができる︒

２政府は︑育英会が第二十三条第三項又は第二
十四条の規定により第一種学資金の返還を免除
したときは︑育英会に対し︑その免除した金額
に相当する額の前項の貸付金の償還を免除する
ことができる︒
︵補助金︶

て︑育英会に対し︑第二十一条に規定する業務

第四十一条政府は︑毎年度予算の範囲内におい

第七章雑則

に要する経費の一部を補助することができる︒

︵解散︶

で定める︒

第四十二条育英会の解散については︑別に法律
︵大蔵大臣との協議︶

第八章罰則
︵罰則︶・
第四十四条第三十九条第一項の規定による報告
をせず︑若しくは虚偽の報告をし︑又は同項の
規定による検査を拒承︑妨げ︑若しくは忌避し
た場合には︑その違反行為をした育英会の役員
又は職員は︑十万円以下の罰金に処する︒
第四十五条次の各号の一・に該当する場合には︑
その違反行為をした育英会の役員は︑十万円以
一この法律の規定により文部大臣の認可又は

下の過料に処する︒

承認を受けなければならない場合において︑
その認可又は承認を受けなかったとき︒
をすることを怠ったとき︒

二第五条第一項の政令の規定に違反して登記
三第二十一条に規定する業務以外の業務を行
ったとき︒

金を運用したとき︒

四第三十五条の規定に違反して業務上の余裕
五第三十八条第二項の規定による文部大臣の
命令に違反したとき︒

円以下の過料に処する︒・

第四十六条第六条の規定に連反した者は︑五万

附則

︵施行期日等︶

後の日本育英会法︵以下﹁新法﹂という︒︶第二

第一条この法律は︑公布の日から施行し︑改正
十二条及び附則第六条第三項の規定は︑昭和五
十九年四月一日から適用する︒
︵育英会の存続︶

第二条改正前の日本育英会法︵以下﹁旧法﹂と

２前項の規定により任命されたものと承なされ
る育英会の理事又は評議員の任期は︑新法第十
一条第一項又は第二十条第二項の規定にかかわ
らず︑施行日におけるその者の旧育英会の理事
又は評議員としての残任期間と同一の期間とす
︵職員に関する経過措置︶

る︒

第五条施行日の前日において旧育英会の職員
︵役員を除く︒︶である者は︑別に辞令を用いな
いで︑施行日に新法第十七条の規定により育英
会の職員として任命されたものと承なす︒
︵従前の被貸与者等に関する経過措置︶

第六条施行日前の旧育英会との貸与契約︵この
法律の施行の際現に大学院において学資の貸与
を受けている者に係るものを除く︒︶による学資
の貸与及び貸与金の返還については︑なお従前
の例による︒
ろ〜

２昭和五十九年四月一日前から引き続き高等学
校︵盲学校︑聾学校又は養護学校の高等部を含
む︒︶︑大学︑高等専門学校又は専修学校の高等
課程若しくは専門課程に在学する者で施行日以
後の育英会との貸与契約により学資の貸与を受
けようとするものに係る学資の貸与及び貸与金
の返還については︑なお従前の例による︒

３この法律の施行の際現に大学院において学資
の貸与を受けている者については︑その大学院
において受けている学資の貸与を新法第二十二

︵旧法の規定に基づく処分等の効力︶

第十条この附則に別段の定めがあるもののほ

か︑旧法の規定によりした処分︑手続その他の
行為は︑新法中の相当する規定によりした処分︑
手続その他の行為とみなす︒
︵罰則に関する経過措置︶

第十一条この法律の施行前にした行為に対する

︵所得税法の一部改正︶

罰則の適用については︑なお従前の例による︒

第十二条所得税法︵昭和四十年法律第三十三

別表第一第一号の表日本育英会の項中﹁日本

号︶の一部を次のように改正する︒

育英会法︵昭和十九年法律第三十号︶﹂を﹁日本

育英会法︵昭和五十九年法律第六十四号︶﹂に改

︵法人税法の一部改正︶

める︒

第十三条法人税法︵昭和四十年法律第三十四

別表第一第一号の表日本育英会の項中﹁日本

号︶の一部を次のように改正する︒

育英会法︵昭和十九年法律第三十号︶﹂を﹁日本

育英会法︵昭和五十九年法律第六十四号︶﹂に改

︵印紙税法の一部改正︶

める︒

号︶の一部を次のように改正する︒

第十四条印紙税法︵昭和四十二年法律第二十三

与︶﹂を﹁日本育英会法︵昭和五十九年法律第六

別表第三中﹁日本育英会法︵昭和十九年法律
第三十号︶第十六条第一項第一号︵学資の貸
条第二項の規定による第一種学資金の貸与と承

なし︑その者をその第一種学資金の貸与を受け

内閣総理大臣中曽根康弘

大蔵大臣竹下登
文部大臣森喜朗

の項とし︑十八の三の項を十九の項とする︒

別表第三中二十の項を削り︑十九の項を二十

日本育英会一加靴鮪似総糀怜剛訓罰十

加える︒

別表第二土地開発公社の項の次に次のように

十五号︶の一部を次のように改正する︒

第十五条登録免許税法︵昭和四十二年法律第三

︵登録免許税法の一部改正︶

める︒

十四号︶第二十一条第一項第一号︵業務︶﹂に改

ている者と承なして︑新法の規定を適用する︒

第七条政府は︑育英会が前条第一項又は第二項
の規定によりなお従前の例によることとされる

第四十三条文部大臣は︑次の場合には︑あらか

いう︒︶第三十三条から第三十五条までの規定に
より設立された日本育英会︵以下﹁旧育英会﹂

し︑その免除した金額に相当する額の貸付金の

貸与金の返還の免除をしたときは︑育英会に対

じめ︑大蔵大臣に協議しなければならない︒

日﹂という︒︶において︑新法の規定による育英

という︒︶は︑この法律の施行の日︵以下﹁施行

損益計算書については︑なお従前の例による︒

業年度の決算並びに財産目録︑貸借対照表及び

第九条旧育英会の昭和五十八年四月に始まる事

く﹂とする︒

前に﹂とあるのは︑﹁この法律の施行後遅滞な

ては︑新法第二十八条中﹁当該事業年度の開始

事業年度の事業計画︑予算及び資金計画につい

第八条育英会の昭和五十九年四月一日に始まる

︵事業計画等に関する経過措置︶

償還を免除することができる︒

二十八条︑第三十二条第一項︑第二項ただし

の規定により育英会の理駆又は評議員として任
命されたものとみなす︒

第四条施行日の前日において旧育英会の理事又
は評議員である者は︑別に辞令を用いないで︑
施行日に新法第十条第二項又は第二十条第一項

けて置かれたものと承なす︒
︵理事等に関する経過措腫︶

第三条旧法第二条第二項の規定により置かれた
従たる事務所は︑新法第三条第二項の認可を受

︵従たる事務所に関する経過措侭︶

る︒

会となり︑同一性をもって存続するものとす

一第二十一条第二項︑第二十五条第一項︑第
書若しくは第六項又は第三十四条の規定によ
る認可をしようとするとき︒

二第二十二条第二項︑第三項若しくは第五
項︑第二十五条第二項若しくは第三項又は第
三十七条の規定により文部省令を定めようと
するとき︒

三第三十条第一項又は第三十六条の規定によ
る承認をしようとするとき︒・
うとするとき︒

ノ

四第三十五条第一号の規定による指定をしよ
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