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包括的な支援体制の整 備（第百六条の二・第 百六条の三）

地域福祉の推進

第一章～第九章
第十 章
第一節
（略）

雑則（第百 二十五条―第百三十条 ）

第二節～第四節
第十 一章
罰則（第百三十 条の二―第百三十四条）

総則

第十二章
附則
第一章
（定義）

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。

生活保護 法（昭和二十五年法 律第百四十四号）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

次に 掲げる事業を第一種 社会福祉事業とする。

第 二条
２
一

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

児童福祉法（昭和二 十二年法律第百六十 四号）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

老人福祉法 （昭和三十八年法律 第百三十三号）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

二
三

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（平成十七年法律 第百二十三号）に 規定する障害者支援施 設を経営す

療施設又 は児童自立支援施設を 経営する事業
四

六

五

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

売春防止法 （昭和三十一年法律第百 十八号）に規定す る婦人保護施設を経営 する事業

削除

る 事業

七
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３
一

生計困 難者に対して、その住 居で衣食その他日 常の生活必需品若しく はこれに要する金銭 を与え、又は生活に 関する相談に応ずる事

次 に掲げる事業を第二種 社会福祉事業とす る。
業
生活困窮者自 立支援法（平成二十五 年法律第百五号） に規定する認定生活困 窮者就労訓練事業

児童福祉法に規定する 障害児通所支援事業、障 害児相談支援事 業、児童自立生活援助事 業、放課後児童健 全育成事業、子育て短 期支

一の二
二

援事業、 乳児家庭全戸訪問事業 、養育支援訪問事業、 地域子育て支援拠 点事業、一時預かり事 業、小規模住居型児童 養育事業、小規模

保育事業、病児 保育事業又は子育て援 助活動支援事業、同法 に規定する助産施 設、保育所、児童厚生 施設又は児童家庭支 援センターを

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） に規定する幼保連 携型

経 営する事業及び児 童の福祉の増進につい て相談に応ずる事業
二の二
認定こども園 を経営する事業

民間あっせん 機関による養子縁 組のあっせんに係る児 童の保護等に関する法 律（平成二十八年 法律第百十号）に規定 する養子縁

老人福祉法に規定 する老人居宅介護等事 業、老人デイサー ビス事業、老人短期入 所事業、小規模多機能型 居宅介護事業、 認知症対応

業又は寡婦日 常生活支援事業及び同法 に規定する母子 ・父子福祉施設を経営す る事業

母子及 び父子並びに寡婦福祉 法（昭和三十九年 法律第百二十九号）に 規定する母子家庭日常 生活支援事業、父 子家庭日常生活支援事

組 あつせん事業

二の三
三
四

型老人共 同生活援助事業 又は複合型サービス福祉 事業及び同法に 規定する老人デイサービ スセンター、老人短期 入所施設、老人福 祉セ

障害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援するた めの法律に規定す る障害福祉サービス事 業、一般相談支援事業 、特定相談

ンター又は老 人介護支援センタ ーを経営する事業
四の二

支 援事業又は移動支援事 業及び同法に規定 する地域活動支援セン ター又は福祉ホー ムを経営する事業

身体障 害者福祉法（昭和二 十四年法律第二百八 十三号）に規定する身 体障害者生活訓練 等事業、手話通訳事業 又は介助犬訓練事業若

七

六

生計困難者 のために、無料又は低額 な料金で、簡易住 宅を貸し付け、又は宿 泊所その他の施設を利 用させる事業

削除

知的障害者福祉法（昭 和三十五年法律第三 十七号）に規定する 知的障害者の更生相談に 応ずる事業

五

しくは聴導犬 訓練事業、同法に規定 する身体障害者福 祉センター、補装具製作 施設、盲導犬訓 練施設又は視聴覚障害者 情報提供施設を

八

生計困難者のため に、無料又は低額な料 金で診療を行う事業

経営する事業及び身 体障害者の更生相談に 応ずる事業

九
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４

十

生計困難者に対して、 無料又は低額な費 用で介護保険法（平成 九年法律第百二十三 号）に規定する介護老 人保健施設又は介護医 療院

隣保事業 （隣保館等の施設を設け 、無料又は低額 な料金でこれを利用させ ることその他その 近隣地域における住民 の生活の改善及

を利用さ せる事業
十一

福祉サービス利用援 助事業（精神上の理由に より日常生活を 営むのに支障がある者に 対して、無料又は 低額な料金で、福祉サ ービ

び向上を図るための 各種の事業を行うもの をいう。）
十二

ス（前項 各号及び前各号の事業 において提供されるも のに限る。以下こ の号において同じ。） の利用に関し相談に応 じ、及び助言を行

い、並びに福祉 サービスの提供を受け るために必要な手続又 は福祉サービスの 利用に要する費用の支 払に関する便宜を供 与することそ
前項 各号及び前各号 の事業に関する連絡又は 助成を行う事業

の 他の福祉サービス の適切な利用のための 一連の援助を一体的に 行う事業をいう。 ）
十三
（略）
（地 域福祉の推進）

地域 住民、社会福祉を目的 とする事業を経営 する者及び社会福祉に 関する活動を行う者（ 以下「地域住民等 」という。）は、相互

地域 住民等は、地域福祉 の推進に当たつては、福 祉サービスを必 要とする地域住民及びそ の世帯が抱える福祉 、介護、介護予防（ 要介

の 活動に参加する機会 が確保されるように、 地域福祉の推進に 努めなければならない 。

に協力し、福祉 サービスを必要とする地 域住民が地域社 会を構成する一員として 日常生活を営み、社会 、経済、文化その 他あらゆる分野

第四条

２

護状態若しく は要支援状態となる ことの予防又は要介護 状態若しくは要支 援状態の軽減若しくは 悪化の防止をいう。）、 保健医療、住ま

い、就労及び教育に 関する課題、福祉サ ービスを必要とする地 域住民の地域社会 からの孤立その他の福 祉サービスを必要とす る地域住民

が日 常生活を営み、あら ゆる分野の活動に参 加する機会が確保され る上での各般の課 題（以下「地域生活課題 」という。）を把握し 、地

域生活課題 の解決に資する支援 を行う関係機関（以 下「支援関係機関」と いう。）との連携 等によりその解決を図 るよう特に留意するも
のとする。

国及 び地方公共団体は、社 会福祉を目的とす る事業を経営する者と 協力して、社会福祉を 目的とする事業の 広範かつ計画的な実施

（福 祉サービスの提供体制 の確保等に関する国 及び地方公共団体の 責務）
第六条

が図られるよう 、福祉サービスを提供す る体制の確保に関 する施策、福祉サービ スの適切な利用の推進 に関する施策その 他の必要な各般
の措 置を講じなければ ならない。
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２

国 及び地方公共団体は、 地域住民等が地域 生活課題を把握し、支 援関係機関との連 携等によりその解決を図 ることを促進する施策 その

（略）

他地域福祉 の推進のために必要な 各般の措置を講ず るよう努めなければな らない。
（設置）
第十四 条
（略 ）

市町村（特別 区を含む。以下同じ。） の設置する福祉に関す る事務所は、生活 保護法、児童福祉法、 母子及び父子並び に寡婦福祉法、

２～５
６

老人 福祉法、身体障害 者福祉法及び知的障害 者福祉法に定める援護 、育成又は更生の 措置に関する事務のうち 市町村が処理する こととさ
（略）

れているも の（政令で定め るものを除く。）をつか さどるところとする。
７・８

社 会福祉法人の所轄庁は 、その主たる事務 所の所在地の都道府県 知事とする。ただし、 次の各号に掲げる 社会福祉法人の所轄庁

（所 轄庁）

二

一

市長（特別区 の区長を含む。以下同じ 。）
指定都市の長

社 会福祉法人でその 行う事業が二以上の地 方厚生局の管轄区域に わたるものであつ て、厚生労働省令で定め るものにあつては、 その所

にわたるもの及び第 百九条第二項に規 定する地区社会福祉協 議会である社会福 祉法人

主たる事 務所が指定都市の区 域内にある社会福祉法 人であつてその行 う事業が一の都道府県 の区域内において二以上 の市町村の区域

ないもの

主たる事務所が市 の区域内にある社会福 祉法人（次号に掲 げる社会福祉法人を除 く。）であつてその行う 事業が当該市の 区域を越え

は、当該各号に 定める者とする。

第三十条

２

轄庁は、前 項本文の規定にかか わらず、厚生労働大 臣とする。
（定款の備置き及び閲 覧等）
（略）

（略）

２

何人（評議員 及び債権者を除く。）も 、社会福祉法人 の業務時間内は、いつで も、次に掲げる請求を することができる 。この場合にお

第三十 四条の二
３

いて は、当該社会福祉 法人は、正当な理由が ないのにこれを拒ん ではならない。

- 4 -

４

二

一

定款が 電磁的記録をもつて作 成されているとき は、当該電磁的記録に 記録された事項を厚 生労働省令で定める 方法により表示したも

定款が書面をもつて作 成されているとき は、当該書面の閲覧の 請求
のの閲覧の請 求
（略）

（評議員の 資格等）
一

心身の 故障のため職務 を適正に執行することが できない者として厚生 労働省令で定める もの

法人

次に掲 げる者は、評議員となる ことができない。

二

生活保護法 、児童福祉法、老 人福祉法、身体障害者 福祉法又はこの法律の規 定に違反して刑 に処せられ、その執行を 終わり、又は執

第四十条

三

前号に該当する者を除 くほか、禁錮以上 の刑に処せられ、その 執行を終わり、又は執行 を受けることがな くなるまでの者

行を受けることがな くなるまでの者
四

第五十 六条第八項の規定によ る所轄庁の解散命 令により解散を命ぜら れた社会福祉法人の解 散当時の役員
（略）

五
２～５

役員の任期は、選任後 二年以内に終了する会 計年度のうち最終 のものに関する定時評 議員会の終結の時まで とする。ただし、

（役員の 任期）
第四十五条

定款によつて、その 任期を短縮すること を妨げない。

（略）

（役員等に 欠員を生じた場合の 措置）

（ 略）

は、一時会計監 査人の職務を行うべき者 を選任しなければ ならない。

会計監査 人が欠けた場合又は定 款で定めた会計監 査人の員数が欠けた場 合において、遅滞なく 会計監査人が選任 されないときは、監事

職権 で、一時役員の職務を 行うべき者を選任す ることができる。

前項に規定する場合 において、事務が 遅滞することにより損 害を生ずるおそれがあ るときは、所轄庁 は、利害関係人の請求 により又は

第四十五条の六
２
３
４
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（役員の欠 員補充）

理事のうち、定款で定め た理事の員数の 三分の一を超える者が欠 けたときは、遅 滞なくこれを補充しなけ ればならない。

前項の規定は、監事 について準用する。

第四十五条の七
２

社会福祉法人 は、厚生労働省令で定 める基準に従い、 会計処理を行わなけれ ばならない。

社会福祉法人 の会計年度は、四月一日 に始まり、翌年三月三 十一日に終わるも のとする。

第四十五条の 二十三
２

（略）

（計算書類 等の備置き及び 閲覧等）
第四十五条の三十 二
（略）

何 人（評議員及び債権者 を除く。）も、社 会福祉法人の業務時間 内は、いつでも、次に 掲げる請求をするこ とができる。この場合 にお

２・３
４
一

計算書類等が電磁 的記録をもつて作成さ れているときは、 当該電磁的記録に記録 された事項を厚生労働省 令で定める方法 により表示

計算書類等 が書面をもつて作成され ているときは、 当該書面又は当該書面の 写しの閲覧の請求

いては、当 該社会福祉法人は、正 当な理由がないの にこれを拒んではなら ない。
二
したもの の閲覧の請求

社 会福祉法人は、毎会計 年度終了後三月以内に （社会福祉法人が 成立した日の属する会計 年度にあつては、当 該成立

（財産目録の備置き 及び閲覧等）
第四十 五条の三十四

した日以後 遅滞なく）、厚生労 働省令で定めるとこ ろにより、次に掲げる 書類を作成し、当 該書類を五年間その主 たる事務所に、その写
一

役員等名簿（理事、監 事及び評議員の氏名 及び住所を記載した 名簿をいう。第四項にお いて同じ。）

財産目録

しを三年間その 従たる事務所に備え 置かなければならな い。
二

報酬等 （報酬、賞与その他の 職務遂行の対価とし て受ける財産上の利 益及び退職手当をいう 。次条及び第五十 九条の二第一項第二号
事業の概要その他 の厚生労働省令で定め る事項を記載した書 類

において同じ 。）の支給の基準を記載 した書類

三
四
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２

何人も、 社会福祉法人の業務時 間内は、いつでも 、財産目録等について 、次に掲げる請求 をすることができる。 この場合においては、

前 項各号に掲げる書類（ 以下この条におい て「財産目録等」とい う。）は、電磁的 記録をもつて作成するこ とができる。

一

財産目録等が電磁的記 録をもつて作成されてい るときは、当該 電磁的記録に記録された 事項を厚生労働省 令で定める方法により 表示

財産目録等が書面 をもつて作成されてい るときは、当該書 面又は当該書面の写し の閲覧の請求

財産目録等が 電磁的記録をもつ て作成されている場合 であつて、その従たる 事務所における第 三項第二号に掲げる請求 に応じることを

ることがで きる。

た場 合には、役員等名 簿に記載され、又は記 録された事項中、個人 の住所に係る記載 又は記録の部分を除外し て、同項各号の閲 覧をさせ

前項の規定に かかわらず、社会福祉法 人は、役員等名簿につ いて当該社会福祉 法人の評議員以外の者 から同項各号に掲 げる請求があつ

したもの の閲覧の請求

二

当該社会福祉法 人は、正当な理由がない のにこれを拒ん ではならない。

３

４

５

可能とするための措置 として厚生労働省 令で定めるものをとつ ている社会福祉法人に ついての第一項の 規定の適用については 、同項中「

社 会福祉法人は、理事、 監事及び評議員に 対する報酬等について 、厚生労働省令で定め るところにより、 民間事業者

主た る事務所に、その写し を三年間その従た る事務所」とあるのは 、「主たる事務所」とす る。
（報酬等）
第 四十五条の三十五

の役員の 報酬等及び従業員 の給与、当該社会福祉法 人の経理の状況 その他の事情を考慮して 、不当に高額なものと ならないような支 給の
２

社 会福祉法人は、前 項の承認を受けた報酬 等の支給の基準に従つ て、その理事、監 事及び評議員に対する報 酬等を支給しなけれ ばなら

前項の報酬等の 支給の基準は、評議員 会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、同様とする。

基準を定めな ければならない。
３
ない。
（解散事由）
（略）

（略）

２

清算人は、第 一項第二号又は第五号に 掲げる事由によ つて解散した場合には、 遅滞なくその旨を所轄 庁に届け出なけれ ばならない。

第四十 六条
３
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（社 会福祉法人についての 破産手続の開始）

社会福祉法人がそ の債務につきその 財産をもつて完済する ことができなくな つた場合には、裁判所 は、理事若しくは債権

前項に規定する場合 には、理事は、直ちに 破産手続開始の申 立てをしなければなら ない。

者の申立てによ り又は職権で、破産手続 開始の決定をす る。

第四十六条の 二
２

（略）

（清算人の 就任）
第四十六条の六
（略）

清算人は 、その氏名及び 住所を所轄庁に届け出な ければならない。

２・３
４

清算中に就職 した清算人は、そ の氏名及び住所を所轄 庁に届け出なければな らない。
（略）

５
６・７
（裁判所に よる監督）

社会福祉法人の解散及び 清算は、裁判所 の監督に属する。

裁判所は、職権で、 いつでも前項の監督に 必要な検査をする ことができる。

第四十七条の四
２

社会 福祉法人の解散及び 清算を監督する裁判所は 、社会福祉法人 の業務を監督する官庁に 対し、意見を求め、 又は調査を嘱託する こと
前項に規定する 官庁は、同項に規定す る裁判所に対し、意見 を述べることがで きる。

ができる。

３
４

清算が結了したと きは、清算人は、その 旨を所轄庁に届け出なけ ればならない。

（清算結了 の届出）
第四十七条の五
（検 査役の選任）

裁判所は、社会福 祉法人の解散及び 清算の監督に必要な調 査をさせるため、検査 役を選任すること ができる。

第四十六条の 十三の規定は、前項の規 定により裁判所 が検査役を選任した場合 について準用する。こ の場合において、 同条中「清算人

第四十七条の 六
２

及び 監事」とあるのは 、「社会福祉法人及び 検査役」と読み替え るものとする。

- 8 -

社会 福祉法人が吸収合併（社 会福祉法人が他 の社会福祉法人とする合 併であつて、合 併により消滅する社会福 祉法人の権利義

（吸収合併 契約）
第四十九条

務の全部を合併後存続 する社会福祉法人に承 継させるものをい う。以下この目及び第 百三十三条第十一号 において同じ。）を する場合に

は、 吸収合併契約において 、吸収合併後存続する社 会福祉法人（以 下この目において「吸収 合併存続社会福祉 法人」という。）及び 吸収

合併により 消滅する社会福祉法人 （以下この目において 「吸収合併消滅社 会福祉法人」という。 ）の名称及び住所そ の他厚生労働省令で
定める事項を定 めなければならない。

二以上の社会福祉 法人が新設合併（二以 上の社会福祉法人がす る合併であつて、 合併により消滅する社会 福祉法人の権利

（新設合併 契約）
第五十四条の五

義務の全部を合併によ り設立する社会福 祉法人に承継させるも のをいう。以下この目 及び第百三十三条 第十一号において同じ 。）をする

所轄庁は、この 法律の施行に必要な限度 において、社会 福祉法人に対し、その業 務若しくは財産の状 況に関し報告をさせ 、又

（ 略）

場合 には、新設合併契約に おいて、次に掲げ る事項を定めなければ ならない。
一～四
（ 監督）
第五十六 条

は当該職員に 、社会福祉法人の事 務所その他の施設に立 ち入り、その業務 若しくは財産の状況若 しくは帳簿、書類その他 の物件を検査さ
２

第一項の 規定による立入検 査の権限は、犯罪捜査 のために認められたも のと解してはなら ない。

前 項の規定により立 入検査をする職員は、 その身分を示す証明書 を携帯し、関係人 にこれを提示しなければ ならない。

せることができる。
３

所轄庁は、社 会福祉法人が、法 令、法令に基づいてす る行政庁の処分若しくは 定款に違反し、 又はその運営が著しく適 正を欠くと認め

所 轄庁は、第四項の 規定による勧告を受け た社会福祉法人が 、正当な理由がないの に当該勧告に係る措置を とらなかつたと きは、当該

その旨を公表す ることができる。

所轄庁は 、前項の規定による勧 告をした場合にお いて、当該勧告を受け た社会福祉法人が同項 の期限内にこれに 従わなかつたときは、

がで きる。

るときは、当該社会福 祉法人に対し、期限 を定めて、その改善 のために必要な措置（ 役員の解職を除く 。）をとるべき旨を勧 告すること

４

５
６
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社会 福祉法人に対し、期限 を定めて、当該勧 告に係る措置をとるべ き旨を命ずることが できる。

社会福祉 法人が前項の命令に従 わないときは、所 轄庁は、当該社会福祉 法人に対し、期間 を定めて業務の全部若 しくは一部の停止を命
（略）

７
８

所 轄庁は、第七項の規定 により役員の解職を勧告 しようとする場 合には、当該社会福祉法 人に、所轄庁の指 定した職員に対して弁 明す

じ、又は役員の 解職を勧告することがで きる。
９

る機会を与 えなければならない。 この場合においては、 当該社会福祉法人 に対し、あらかじめ、 書面をもつて、弁明 をなすべき日時、場
所及びその勧告 をなすべき理由を通知し なければならない。

前 項の通知を受けた 社会福祉法人は、代理 人を出頭させ、かつ、 自己に有利な証拠 を提出することができる 。

第九項の 規定による弁明を 聴取した者は、聴取書 及び当該勧告をする必 要があるかどうか についての意見を付し た報告書を作成し、 こ

れを所轄庁に提 出しなければなら ない。
（関 係都道府県知事等の協 力）

関係都道府県知事 等（社会福祉法人 の事務所、事業所、施 設その他これらに準ず るものの所在地の 都道府県知事又は市町

所轄 庁は、第五十六条第 一項及び第四項から第九 項まで並びに前 条の事務を行うため必要 があると認めるとき は、関係都道府県知 事等

が 必要であると認める ときは、当該社会福祉 法人の所轄庁に対 し、その旨の意見を述 べることができる。

村長であつて、 当該社会福祉法人の所轄 庁以外の者をい う。次項において同じ。 ）は、当該社会福祉法 人に対して適当な 措置をとること

第五十七条の 二

２

に対し、情報 又は資料の提供その 他必要な協力を求める ことができる。

社会福祉法人は、 毎会計年度終了後三月 以内に、厚生労働省令 で定めるところに より、次に掲げる書類 を所轄庁に届け出な け

（所 轄庁への届出）
第五十九条
一

第四十五条の三十四第 二項に規定する財産 目録等

第四十五条の三十 二第一項に規定する 計算書類等

ればならない。
二

社会福 祉法人は、次の各号に 掲げる場合の区分 に応じ、遅滞なく、厚 生労働省令で定めるとこ ろにより、当該 各号に定め

（情報の公開等 ）
第五十 九条の二
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11 10

当該承認 を受けた報酬等の支給 の基準

第三十 一条第一項若しくは第 四十五条の三十六 第二項の認可を受けた とき、又は同条第四 項の規定による届出 をしたとき

る事 項を公表しなければな らない。
一
第四十五条の三十 五第二項の承認を受け たとき

容
二
前条の規定による届出 をしたとき

定款の内

（略）

同条各号に 掲げる書類のう ち厚生労働省令で定める 書類の内容

三
２

都道府県知事 は、前項前段の事務を行 うため必要があると認 めるときは、当該 都道府県の区域内に主 たる事務所を有す る社会福祉法人

第四項の 規定は、都道府県知事 が前項の規定による厚 生労働大臣の求め に応じて情報を提供す る場合について準用す る。

を有する 社会福祉法人の活 動の状況その他の厚生労 働省令で定める 事項に関する情報の提供 を求めることができる 。

厚生労働大臣は、前 項の施策を実施するた め必要があると認 めるときは、都道府県 知事に対し、当該都道 府県の区域内に主 たる事務所

を通じて迅速に 当該情報を提供できるよ う必要な施策を 実施するものとする。

ることがで きるように体系的に構 成したものをいう 。）の整備を図り、国 民にインターネットそ の他の高度情報通 信ネットワークの利用

厚 生労働大臣は、社会福 祉法人に関する情 報に係るデータベース （情報の集合物であつ て、それらの情報を 電子計算機を用いて検 索す

るものとする。

所轄庁は、前 項の規定による都 道府県知事の求めに応 じて情報を提供すると きは、電磁的方法 その他の厚生労働省令で 定める方法によ

供を求める ことができる。

の所 轄庁（市長に限る 。次項において同じ。 ）に対し、社会福祉法 人の活動の状況そ の他の厚生労働省令で定 める事項に関する 情報の提

３

４
５

６
７

厚生労働大臣 は、都道府県知事及び 市長に対して、都道府 県知事は、市長に 対して、社会福祉法人 の指導及び監督に関 す

（厚 生労働大臣及び都道 府県知事の支援）
第五十九条の 三

地域福祉の推進

る事務の実施に 関し必要な助言、情 報の提供その他の支 援を行うよう努めなけれ ばならない。
第十章

社会福祉 を目的とする事業を経 営する者のうち、 次に掲げる事業を行う もの（市町村の委託を受 けてこれらの事 業を行う者

（地域子育て支 援拠点事業等を経営する 者の責務）
第百六 条の二
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を含 む。）は、当該事業を 行うに当たり自ら がその解決に資する支 援を行うことが困難 な地域生活課題を把握 したときは、当該地域 生活

課題を抱え る地域住民の心身の状 況、その置かれて いる環境その他の事情 を勘案し、支援関係 機関による支援の必 要性を検討するよう努

めるとともに、 必要があると認めるとき は、支援関係機 関に対し、当該地域生活 課題の解決に資す る支援を求めるよう努 めなければなら
（略）

ない。
一

母子保 健法（昭和四十年法律 第百四十一号）第二十 二条第一項に規定 する母子健康包括支援 センターを経営する 事業
（略）

二
三～五

市 町村は、次に掲げ る事業の実施その他の 各般の措置を通じ、地 域住民等及び支援 関係機関による、地域福 祉の推進のため

（包括的な 支援体制の整備 ）

三

二

一

厚生労働大臣は 、前項各号に掲げる事 業に関して、その適切 かつ有効な実施を 図るため必要な指針を 公表するものとする 。

するために、 相互の有機的な連 携の下、その解決に資 する支援を一体的 かつ計画的に行う体制 の整備に関する事業

生活 困窮者自立支援法 第三条第二項に規定する 生活困窮者自立 相談支援事業を行う者そ の他の支援関係機関が 、地域生活課題を 解決

関 係機関に対し、協 力を求めることができ る体制の整備に関 する事業

地域住民等 が自ら他の地域住民が抱 える地域生活課 題に関する相談に応じ、 必要な情報の提供及び 助言を行い、必要 に応じて、支援

備、地域 住民等に対する研修の 実施その他の地域 住民等が地域福祉を推 進するために必要な環 境の整備に関する 事業

地域福祉に関する活動 への地域住民の参 加を促す活動を行う者 に対する支援、地域住民 等が相互に交流を 図ることができる拠点 の整

の相互の協力が円滑に 行われ、地域生活 課題の解決に資する支 援が包括的に提供され る体制を整備する よう努めるものとする 。

第百六条の三

２

市町村 は、地域福祉の推 進に関する事項として 次に掲げる事項を一体的 に定める計画（ 以下「市町村地域福祉計 画」という。）

（市町村地 域福祉計画）
第百七条

三

二

一

地域福祉に関する 活動への住民の参加の 促進に関する事項

地域におけ る社会福祉を目的とする 事業の健全な発達 に関する事項

地域に おける福祉サービスの 適切な利用の推進に 関する事項

地域における高齢者の 福祉、障害者の福祉 、児童の福祉その他 の福祉に関し、共通して 取り組むべき事項

を策定するよう努める ものとする。

四
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五
２・３

前条第一項各号に掲げ る事業を実施する 場合には、同項各号に 掲げる事業に関する 事項
（略 ）

都道府県は、市町 村地域福祉計画の達成に 資するために、 各市町村を通ずる広域的 な見地から、市町 村の地域福祉の支援に 関す

（都道府県地域福祉支 援計画）
第百八 条

三

二

一

福祉サービ スの適切な利用の 推進及び社会福祉を目 的とする事業の健全な発 達のための基盤 整備に関する事項

社会福 祉を目的とする 事業に従事する者の確保 又は資質の向上に関す る事項

市町村の地域福祉 の推進を支援するため の基本的方針に関する 事項

地域におけ る高齢者の福祉、障害者 の福祉、児童の福祉そ の他の福祉に関し 、共通して取り組むべ き事項

る事項とし て次に掲げる事項を一 体的に定める計画（以 下「都道府県地域 福祉支援計画」という 。）を策定するよう 努めるものとする。

四

市町村による第百 六条の三第一項各 号に掲げる事業の実施 の支援に関する事項
（略）
雑則

五
２・３
第十一章
（略）

次に掲げる者 が、自己若しくは第三 者の利益を図り又は社 会福祉法人に損害 を加える目的で、その 任務に背く行為をし 、

罰則

第百二十 五条～第百三十条
第十二章
第百三十条の 二

当該社会福祉法 人に財産上の損害を 加えたときは、七年 以下の懲役若しくは五百 万円以下の罰金 に処し、又はこれを併科 する。
（略）

第四十二条第二項又は 第四十五条の六第二 項（第四十五条の十 七第三項において準用す る場合を含む。） の規定により選任され た一

一・二
三
（略）

時評議員 、理事、監事又は理事 長の職務を行うべき者
２・３
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第百三 十条の三

次に掲げる 者が、その職務に 関し、不正の請託を受 けて、財産上の利 益を収受し、又はその要 求若しくは約束をした とき

（略）

は、五年以 下の懲役又は五百万円 以下の罰金に処す る。
一

会計監査人又は第 四十五条の六第三項の 規定により選任さ れた一時会計監査人の 職務を行うべき者
（略）

第百三十条の三第 一項第二号に掲げる者 が法人であるときは、 同項の規定は、そ の行為をした会計監査人 又は一時会計監

第百三十条の二及び前条 第一項の罪は、日本国 外においてこれら の罪を犯した者にも適 用する。

二
２・３

（ 略）

第百三十条の四
２
第百三十条の五

第九十五条の四（ 第百一条及び第百 六条において準用する 場合を含む。）又は第 九十五条の五第二 項の規定に違反した者

査人の職務を行うべき 者の職務を行うべ き者に対して適用する 。
第百三十条の 六

は、一年以下の 懲役又は五十万円以下の 罰金に処する。

一

第六十二条第二 項又は第六十七条第 二項の規定に違反して 社会福祉事業を経 営した者

第五十七 条に規定する停止命 令に違反して引き続き その事業を行つた 者

次の各号のい ずれかに該当する者は、 六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金 に処する。

二

第七十二条第一項か ら第三項まで（これ らの規定を第七十三条 の規定により読み 替えて適用する場合を含 む。）に規定する制限 若し

第百三十 一条

三

くは停止 の命令に違反した者又 は第七十二条第一 項若しくは第二項の規 定により許可を取 り消されたにもかかわ らず、引き続きその社

第百三 十二条

評 議員、理事、監事、会計 監査人若しくは その職務を行うべき社員 、清算人、民事保全法 第五十六条に規定 する仮処分命令

（略）

会福祉事業を 経営した者

第百三十三条

によ り選任された評議 員、理事、監事若しく は清算人の職務を代 行する者、第百三十 条の二第一項第三号に規 定する一時評議 員、理事、
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監事 若しくは理事長の職務 を行うべき者、同 条第二項第三号に規定 する一時清算人若し くは清算法人の監事の 職務を行うべき者、同 項第

四号に規定 する一時代表清算人の 職務を行うべき者 、同項第五号に規定す る一時清算法人の評 議員の職務を行うべ き者又は第百三十条の

三第一項第二号 に規定する一時会計監査 人の職務を行う べき者は、次のいずれか に該当する場合に は、二十万円以下の過 料に処する。た
（略）

だし、その行為につい て刑を科すべきときは 、この限りでない 。
一・ 二

第三十 四条の二第二項若しく は第三項、第四十五条 の十一第四項、第 四十五条の十五第二項 若しくは第三項、第 四十五条の十九第三

第四十 五条の三十六第四項の 規定に違反して、 届出をせず、又は虚偽 の届出をしたとき。

三

項、第四十五条 の二十五、第四十五条 の三十二第三項若しく は第四項、第四十 五条の三十四第三項、 第四十六条の二十第 二項若しくは

第 三項、第四十六条 の二十六第二項、第五 十一条第二項、第五十 四条第二項、第五 十四条の四第三項、第五 十四条の七第二項若 しくは

第五十四 条の十一第三項の 規定又は第四十五条の 九第十項において準用 する一般社団法人 及び一般財団法人に関 する法律第百九十四 条

第三項の規定 に違反して、正当 な理由がないのに、書 類若しくは電磁的記録に 記録された事項 を厚生労働省令で定める 方法により表示

したものの閲覧若し くは謄写又は書類 の謄本若しくは抄本の 交付、電磁的記録に記 録された事項を電 磁的方法により提供す ること若し
四
（略）

く はその事項を記載した 書面の交付を拒ん だとき。
五

第三十四条の二第 一項、第四十五条の十 一第二項若しくは 第三項、第四十五条の 十五第一項、第四十五条 の三十二第一項 若しくは第

第四十 六条の二第二項又は 第四十六条の十二第 一項の規定に違反して 、破産手続開始の 申立てを怠つたとき。

と き。

社団法人及び一般財 団法人に関する法 律第百九十四条第二項 の規定に違反して 、帳簿又は書類若しく は電磁的記録を備え置 かなかつた

五十四条の四 第二項、第五十四 条の七第一項若しくは 第五十四条の十一 第二項の規定又は第四 十五条の九第十項におい て準用する一般

二項、第 四十五条の三十 四第一項、第四十六条の 二十第一項、第 四十六条の二十六第一項 、第五十一条第一項、 第五十四条第一項 、第

六

七
（略 ）

第 二十三条又は第百十三条 第四項の規定に 違反した者は、十万円以 下の過料に処する。

第五十六条第一 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 査を拒み、妨げ、若し くは忌避し

八～十一
十二
た とき。
第百三十四条
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（略）

介護保険法（平成九 年法律第百二十三号） （抄）

（略）

別表（ 第百二十七条関係）

○
（保険者）
（略）

市 町村及び特別区は 、介護保険に関する収 入及び支出について、 政令で定めるとこ ろにより、特別会計を設 けなければなら ない。

第三条
２

（略）

（国及び地方公 共団体の責務）
第五条
（略）

国及び地 方公共団体は、前項の 規定により同項に 掲げる施策を包括的に 推進するに当たっては 、障害者その他の 者の福祉に関する施策

２・３
４

との有機的な連 携を図るよう努めなけれ ばならない。
（認知症 に関する施策の総 合的な推進等）

国及び地方公共団体は 、認知症（脳血管疾患 、アルツハイマー 病その他の要因に基づ く脳の器質的な変化に より日常生活に支

国及び地 方公共団体は、前項の 施策の推進に当た っては、認知症である 者及びその家族の意向 の尊重に配慮する よう努めなければなら

必要 な措置を講ずることそ の他の認知症に関す る施策を総合的に推 進するよう努めなければ ならない。

に努めるとともに、認 知症である者を現に 介護する者の支援並 びに認知症である者の 支援に係る人材の 確保及び資質の向上を 図るために

断及び治療並び に認知症である者の 心身の特性に応じた リハビリテーション及び 介護方法に関す る調査研究の推進並びに その成果の活用

国及び地 方公共団体は、被 保険者に対して認知症 に係る適切な保健医療 サービス及び福祉 サービスを提供するた め、認知症の予防、 診

であ る者への支援が適切 に行われるよう、認 知症に関する知識の普 及及び啓発に努め なければならない。

障が生じる程度にま で記憶機能及びその 他の認知機能が低下し た状態をいう。以 下同じ。）に対する国 民の関心及び理解を深 め、認知症

第五条の二

２

３
ない。
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（略）

この法律 において「訪問介護」 とは、要介護者で あって、居宅（老人福 祉法（昭和三十八 年法律第百三十三号） 第二十条の六に規定す

第八条
２

る軽費老人ホー ム、同法第二十九条第一 項に規定する有 料老人ホーム（第十一項 及び第二十一項に おいて「有料老人ホー ム」という。）

その他の厚生労働省令 で定める施設における 居室を含む。以下 同じ。）において介護 を受けるもの（以下 「居宅要介護者」と いう。）に

つい て、その者の居宅にお いて介護福祉士その他政 令で定める者に より行われる入浴、排せ つ、食事等の介護 その他の日常生活上の 世話

であって、 厚生労働省令で定める もの（定期巡回・随時 対応型訪問介護看 護（第十五項第二号に 掲げるものに限る。 ）又は夜間対応型訪
（略）

問介護に該当す るものを除く。）をいう 。
３～

（略）

市町村の区域内に住所 を有する六十五歳 以上の者（以下「第一 号被保険者」という。）

次の各号のいず れかに該当する者 は、市町村又は特別区 （以下単に「市町村」 という。）が行う 介護保険の被保険者と する。

（被保険者）
第九条
一
二

市町村は、要介 護認定を受けた被保険者 （以下「要介護 被保険者」という。）の うち居宅において介 護を受けるもの（以 下「

（ 居宅介護サービス費 の支給）
第四十一 条

居宅要介護被 保険者」という。） が、都道府県知事が指 定する者（以下「 指定居宅サービス事業 者」という。）から当該 指定に係る居宅

サービス事業を行う 事業所により行われ る居宅サービス（以下 「指定居宅サービ ス」という。）を受け たときは、当該居宅要 介護被保険

者に 対し、当該指定居宅 サービスに要した費 用（特定福祉用具の購 入に要した費用を 除き、通所介護、通所リ ハビリテーション、短 期入

所生活介護 、短期入所療養介護 及び特定施設入居者 生活介護に要した費用 については、食事 の提供に要する費用、 滞在に要する費用その

他の日常生活に 要する費用として厚 生労働省令で定める 費用を除く。以下この条 において同じ。 ）について、居宅介護サ ービス費を支給

する。ただし、当該居 宅要介護被保険者が 、第三十七条第一項 の規定による指定を受 けている場合にお いて、当該指定に係る 種類以外の
（略 ）

居宅 サービスを受けたとき は、この限りでない 。
２～

（地 域密着型介護サー ビス費の支給）
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29
11

第四十 二条の二

市町村は、 要介護被保険者が 、当該市町村（住所地 特例適用被保険者 である要介護被保険者（ 以下「住所地特例適用 要介

護被保険者 」という。）に係る特 定地域密着型サー ビスにあっては、施設 所在市町村を含む。 ）の長が指定する者 （以下「指定地域密着

型サービス事業 者」という。）から当該 指定に係る地域 密着型サービス事業を行 う事業所により行 われる地域密着型サー ビス（以下「指

定地域密着型サービス 」という。）を受けた ときは、当該要介 護被保険者に対し、当 該指定地域密着型サ ービスに要した費用 （地域密着

型通 所介護、認知症対応型 通所介護、小規模多機能 型居宅介護、認 知症対応型共同生活介護 、地域密着型特定 施設入居者生活介護及 び地

域密着型介 護老人福祉施設入所者 生活介護に要した費用 については、食事 の提供に要する費用、 居住に要する費用そ の他の日常生活に要

する費用として 厚生労働省令で定める費 用を除く。以下この条 において同じ。） について、地域密着型 介護サービス費を 支給する。ただ

し、 当該要介護被保険 者が、第三十七条第一 項の規定による指定を 受けている場合に おいて、当該指定に係る 種類以外の地域密 着型サー
（略）

ビスを受け たときは、この 限りでない。
２～

市町村長は、次の 各号のいずれかに 該当する場合において は、当該指定地域密着 型サービス事業者 に係る第四十二条の二

（指 定の取消し等）
第七十八条の 十

第一項本文の指 定を取り消し、又は期間 を定めてその指 定の全部若しくは一部の 効力を停止することが できる。
（略）
（略）

指 定地域密着型サー ビス事業者に係る老人福 祉法第二十九条 第十六項の規定による通 知を受けたとき。

一 ～十二
十三
十四～十六

指定居宅 サービス事業者、指定 地域密着型サービス事 業者、指定居宅介 護支援事業者、指定介 護予防サービス事業 者

（業 務管理体制の整備等 ）
第百十五条の 三十二

、指定地域密着 型介護予防サービス 事業者及び指定介護 予防支援事業者並びに指 定介護老人福祉 施設、介護老人保健施設 及び介護医療院

の開設者（以下「介護 サービス事業者」と いう。）は、第七十 四条第六項、第七十八 条の四第八項、第 八十一条第六項、第八 十八条第六

項、 第九十七条第七項、第 百十一条第七項、第 百十五条の四第六項 、第百十五条の十四第八 項又は第百十五条 の二十四第六項に規定 する
（略）

義務の履行 が確保されるよう、厚 生労働省令で定める 基準に従い、業務管 理体制を整備しなけれ ばならない。
２～５
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10

（地 域支援事業）

二

一

市町村は、被 保険者（当該市町 村が行う介護保険の住 所地特例適用被保 険者を除き、当該市町 村の区域内に所在する

居宅 要支援被保険者等 の介護予防を目的とし て、当該居宅要支援被 保険者等の居宅に おいて、厚生労働省令 で定める基準に従っ て

、厚生労働省令で 定める期間にわた り日常生活上の支援を 行う事業（以下この項 において「第一号 訪問事業」という。）

居宅要支援被保 険者等の介護予防 を目的として、厚生労 働省令で定める施設に おいて、厚生労働 省令で定める基準に従 って、厚生

労働省 令で定める期間にわた り日常生活上の支 援又は機能訓練を行う 事業（以下この項にお いて「第一号通所 事業」という。）

厚生 労働省令で定める基準 に従って、介護予 防サービス事業若しく は地域密着型介護予防 サービス事業又は 第一号訪問事業若しく

は第一号通所事業 と一体的に行われる場 合に効果があると 認められる居宅要支援 被保険者等の地域にお ける自立した日常 生活の支援
と して厚生労働省令で 定めるものを行う事業（ ニにおいて「第 一号生活支援事業」とい う。）

居宅 要支援被保険者 等（指定介護予防支援又 は特例介護予防 サービス計画費に係る介 護予防支援を受けてい る者を除く。）の 介護

予防を目的と して、厚生労働省令で 定める基準に従って、 その心身の状況、 その置かれている環境 その他の状況に応じて 、その選択

に基づき、第一号訪 問事業、第一号通所 事業又は第一号生活支 援事業その他の適 切な事業が包括的かつ効 率的に提供されるよ う必要
な援助 を行う事業（以下 「第一号介護予防支援 事業」という。）

被保険 者（第一号被保険者 に限る。）の要介護 状態等となることの予 防又は要介護状態 等の軽減若しくは悪化 の防止のため必要な事

市町村は、介護予防 ・日常生活支援総 合事業のほか、被保険 者が要介護状態等とな ることを予防する とともに、要介護状態 等となった

業（介護予防 サービス事業及び地域 密着型介護予防サ ービス事業並びに第一号 訪問事業及び第 一号通所事業を除く。）

ニ

ハ

ロ

イ

を 行う事業（以下「 第一号事業」という。 ）

居宅要支援 被保険者その他の厚生労 働省令で定める被保険 者（以下「居宅要 支援被保険者等」とい う。）に対して、 次に掲げる事業

防・日常生 活支援総合事業」とい う。）を行うものとす る。

ため の施策を総合的かつ一 体的に行うため、厚生労 働省令で定める 基準に従って、地域支援 事業として、次に 掲げる事業（以下「介 護予

いて同じ。）の要介護 状態等となることの予 防又は要介護状態 等の軽減若しくは悪化 の防止及び地域にお ける自立した日常生 活の支援の

住所地特例対象 施設に入所等をしている 住所地特例適用 被保険者を含む。第三項 第三号及び第百十 五条の四十九を除き、 以下この章にお

第百十五条の 四十五

２

場合 においても、可能な限 り、地域において自 立した日常生活を営 むことができるよう支援 するため、地域支 援事業として、次に掲 げる

被保険者の 心身の状況、その居宅に おける生活の実態 その他の必要な実情の 把握、保健医療、公衆 衛生、社会福祉そ の他の関連施策

事業を行う ものとする。
一

に 関する総合的な情 報の提供、関係機関と の連絡調整その他の被 保険者の保健医療 の向上及び福祉の増進を 図るための総合 的な支援を
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３

４
５

６

被保険 者に対する虐待の防止 及びその早期発見 のための事業その他の 被保険者の権利擁護 のため必要な援助を 行う事業

行 う事業
二

保健医療及 び福祉に関する専門的知 識を有する者に よる被保険者の居宅サー ビス計画及び施設 サービス計画の検証、 その心身の状況

保健医療及 び福祉に関する専 門的知識を有する者に よる認知症の早期におけ る症状の悪化の 防止のための支援その他 の認知症である

係る体制 の整備その他のこ れらを促進する事業

被保険者の地域に おける自立した日常生 活の支援及び要介護状 態等となることの 予防又は要介護状態等の 軽減若しくは悪化 の防止に

るものとして厚 生労働省令で定める事 業（前号に掲げる事業 を除く。）

医療に 関する専門的知識を有 する者が、介護サービ ス事業者、居宅に おける医療を提供する 医療機関その他の関 係者の連携を推進す

日常 生活を営むことがで きるよう、包括的かつ継 続的な支援を行 う事業

、介護給付等対象サ ービスの利用状況その 他の状況に関する 定期的な協議その他の 取組を通じ、当該被保 険者が地域におい て自立した

三

四
五
六

又はその疑いのある 被保険者に対する 総合的な支援を行う事 業

市 町村は、介護予防・日 常生活支援総合事 業及び前項各号に掲げ る事業のほか、厚生労 働省令で定めるとこ ろにより、地域支援事 業と

二

一

その 他介護保険事業の 運営の安定化及び被保険 者（当該市町村 の区域内に所在する住所 地特例対象施設に入所 等をしている住所 地特

介護方法の指導そ の他の要介護被保険者 を現に介護する者 の支援のため必要な事 業

介護給付等 に要する費用の適正化の ための事業

して、次に 掲げる事業を行うこと ができる。

三

例適用被保険 者を含む。）の地 域における自立した日 常生活の支援のた め必要な事業

地域支援事業は 、当該市町村における 介護予防に関する事業 の実施状況、介護 保険の運営の状況、七 十五歳以上の被保険 者の数その他
の状 況を勘案して政令で 定める額の範囲内で 行うものとする。

市町村は 、地域支援事業を 行うに当たっては、高 齢者保健事業（高齢者 の医療の確保に関 する法律第百二十五条 第一項に規定する高 齢

者保健事業をい う。以下この条及び 第百十七条第三項第 六号において同じ。）を 行う後期高齢者 医療広域連合（同法第四 十八条に規定す

る後期高齢者医療広域 連合をいう。以下こ の条において同じ。 ）との連携を図るとと もに、高齢者の身 体的、精神的及び社会 的な特性を

踏ま え、地域支援事業を効 果的かつ効率的で被 保険者の状況に応じ たきめ細かなものとする ため、高齢者保健 事業及び国民健康保険 法第

八十二条第 三項に規定する高齢者 の心身の特性に応じ た事業（第百十七条 第三項第六号において 「国民健康保険保 健事業」という。）と
一体的に実施す るよう努めるものとする 。

市 町村は、前項の規 定により地域支援事業 を行うに当たって 必要があると認めると きは、他の市町村及び後 期高齢者医療広 域連合に対
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７
８

９

し、 被保険者に係る保健医 療サービス若しく は福祉サービスに関す る情報、高齢者の医 療の確保に関する法律 の規定による療養に関 する

情報若しく は同法第百二十五条第 一項に規定する健 康診査若しくは保健指 導に関する記録の写 し若しくは同法第十 八条第一項に規定する

特定健康診査若 しくは特定保健指導に関 する記録の写し 又は国民健康保険法の規 定による療養に関 する情報その他地域支 援事業を効果的

かつ効率的に実施する ために必要な情報とし て厚生労働省令で 定めるものの提供を求 めることができる。

前 項の規定により、情報 又は記録の写しの提供を 求められた市町 村及び後期高齢者医療広 域連合は、厚生労 働省令で定めるところ によ
り、当該情 報又は記録の写しを提 供しなければならない 。

市町村は、第 五項の規定により地域支 援事業を実施するため 、前項の規定によ り提供を受けた情報又 は記録の写しに加 え、自らが保有

する 当該被保険者に係 る保健医療サービス若 しくは福祉サービスに 関する情報、高齢 者の医療の確保に関する 法律第十八条第一 項に規定

する特定健 康診査若しくは 特定保健指導に関する記 録又は国民健康保険法 の規定による療養 に関する情報を併せて 活用することがで きる。

市町村は、地 域支援事業の利用 者に対し、厚生労働省 令で定めるところによ り、利用料を請求 することができる。

地域包括支援 センターは、第一 号介護予防支援事業（ 居宅要支援被保険者に 係るものを除く。 ）及び第百十五条の四
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（地 域包括支援センター）
第百十五条の 四十六

十五第二項各号 に掲げる事業（以下「包 括的支援事業」 という。）その他厚生労 働省令で定める事業を 実施し、地域住民 の心身の健康の

保 持及び生活の安定の ために必要な援助を行 うことにより、そ の保健医療の向上及び 福祉の増進を包括的に支 援することを目 的とする施
（略 ）

設とする 。
２～

市町村は、基本指 針に即して、三年を一 期とする当該市町村が 行う介護保険事業 に係る保険給付の円滑 な実施に関する計画 （

前項第 一号の必要利用定員総 数その他の介護給付 等対象サービスの種 類ごとの見込量の確保 のための方策

（略）
一

各年度にお ける地域支援事業に要す る費用の額及び地 域支援事業の見込量の 確保のための方策

２

二

介護給付等対象サ ービスの種類ごとの量 、保険給付に要する 費用の額、地域支援 事業の量、地域支援事業 に要する費用の 額及び保険

市 町村介護保険事業計画 においては、前項 各号に掲げる事項のほ か、次に掲げる事項につ いて定めるよう努 めるものとする。

三

３

以下「市町村介 護保険事業計画」と いう。）を定めるも のとする。

第百十七条

（市 町村介護保険事業計 画）

12

４

四
五

六

料 の水準に関する中長期 的な推計

指定居 宅サービスの事業、指 定地域密着型サー ビスの事業又は指定居 宅介護支援の事業を 行う者相互間の連携 の確保に関する事業そ

の他の介護給 付等対象サービス（介護 給付に係るもの に限る。）の円滑な提供 を図るための事業に 関する事項

指定介護予防サー ビスの事業、指定地域 密着型介護予防サ ービスの事業又は指定 介護予防支援の事業 を行う者相互間の連 携の確保に

関す る事業その他の介護 給付等対象サービス（予 防給付に係るも のに限る。）の円滑な提 供及び地域支援事業 の円滑な実施を図る ため
の事業に 関する事項

認知症であ る被保険者の地域におけ る自立した日常生活の 支援に関する事項 、地域支援事業と高齢 者保健事業及び国 民健康保険保健

事 業の一体的な実施 に関する事項、居宅要 介護被保険者及び居宅 要支援被保険者に 係る医療その他の医療と の連携に関する事項 、高齢

者の居住 に係る施策との連 携に関する事項その他 の被保険者の地域にお ける自立した日常 生活の支援のため必要 な事項

市町村介護保 険事業計画は、当 該市町村の区域におけ る要介護者等の人数、 要介護者等の介護 給付等対象サービスの利 用に関する意向

市町村介 護保険事業計画は、社 会福祉法第百七条 第一項に規定する市町 村地域福祉計画、高齢 者の居住の安定確 保に関する法律（平成

（略）

その他の事情を勘案し て作成されなけれ ばならない。

～

（ 略）

都道府県は 、基本指針に即して、 三年を一期とする介護 保険事業に係る保 険給付の円滑な実施の支 援に関する計画（以 下「都

道府県介護 保険事業支援計画」 という。）を定める ものとする。
（略）

都道府県介護保険事 業支援計画におい ては、前項各号に掲げ る事項のほか、次に掲 げる事項について 定めるよう努めるもの とする。
二

介護支援専 門員その他の介護給付等 対象サービス及び 地域支援事業に従事す る者の確保又は資質の 向上に資する事業 に関する事項

介護サ ービス情報の公表に関 する事項

介護保険施設その他の 介護給付等対象サー ビスを提供するため の施設における生活環境 の改善を図るため の事業に関する事項

三

介護保険施設相互 間の連携の確保に関す る事業その他の介護 給付等対象サービス の円滑な提供を図るため の事業に関する 事項

一

四
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５～９

３

２

第百十 八条

（都道府県介護保険 事業支援計画）

13

の 保健、医療、福祉又 は居住に関する事項を 定めるものと調和 が保たれたものでなけ ればならない。

十三年法律第二 十六号）第四条の二第一 項に規定する市 町村高齢者居住安定確保 計画その他の法律の規 定による計画であ って要介護者等

10
11

五
４～

介護予防・日常生活支 援総合事業及び第 百十五条の四十五第二 項各号に掲げる事業 に関する市町村相互間 の連絡調整を行う事業 に関
する事項
（略）

厚生労働大臣は、 市町村介護保険事業計 画及び都道府県介 護保険事業支援計画の 作成、実施及び評 価並びに国民の健康の

（市 町村介護保険事業計画 の作成等のための調査及 び分析等）
第百十八条の 二

保持増進及びそ の有する能力の維持向上 に資するため、次に掲 げる事項に関する 情報（以下「介護保険 等関連情報」とい う。）について

介護給 付等に要する費 用の額に関する地域別、 年齢別又は要介護認定 及び要支援認定別 の状況その他の厚生労 働省令で定める事 項

調査 及び分析を行い、 その結果を公表するも のとする。
一

市町村は、厚生労働 大臣に対し、介護 保険等関連情報を、厚 生労働省令で定める方 法により提供しな ければならない。

被保険者の 要介護認定及び要 支援認定における調査 に関する状況その他の厚 生労働省令で定 める事項

２

厚 生労働大臣は、必要が あると認めるとき は、都道府県及び市町 村に対し、介護保険等 関連情報を、厚生労 働省令で定める方法に より

二
３
提供するよ う求めることができる 。

厚生労働大 臣は、第百十八条の二第 一項に規定する 調査及び分析並びに第百 十八条の三第一項の 規定による利用又は 提供

（ 支払基金等への委託 ）
第百十八 条の十

に係る事務の 全部又は一部を社会 保険診療報酬支払基金 法（昭和二十三年 法律第百二十九号）に よる社会保険診療報酬支 払基金（以下「

支払基金」という。 ）又は連合会その他 厚生労働省令で定める 者（次条において 「支払基金等」という 。）に委託することが できる。

国は、政令 で定めるところにより 、市町村に対し、介護 予防・日常生活支 援総合事業に要する費 用の額の百分の二十 に

国 は、政令で定める ところにより、市町村 に対し、地域支援 事業（介護予防・日常 生活支援総合事業を除く 。）に要する費 用の額に、

とする。

前項の規 定により交付する額の 総額は、各市町村 の介護予防・日常生活 支援総合事業に要する 費用の額の総額の 百分の五に相当する額

者の 年齢階級別の分布状況 、第一号被保険者の 所得の分布状況等を 考慮して、政令で定める ところにより算定 した額を交付する。

国は、介護保険の財 政の調整を行うた め、市町村に対し、介 護予防・日常生活支援 総合事業に要する 費用の額について、第 一号被保険

相当する額を交 付する。

第百二十二条 の二
２
３
４
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11

第百 二十五条第一項の第二 号被保険者負担率 に百分の五十を加えた 率を乗じて得た額（ 以下「特定地域支援事 業支援額」という。） の百
分の五十に 相当する額を交付する 。

都道府県は、 政令で定めるところによ り、市町村に対 し、介護給付及び予防給 付に要する費用の 額について、次の各号 に掲

（都道府県の負担等）
第百二 十三条

介護給付（ 次号に掲げるものを除く 。）及び予防給付（同 号に掲げるものを 除く。）に要する費用

げる費用の 区分に応じ、当該各号 に定める割合に相当す る額を負担する。
一

介護給付（介護保 険施設及び特定施設入 居者生活介護に係るも のに限る。）及び 予防給付（介護予防特定 施設入居者生活介 護に係る

百分の十二・五

二
百分の十七・五

第百二十一条 第二項の規定は、 前項に規定する介護給 付及び予防給付に要す る費用の額につい て準用する。

ものに限 る。）に要する費 用
２

都道府県は、政令で 定めるところによ り、市町村に対し、介 護予防・日常生活支援 総合事業に要する 費用の額の百分の十二 ・五に相当

都道府県 は、政令で定めるとこ ろにより、市町村 に対し、特定地域支援 事業支援額の百分の二 十五に相当する額 を交付する。

する 額を交付する。

３
４

市町村は、政 令で定めるところにより 、その一般会計 において、介護給付及び 予防給付に要する費 用の額の百分の十二 ・五

（ 市町村の一般会計に おける負担）
第百二十 四条

第百二十一条第 二項の規定は、前項に 規定する介護給付及び 予防給付に要する 費用の額について準用 する。

に相当する額 を負担する。
２

市 町村は、政令で定 めるところにより、そ の一般会計において、 介護予防・日常生 活支援総合事業に要する 費用の額の百分の十 二・五

市町村は、政 令で定めるところ により、その一般会計 において、特定地域支援 事業支援額の百 分の二十五に相当する額 を負担する。

に相当する 額を負担する。

３
４

市町村の介護保険に 関する特別会計に おいて負担する費用の うち、介護給付及び予 防給付に要する費 用の額に第二号被保険

（介 護給付費交付金）
第百二十五条

者負担率を乗じ て得た額（以下「医療保 険納付対象額」と いう。）については、 政令で定めるところに より、支払基金が 市町村に対して
交付 する介護給付費交 付金をもって充てる。
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２

前 項の第二号被保険者負 担率は、すべての 市町村に係る被保険者 の見込数の総数に 対するすべての市町村に 係る第二号被保険者の 見込
（略）

数の総数の 割合に二分の一を乗じ て得た率を基準と して設定するものとし 、三年ごとに、当該 割合の推移を勘案し て政令で定める。
３・４
（市 町村相互財政安定化事 業）
（略）

前項の調整保 険料率は、市町村相互財 政安定化事業を行う市 町村（以下この条 及び次条第二項におい て「特定市町村」 という。）のそ

第百四十八条
２

れぞ れが、それぞれの 第一号被保険者に対し 、当該調整保険料率に より算定した保険 料額によって保険料を課 するとしたならば 、当該特

定市町村に つき事業実施期 間（市町村相互財政安定 化事業を実施する期間 として特定市町村 が次項の規約により定 める三年を一期と する

期間をいう。以 下この項及び第四 項において同じ。）に おいて収納される保険料 の額の合計額が 、当該事業実施期間にお ける当該特定市

町村の介護給付及び予 防給付に要する費 用の額（当該介護給付 及び予防給付に要する 費用の額につき第 百二十一条第一項、第 百二十二条

第一 項、第百二十三条第一 項、第百二十四条 第一項及び第百二十五 条第一項の規定により、 国、都道府県、市 町村の一般会計及び支 払基

金が負担し 、又は交付する額を除 く。）、地域支援 事業に要する費用の額 （当該地域支援事業に 要する費用の額に つき第百二十二条の二

第一項、第二項 及び第四項、第百二十三 条第三項及び第 四項、第百二十四条第三 項及び第四項並びに第 百二十六条第一項 の規定により、

国 、都道府県、市町村 の一般会計及び支払基 金が負担し、又は 交付する額を除く。） 、財政安定化基金拠出金 の納付に要する 費用の額並

びに基金 事業借入金の償還 に要する費用の額の合計 額と均衡を保つ ことができるものであっ て、当該特定市町村が 政令で定める基準 に従

則

（略）

い定めるもの とする。
３～８
附

平成三十一年 度における被用者 保険等保険者に係る第 百五十一条第一項の概 算納付金の額は、 第百五十二条第一項第 一号の規定

（平成三十一年 度の被用者保険等保 険者に係る概算納付 金の額の算定の特例）
第十三条

概算負 担調整基準超過保険者 （概算総報酬割納付 金の額を厚生労働省 令で定めるところによ り算定した平成三 十一年度における当該

にか かわらず、次の各号に 掲げる被用者保険等 保険者の区分に応じ 、当該各号に定める額と する。
一

概算総報酬割 納付金の額から負担調 整対象見込額を控 除して得た額と負担調整 見込額との合計 額と補正後

被用者保険等 保険者に係る第二号被保 険者の見込数で除し て得た額が概算負担 調整基準額を超える被 用者保険等保険者 をいう。次号及
び 第五項において同 じ。）
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２

３

４

５

６

二

概 算加入者割納付金の額 との合計額
（略）

前項各号の概 算総報酬割納付金の額は 、平成三十一年 度における被用者保険等 保険者に係る補 正前概算納付金総額（附 則第十一条第七

項に規定する被用者保 険等保険者に係る補正 前概算納付金総額 をいう。第六項におい て同じ。）に四分の 三を乗じて得た額を 同年度にお
（ 略）

ける 第一号に掲げる額で除 して得た数に、同年度に おける第二号に 掲げる額を乗じて得た額 とする。
一・二

第一項第一号 の概算負担調整基準額は 、平成三十一年度にお ける各被用者保険 等保険者に係る第二号 被保険者標準報酬 総額の見込額、

厚生 労働省令で定める ところにより算定した 同年度における各被用 者保険等保険者に 係る第二号被保険者の見 込数及び保険給付 に要する
費用等の動 向を勘案し、政 令で定める額とする。

第一項第一号 の負担調整対象見 込額は、第二項に規定 する概算総報酬割納付 金の額から厚生労 働省令で定めるところに より算定した平

成三十一年度における 当該被用者保険等 保険者に係る第二号被 保険者の見込数に前項 に規定する概算負 担調整基準額を乗じて 得た額を控
除し て得た額とする。

第一項各 号の負担調整見込額は 、平成三十一年度 における全ての概算負 担調整基準超過保険者 に係る前項に規定 する負担調整対象見込

額の総額を厚生 労働省令で定めるところ により算定した 同年度における全ての被 用者保険等保険者に係 る補正後第二号被 保険者見込数（

附 則第十一条第八項に 規定する補正後第二号 被保険者見込数を いう。以下この項及び 次項において同じ。）の 総数で除して得 た額に、厚

生労働省 令で定めるところ により算定した同年度に おける当該被用 者保険等保険者に係る補 正後第二号被保険者見 込数を乗じて得た 額と
する。

第一項各号の補 正後概算加入者割納付 金の額は、平成三十一 年度における被用 者保険等保険者に係る 補正前概算納付金総 額に四分の一

を乗 じて得た額を厚生労 働省令で定めるとこ ろにより算定した同年 度における全ての 被用者保険等保険者に係 る補正後第二号被保険 者見

込数の総数 で除して得た額に、 厚生労働省令で定め るところにより算定し た同年度における 当該被用者保険等保険 者に係る補正後第二号
被保険者見込数 を乗じて得た額とす る。

平 成三十一年度における 被用者保険等保険 者に係る第百五十一条 第一項ただし書の確定 納付金の額は、第 百五十三条第一号の規

（平 成三十一年度の被用者 保険等保険者に係る 確定納付金の額の算 定の特例）
第十四条

確定負担調整基準 超過保険者（確定総報 酬割納付金の額を厚 生労働省令で定める ところにより算定した平 成三十一年度に おける当該

定にかかわらず 、次の各号に掲げる被用 者保険等保険者の 区分に応じ、当該各号 に定める額とする。
一
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２

３

４

５

６

○

二

確定総 報酬割納付金の額 から負担調整対象額を 控除して得た額と負担 調整額との合計額 と補正後確定加入者割

被 用者保険等保険者に係 る第二号被保険者 の数で除して得た額が 確定負担調整基準額を 超える被用者保険等 保険者をいう。次号及 び第
五項にお いて同じ。）
納付金の額と の合計額
（略）

前 項各号の確定総報酬割 納付金の額は、平成三十 一年度における 被用者保険等保険者に係 る補正前確定納付 金総額（附則第十二条 第七

項に規定す る被用者保険等保険者 に係る補正前確定納付 金総額をいう。第 六項において同じ。） に四分の三を乗じて 得た額を同年度にお
（略）

ける第一号に掲 げる額で除して得た数に 、同年度における第二 号に掲げる額を乗 じて得た額とする。
一・ 二

第一項第 一号の確定負担 調整基準額は、平成三十 一年度における各被用 者保険等保険者に 係る第二号被保険者標 準報酬総額、厚生 労働

省令で定めると ころにより算定し た同年度における各被 用者保険等保険者に係る 第二号被保険者 の数及び保険給付に要す る費用等の動向
を勘案し、政令で定め る額とする。

第 一項第一号の負担調整 対象額は、第二項 に規定する確定総報酬 割納付金の額から厚生 労働省令で定めると ころにより算定した平 成三

十一年度に おける当該被用者保険 等保険者に係る第 二号被保険者の数に前 項に規定する確定負担 調整基準額を乗じ て得た額を控除して得
た額とする。

第一項各号の負担調 整額は、平成三十一年 度における全ての 確定負担調整基準超過 保険者に係る前項に規 定する負担調整対 象額の総額

を厚生労 働省令で定めると ころにより算定した同年 度における全て の被用者保険等保険者に 係る補正後第二号被保 険者数（附則第十 二条

第八項に規定 する補正後第二号被 保険者数をいう。以下 この項及び次項に おいて同じ。）の総数 で除して得た額に、厚生 労働省令で定め

るところにより算定 した同年度における 当該被用者保険等保険 者に係る補正後第 二号被保険者数を乗じ て得た額とする。

第 一項各号の補正後 確定加入者割納付金の 額は、平成三十一年度 における被用者保 険等保険者に係る補正前 確定納付金総額に四 分の一

を乗じて得 た額を厚生労働省令 で定めるところによ り算定した同年度にお ける全ての被用者 保険等保険者に係る補 正後第二号被保険者数

の総数で除して 得た額に、厚生労働 省令で定めるところ により算定した同年度に おける当該被用 者保険等保険者に係る補 正後第二号被保
険者数を乗じて得た額 とする。

健康保険 法等の一部を改正する 法律（平成十八年 法律第八十三号）附則 第百三十条の二第一項 の規定によりなお その効力を有するもの
とされた同法第 二十六条の規定による改 正前の介護保険法 （抄）

- 27 -

（略）

この法律 において「訪問介護」 とは、要介護者で あって、居宅（老人福 祉法（昭和三十八 年法律第百三十三号） 第二十条の六に規定す

第八条
２

る軽費老人ホー ム、同法第二十九条第一 項に規定する有 料老人ホーム（第十一項 及び第十九項にお いて「有料老人ホーム 」という。）そ

の他の厚生労働省令で 定める施設における居 室を含む。以下同 じ。）において介護を 受けるもの（以下「 居宅要介護者」とい う。）につ

いて 、その者の居宅におい て介護福祉士その他政令 で定める者によ り行われる入浴、排せつ 、食事等の介護そ の他の日常生活上の世 話で
（略）

あって、厚 生労働省令で定めるも の（夜間対応型訪問介 護に該当するもの を除く。）をいう。
３～

３

２

（略 ）

市町村は、基本 指針に即して、三年を一 期とする当該市 町村が行う介護保険事業 に係る保険給付の円 滑な実施に関する計 画（

二

一

各年度にお ける地域支援事業に 要する費用の額及び 地域支援事業の見込量の 確保のための方 策

前項第 一号の必要利用定員 総数その他の介護給 付等対象サービスの種 類ごとの見込量の 確保のための方策

指定介護予防サー ビスの事業、指定地域 密着型介護予防サー ビスの事業又は指定 介護予防支援の事業を行 う者相互間の連 携の確保に

の他の介護給 付等対象サービス（介護 給付に係るものに限 る。）の円滑な提供 を図るための事業に関 する事項

指定居 宅サービスの事業、指 定地域密着型サービ スの事業又は指定居 宅介護支援の事業を行 う者相互間の連携 の確保に関する事業そ

料 の水準に関する中長期 的な推計

介護給付等対象サ ービスの種類ごとの 量、保険給付に要す る費用の額、地域支援 事業の量、地域支 援事業に要する費用の 額及び保険

市 町村介護保険事業 計画においては、前項 各号に掲げる事項のほ か、次に掲げる事 項について定めるよう努 めるものとする。

（略）

以下「市町村 介護保険事業計画」 という。）を定めるも のとする。

第百十七 条

（ 市町村介護保険事業 計画）

～

練を 行うことをいう。

ターに通わせ、当該施 設において入浴、 排せつ、食事等の介護 その他の日常生活上の 世話であって厚生 労働省令で定めるもの 及び機能訓

るものについて 、老人福祉法第五 条の二第三項の厚生労 働省令で定める施設又は 同法第二十条の 二の二に規定する老人デ イサービスセン

器質的な変 化により日常生 活に支障が生じる程度に まで記憶機能及びその 他の認知機能が低 下した状態（以下「認 知症」という。） であ

こ の法律において「 認知症対応型通所介護 」とは、居宅要介護者 であって、脳血管 疾患、アルツハイマー病 その他の要因に基づ く脳の

15
26

三
四
五
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16
17

４

六

関 する事業その他の介護 給付等対象サービ ス（予防給付に係るも のに限る。）の円滑な 提供及び地域支援事 業の円滑な実施を図る ため
の事業に 関する事項

認知症であ る被保険者の地域におけ る自立した日常 生活の支援に関する事項 、居宅要介護被保 険者及び居宅要支援被 保険者に係る医

療その他の医療との 連携に関する事項、高 齢者の居住に係る 施策との連携に関する 事項その他の被保険者 の地域における自 立した日常
生活 の支援のため必要な 事項

市町村介 護保険事業計画は、当 該市町村の区域におけ る要介護者等の人 数、要介護者等の介護 給付等対象サービ スの利用に関する意向
（略）

その他の事情を 勘案して作成されなけれ ばならない。
５～９

市町村介 護保険事業計画は 、社会福祉法第百七条 第一項に規定する市町 村地域福祉計画そ の他の法律の規定によ る計画であって要介 護
（略）

者等の保健、医 療、福祉又は居住 に関する事項を定める ものと調和が保たれたも のでなければな らない。
～

都道 府県は、基本指針に即し て、三年を一期 とする介護保険事業に係 る保険給付の円滑な 実施の支援に関する 計画（以下「都

道 府県介護保険事業支 援計画」という。）を 定めるものとする 。
（略 ）

介護保険施設そ の他の介護給付等対 象サービスを提供する ための施設におけ る生活環境の改善を図 るための事業に関する 事項

都道府県 介護保険事業支援計画 においては、前項各号 に掲げる事項のほ か、次に掲げる事項に ついて定めるよう努め るものとする。
一

介護支 援専門員その他の介 護給付等対象サービ ス及び地域支援事業に 従事する者の確保 又は資質の向上に資す る事業に関する事項

介護サービス情報の 公表に関する事項

三

介護保険施 設相互間の連携の確 保に関する事業その 他の介護給付等対象サー ビスの円滑な提 供を図るための事業に関 する事項

二
四
（略）

に関する事項を 定めるものと調和が保た れたものでなけれ ばならない。

る法律第四 条第一項に規定する高 齢者居住安定確保計 画その他の法律の規 定による計画であって 要介護者等の保健 、医療、福祉又は居住

都 道府県介護保険事業支 援計画は、社会福祉法 第百八条第一項に 規定する都道府県地域福 祉支援計画、高齢 者の居住の安定確保に 関す

４～９

３

２

第百十八条

（都道府県 介護保険事業支援計画 ）

13
（ 略）
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10
11

10
11

（市町村介 護保険事業計画の作成 等のための調査及 び分析等）

厚生労働大臣は、市町村 介護保険事業計 画及び都道府県介護保険 事業支援計画の 作成、実施及び評価並び に国民の健康の

一

被保険者の 要介護認定及び要支援認 定における調査に関す る状況その他の厚 生労働省令で定める事 項

介護給 付等に要する費用の額 に関する地域別、年齢 別又は要介護認定 及び要支援認定別の状 況その他の厚生労働 省令で定める事項

厚生労働大臣 は、必要があると 認めるときは、都道府 県及び市町村に対し、 第一項に規定する 調査及び分析に必要な情 報を、厚生労働

ない。

市 町村は、厚生労働 大臣に対し、前項に規 定する調査及び分析に 必要な情報を、厚 生労働省令で定める方法 により提供しな ければなら

二

もの とする。

保持増進及びその有す る能力の維持向上に資 するため、次に掲 げる事項に関する情報 について調査及び分 析を行い、その結果 を公表する

第百十八条の二

２
３

則

省令で定める方法によ り提供するよう求 めることができる。
附

（平成三十一年 度の被用者保険等保険者 に係る概算納付 金の額の算定の特例）

平成三十一年 度における被用者保険 等保険者に係る第 百五十一条第一項の概 算納付金の額は、第百 五十二条第一項第 一号の規定

概算負担 調整基準超過保険者 （概算総報酬割納付金 の額を厚生労働省 令で定めるところによ り算定した平成三十一年 度における当該

概算総報酬割 納付金の額から負担調 整対象見込額を控 除して得た額と負担調整 見込額との合計額と補 正後

被用者保険等保険者 に係る第二号被保 険者の見込数で除して 得た額が概算負担 調整基準額を超える被 用者保険等保険者をい う。次号及
び 第五項において同じ。 ）

概算加入 者割納付金の額との合 計額
（略）

前項各号の概算総報 酬割納付金の額は 、平成三十一年度にお ける被用者保険等保険 者に係る補正前概 算納付金総額（附則第 九条第七項

（略）

第 一項第一号の概算 負担調整基準額は、平 成三十一年度にお ける各被用者保険等保 険者に係る第二号被保険 者標準報酬総額 の見込額、

一・二

る第一号に 掲げる額で除して得た 数に、同年度におけ る第二号に掲げる額 を乗じて得た額とする 。

に規 定する被用者保険等保 険者に係る補正前概 算納付金総額をいう 。第六項において同じ。 ）に四分の三を乗 じて得た額を同年度に おけ

二

一

にかかわ らず、次の各号に 掲げる被用者保険等保険 者の区分に応じ 、当該各号に定める額と する。

第 十一条

２

３
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４

５

６

厚生 労働省令で定めるとこ ろにより算定した 同年度における各被用 者保険等保険者に係 る第二号被保険者の見 込数及び保険給付に要 する
費用等の動 向を勘案し、政令で定 める額とする。

第一項第一号 の負担調整対象見込額は 、第二項に規定 する概算総報酬割納付金 の額から厚生労 働省令で定めるところに より算定した平

成三十一年度における 当該被用者保険等保険 者に係る第二号被 保険者の見込数に前項 に規定する概算負担 調整基準額を乗じて 得た額を控
除し て得た額とする。

第一項各 号の負担調整見込額は 、平成三十一年度にお ける全ての概算負 担調整基準超過保険者 に係る前項に規定 する負担調整対象見込

額の総額を厚生 労働省令で定めるところ により算定した同年度 における全ての被 用者保険等保険者に係 る補正後第二号被 保険者見込数（

附則 第九条第八項に規 定する補正後第二号被 保険者見込数をいう。 以下この項及び次 項において同じ。）の総 数で除して得た額 に、厚生

労働省令で 定めるところに より算定した同年度にお ける当該被用者保険等 保険者に係る補正 後第二号被保険者見込 数を乗じて得た額 とす
る。

第一項各号の補正後 概算加入者割納付 金の額は、平成三十一 年度における被用者保 険等保険者に係る 補正前概算納付金総額 に四分の一

を乗 じて得た額を厚生労働 省令で定めるとこ ろにより算定した同年 度における全ての被用者 保険等保険者に係 る補正後第二号被保険 者見

込数の総数 で除して得た額に、厚 生労働省令で定め るところにより算定し た同年度における当該 被用者保険等保険 者に係る補正後第二号
被保険者見込数 を乗じて得た額とする。

平 成三十一年度における 被用者保険等保険者に 係る第百五十一条 第一項ただし書の確定 納付金の額は、第百五 十三条第一号の規

（平成三 十一年度の被用者 保険等保険者に係る確定 納付金の額の算 定の特例）

二

一

確定総報酬 割納付金の額から 負担調整対象額を控除し て得た額と負担 調整額との合計額と補正 後確定加入者割

前項各号 の確定総報酬割納付金 の額は、平成三十 一年度における被用者 保険等保険者に係る補 正前確定納付金総 額（附則第十条第七項

（略）

納付金の額との合計 額

五項において 同じ。）

被用者保 険等保険者に係る第二 号被保険者の数で 除して得た額が確定負 担調整基準額を超 える被用者保険等保険 者をいう。次号及び第

確定負担調整基準超 過保険者（確定総報 酬割納付金の額を厚生 労働省令で定める ところにより算定した平 成三十一年度における 当該

定にかかわらず、次 の各号に掲げる被用 者保険等保険者の区分 に応じ、当該各号 に定める額とする。

第十二条

２

に規定する被用 者保険等保険者に係る補 正前確定納付金総 額をいう。第六項にお いて同じ。）に四分の 三を乗じて得た額 を同年度におけ
る第 一号に掲げる額で 除して得た数に、同年 度における第二号に 掲げる額を乗じて得 た額とする。
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３

４

一・ 二

（略）

第一項第 一号の確定負担調整基 準額は、平成三十 一年度における各被用 者保険等保険者に 係る第二号被保険者標 準報酬総額、厚生労働

省令で定めると ころにより算定した同年 度における各被 用者保険等保険者に係る 第二号被保険者の 数及び保険給付に要す る費用等の動向
を勘案し、政令で定め る額とする。

第 一項第一号の負担調整 対象額は、第二項に規定 する確定総報酬 割納付金の額から厚生労 働省令で定めると ころにより算定した平 成三

十一年度に おける当該被用者保険 等保険者に係る第二号 被保険者の数に前 項に規定する確定負担 調整基準額を乗じて 得た額を控除して得
た額とする。

第 一項各号の負担調 整額は、平成三十一年 度における全ての確定 負担調整基準超過 保険者に係る前項に規定 する負担調整対 象額の総額

を厚生労働 省令で定めると ころにより算定した同年 度における全ての被用 者保険等保険者に 係る補正後第二号被保 険者数（附則第十 条第

八項に規定する 補正後第二号被保 険者数をいう。以下こ の項及び次項において同 じ。）の総数で 除して得た額に、厚生労 働省令で定める

ところにより算定した 同年度における当 該被用者保険等保険者 に係る補正後第二号被 保険者数を乗じて 得た額とする。

第 一項各号の補正後確定 加入者割納付金の 額は、平成三十一年度 における被用者保険等 保険者に係る補正前 確定納付金総額に四分 の一

を乗じて得 た額を厚生労働省令で 定めるところによ り算定した同年度にお ける全ての被用者保険 等保険者に係る補 正後第二号被保険者数

の総数で除して 得た額に、厚生労働省令 で定めるところ により算定した同年度に おける当該被用者保険 等保険者に係る補 正後第二号被保
険 者数を乗じて得た額 とする。
老人福祉 法（昭和三十八年法律 第百三十三号）（抄）

- 32 -

５

６

○

市町村は、老人 居宅生活支援事業及び 老人福祉施設による事 業（以下「老人福 祉事業」という。）の 供給体制の確保に関 す

（市 町村老人福祉計画）
第二十条の八
（略）

る計画（以下「 市町村老人福祉計画 」という。）を定め るものとする。
２

市 町村老人福祉計画にお いては、前項の目 標のほか、同項の老人 福祉事業の量の確保のた めの方策について 定めるよう努めるもの とす
（略）

３
る。
４～
10

都道府県は、市町村 老人福祉計画の達 成に資するため、各市 町村を通ずる広域 的な見地から、老人福 祉事業の供給体制の確

（都 道府県老人福祉計画）
第二十条の九
（略）

保に関する計画 （以下「都道府県老人福 祉計画」という 。）を定めるものとする 。
２

都 道府県老人福祉計画に おいては、前項に規定す る事項のほか、 次に掲げる事項について 定めるよう努める ものとする。
老人福 祉施設の整備及び老人 福祉施設相互間の連携 のために講ずる措 置に関する事項

３
一

老人福祉事 業に従事する者の確保又 は資質の向上のために 講ずる措置に関す る事項
（略）

二
４～７
（届出等）

有料老人ホ ーム（老人を入居 させ、入浴、排せつ若 しくは食事の介護、食 事の提供又はその 他の日常生活上必要な 便宜であつ

て厚 生労働省令で定めるも の（以下「介護等 」という。）の供与（ 他に委託して供与をする 場合及び将来にお いて供与をすることを 約す

る場合を含 む。第十一項を除き、 以下この条におい て同じ。）をする事業 を行う施設であつて、 老人福祉施設、認 知症対応型老人共同生

活援助事業を行 う住居その他厚生労働省 令で定める施設 でないものをいう。以下 同じ。）を設置しよう とする者は、あら かじめ、その施

六

五

四

三

二

一

その他厚生労働省 令で定める事項

施設におい て供与をされる介護 等の内容

施設の 管理者の氏名及び住 所

事業開始の予定年月 日

条例、定款その 他の基本約款

設置しよ うとする者の氏名及 び住所又は名称及び所 在地

施設 の名称及び設置予 定地

設 を設置しようとする 地の都道府県知事に、 次の各号に掲げる 事項を届け出なければ ならない。

七

前 項の規定による届出を した者は、同項各 号に掲げる事項に変更 を生じたときは、変更の 日から一月以内に 、その旨を当該都道府 県知
事に届け出 なければならない。
（略）
（略）
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第二十九条

２
３
４～

10

都 道府県知事は、この法 律の目的を達成す るため、有料老人ホー ムの設置者若しくは管 理者若しくは設置者 から介護等の供与（将 来に

おいて供与 をすることを含む。） を委託された者（ 以下「介護等受託者」 という。）に対して 、その運営の状況に 関する事項その他必要

と認める事項の 報告を求め、又は当該職 員に、関係者に 対して質問させ、若しく は当該有料老人ホ ーム若しくは当該介護 等受託者の事務
所若しくは事業所に立 ち入り、設備、帳簿書 類その他の物件を 検査させることができ る。
（略 ）

都道府県 知事は、有料老人ホー ムの設置者が第四項か ら第九項までの規 定に違反したと認める とき、入居者の処遇に 関し不当な行為を

し、又はその運 営に関し入居者の利益を 害する行為をしたと認 めるとき、その他 入居者の保護のため必 要があると認める ときは、当該設
（略 ）

置者 に対して、その改 善に必要な措置をとる べきことを命ずること ができる。
・

第 十八条第二項及び第十 九条第一項の規定によ り都道府県知事の 権限に属するものとさ れている事務（同項 の規定による

第二十条の七の二第二 項の規定又は第二 十九条第十四項の規定 による命令に違反した 者は、一年以下の 懲役又は百万円以下の

（略）

第三十八条

２・３

場合にあつては 、厚生労働大臣又は 都道府県知事が行う ものとする。

務は、養護 老人ホーム若しくは 特別養護老人ホーム 又は有料老人ホームの 入居者の保護のた め緊急の必要があると 厚生労働大臣が認める

認可 の取消しを除く。） 又は第二十九条第十 一項、第十三項及び第 十四項の規定によ り都道府県知事の権限に 属するものとされてい る事

第三十四条の二

（緊急時にお ける厚生労働大臣の 事務執行）

に 努めるものとする。

定を図るため必 要があると認めるときは 、当該入居者に 対し、介護等の供与を継 続的に受けるために必 要な助言その他の 援助を行うよう

都道府県 知事は、有料老人ホー ムの設置者が第十 四項の規定による命令 を受けたとき、その他 入居者の心身の健 康の保持及び生活の安

なけ ればならない。

けた有料老人ホームの 設置者に対して第 十四項の規定による命 令をしたときは、遅滞 なく、その旨を、 当該指定をした市町村 長に通知し

都道府県知事 は、介護保険法第 四十二条の二第一項本 文の指定（地域密着型特 定施設入居者生 活介護の指定に係るもの に限る。）を受

15

罰金に処する。
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11
13 12
16 14

17

第三十 九条
する。

第十八条の二第 一項又は第二十九 条第十三項の規定によ る命令に違反した 者は、六月以下の懲役又 は五十万円以下の罰金 に処

（略）

次の各号のい ずれかに該当する場合 には、その違反行 為をした者は、三十万 円以下の罰金に処 する。

一

第二十 九条第十一項の規定に 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 よる質問に対して答 弁をせず、若しくは

第四十条
二
（略）

虚偽の答弁をし 、若しくは同項の規定 による検査を拒み、妨 げ、若しくは忌避 したとき。
三・ 四

法人 の代表者又は法人 若しくは人の代理人、 使用人その他の従業者 が、その法人又は 人の業務に関し、第三十 八条（第二十九

第四章

第三 章

第二章

第一章

雑則（ 第三十三条）

社 会保険診療報酬支払 基金の医療機関等情 報化補助業務（第二十 三条―第三十二条 ）

特定民間施設の 整備（第十二条―第 二十二条）

地域におけ る医療及び介護の総 合的な確保（第三条― 第十一条）

総則 （第一条・第二条）

地域における 医療及び介護の総合的な 確保の促進に関 する法律（平成元年法律 第六十四号）（抄）

刑を 科する。

条第十四項に係る部分 に限る。）又は前 二条の違反行為をした ときは、行為者を罰す るほか、その法人 又は人に対しても、各 本条の罰金

第四十一条

○

第五章

罰則（第三十 四条―第三十六条）

目次

第六章
附則

この法律は、国 民の健康の保持及び福 祉の増進に係る多 様なサービスへの需要 が増大していることに鑑 み、地域におけ る創意工夫

（目的）
第一条
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を生 かしつつ、地域におい て効率的かつ質の 高い医療提供体制を構 築するとともに地域 包括ケアシステムを構 築することを通じ、地 域に

おける医療 及び介護の総合的な確 保を促進する措置 を講じ、もって高齢者 をはじめとする国民 の健康の保持及び福 祉の増進を図り、あわ

せて国民が生き がいを持ち健康で安らか な生活を営むこ とができる地域社会の形 成に資することを 目的とする。
特定民間施設の整備

（略）

第三章
第十二条
（整備計画 の認定等）

特定民 間施設の整備の事 業を行おうとする者（ 当該事業を行う法人を 設立しようとする 者を含む。）は、当該特 定民間施設の整

（略）

（略）

第一項の認定（以下 「計画の認定」という 。）の申請は、そ の計画に係る特定民間 施設の所在地を管轄す る都道府県知事を 経由してす

一～十

整備計画 においては、次に掲げ る事項を記載しな ければならない。

受け ることができる。

備の事業に関する計画 （以下「整備計画 」という。）を作成し 、これを厚生労働大臣 に提出して、当該 整備計画が適当である 旨の認定を

第十三条

２
３
るものと する。
第十四条・第十五条
（認定の通 知）

厚生労 働大臣は、計画の 認定をしたときは、速 やかに、その旨を関係都 道府県に通知し なければならない。

前項の通知を受けた 都道府県は、速や かに、当該通知に係る 事項を関係市町村に通 知しなければなら ない。

第十六条
２

計画の 認定を受けた者（その者 の設立に係る第 十三条第一項の法人を含 む。）は、当該計画の 認定を受けた整備 計画の変更をし

（整備計画 の変更）
第十七条

よう とするときは、厚 生労働大臣の認定を受 けなければならない 。
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２
（略）

第 十三条第三項及び前三 条の規定は、前項 の変更の認定の申請が あった場合につい て準用する。

第十八条・第十九 条
（認 定の取消し）

厚 生労働大臣は、認定事 業者が認定計画に従っ て特定民間施設の 整備の事業を実施しな いとき、又は前条 の規定による厚生労働

第 十六条の規定は、 前項の規定による取消 しについて準用する。

大臣の処分に違 反したときは、計画の認 定を取り消すことがで きる。

第二十条
２
（略）

社会保険診療報酬支 払基金の医療機関 等情報化補助業務

第二十一条・第二 十二条
第四章

社会保険診 療報酬支払基金（以下 「支払基金」とい う。）は、社会保険診 療報酬支払基金法（昭 和二十三年法律第 百二十九号

（支払基金の業 務）
第 二十三条

前号に 掲げる業務に附帯す る業務

の 医療機関等の提供する 医療に係る情報化 の促進に要する費用を 補助する業務

に規定する指定訪問 看護事業者（以下 「医療機関等」という 。）が行う地域に おいて効率的かつ質の 高い医療提供体制を構 築するため

健康保険 法（大正十一年法律 第七十号）第六十三条 第三項各号に掲げ る病院若しくは診療所 若しくは薬局又は同法第 八十八条第一項

）第十五 条に規定する業務 のほか、第一条に規定す る目的を達成す るため、次に掲げる業務 を行う。
一

二
（業務方法書）

支払基金は、前 条各号に掲げる業 務（以下「医療機関等 情報化補助業務」という 。）に関し、当該 業務の開始前に、業務 方法

前項の業務方 法書に記載すべき事項は 、厚生労働省令 で定める。

書を作成し 、厚生労働大臣の認可 を受けなければなら ない。これを変更す るときも、同様とする 。

第二十 四条
２
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支払基金は、医療機関 等情報化補助業務 に係る経理については 、その他の業務に 係る経理と区分して、 特別の会計を設けて行

（区 分経理）
第二十五条
わなければなら ない。

支払基金は、医療機関 等情報化補助業務に関 し、毎事業年度、 予算、事業計画及び資 金計画を作成し、 当該事業年度の開始前

（予 算等の認可）
第二十六条

に、厚生労働大 臣の認可を受けなければ ならない。これを変更 するときも、同様 とする。

支払 基金は、医療機関 等情報化補助業務に関 し、毎事業年度、財産 目録、貸借対照表 及び損益計算書（以下こ の条において「

（財務諸表 等）
第二十七条
（略）

財務諸表」という。） を作成し、当該事 業年度の終了後三月以 内に厚生労働大臣に提 出し、その承認を 受けなければならない 。
２・３

支払基金は 、厚生労働大臣の認可 を受けて、医療機 関等情報化補助業務の 一部を国民健康保険法 （昭和三十三年法 律第百九十

（業務の委託）
第 二十八条

二号）第 四十五条第五項に 規定する国民健康保険団 体連合会その他 厚生労働省令で定める者 に委託することができ る。
（報告の徴収等）

厚生労働大 臣は、支払基金又は前 条の規定による委託を 受けた者（以下「 受託者」という。）につ いて、医療機関等情 報化補

第一項の 規定による権限は、犯 罪捜査のために認 められたものと解釈し てはならない。

を提 示しなければならない 。

前項の規定による検 査を行う場合にお いては、当該職員は、 その身分を示す証明書 を携帯し、かつ、 関係者の請求があると きは、これ

とができる。た だし、受託者に対し ては、当該受託業務 の範囲内に限る。

助業務に関 し必要があると認め るときは、その業務 又は財産の状況に関す る報告をさせ、又 は当該職員に実地にそ の状況を検査させるこ

第二十 九条

２
３

（社 会保険診療報酬支 払基金法の適用の特例 ）
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第三十 条

医療機関等情報化 補助業務は、社会 保険診療報酬支払基金 法第三十二条第二 項の規定の適用について は、同法第十五条に規 定す

る業務とみ なす。

支払基金は、医 療機関等情報化補助業務 に要する費用に 充てるために医療情報化 支援基金を設け、 第五項の規定により交 付を

（医療情報化支援基金 ）
第三十 一条
受けた補助 金をもってこれに充て るものとする。

医療情報化支 援基金の運用によって生 じた利子その他の収入 金は、医療情報化 支援基金に充てるもの とする。
国債そ の他厚生労働大 臣が指定する有価証券の 保有

２
一
銀行その他 厚生労働大臣が指 定する金融機関への預 金

支 払基金は、次の方 法によるほか、医療情 報化支援基金に係る余 裕金を運用しては ならない。
二

信託業務を営む金 融機関（金融機関 の信託業務の兼営等に 関する法律（昭和十八 年法律第四十三号 ）第一条第一項の認可 を受けた金

３

三
（略 ）

融 機関をいう。）への金 銭信託で元本補填 の契約があるもの
４～６

雑則

この法律に定め るもののほか、医療機関 等情報化補助業 務に係る支払基金の財務 及び会計に関し必要 な事項は、厚生労働 省令

（ 厚生労働省令への委 任）
第三十二 条
で定める。
第五章

この 法律に規定する厚 生労働大臣の権限は、 厚生労働省令で定めると ころにより、地 方厚生局長に委任するこ とができる。

支払基金又 は受託者の役員又は職 員が、第二十九条 第一項の規定により報 告を求められて、これに 従わず、若しく は虚偽の報

罰則

前項の規定により地 方厚生局長に委任 された権限は、厚生労 働省令で定めるところ により、地方厚生 支局長に委任すること ができる。

第三十三条
２
第六章
第三十 四条
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告を し、又は同項の規定に よる検査を拒み、 妨げ、若しくは忌避し たときは、五十万円 以下の罰金に処する。

第十 八条の規定による報告を せず、又は虚偽 の報告をした者は、十万 円以下の罰金に 処する。

法人の代表者又は法 人若しくは人の代理人 、使用人その他の 従業者が、その法人又 は人の業務に関し 、前項の違反行為をし たときは、

第三十五条
２
行為 者を罰するほか、その 法人又は人に対して同項 の刑を科する。

第四章の規定によ り厚生労働大臣の認可 又は承認を受けなけれ 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。

支払 基金の役員が次の各号の いずれかに該当すると きは、二十万円以 下の過料に処する。

一

第三十 一条第三項の規 定に違反して医療情報化 支援基金に係る余裕金 を運用したとき。

社会福祉士及び介護福 祉士法の一部を次 のように改正する。

社会福祉士及び介護 福祉士法等の一部 を改正する法律（平成 十九年法律第百二十五 号）（抄）

二

第三十六条

○
第三条の二

附則第二十八 条の見出しを「（第三条 第四号の規定等 の適用関係）」に改め、 同条中「附則第二十条 第二項」を「附則 第二十七条第二
項 」に改め、同条を同 条第二項とし、同条に 第一項として次の 一項を加える。

第三条第 四号の規定の適用に ついては、当分の間、 同号中「第四十二 条第二項」とあるのは 、「第四十二条第二項 及び附則第四条第
三項」とする 。
附則第二十八条を附 則第三十七条とす る。

附 則第二十七条中「附則 第四条第四項」を 「附則第十一条第四項 」に改め、同条を 附則第三十六条とする。

附則第二 十六条中「附則第二十 三条」を「附則第 三十一条第三号若しく は第四号」に改め 、同条を附則第三十五 条とする。

附則第二十五 条中「附則第二十条第 二項」を「附則第 二十七条第二項」に改め 、同条を附則第 三十四条とする。

附則第二十四条第一 号中「附則第十三条」 を「附則第二十条 」に改め、同条第二号 から第四号までの 規定中「附則第十八条 」を「附則
第二 十五条」に改め、同条 を附則第三十三条と する。

附則第二 十三条第二号中「附則 第二十条第二項」を「 附則第二十七条第 二項」に改め、同号を 同条第四号とし、 同条第一号中「附則第

附則第四条第三 項において準用する第 三十二条第二項の規定 により准介護福祉 士の名称の使用の停止を 命ぜられた者で 、当該停止

二十条第一項」 を「附則第二十七条第一 項」に改め、同号 を同条第三号とし、同 条に第一号及び第二号 として次の二号を 加える。
一
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二

を命ぜ られた期間中に、准介 護福祉士の名称を 使用したもの
附則 第七条の規定に違反し た者

附則第二十三 条を附則第三十一条とし 、同条の次に次 の一条を加える。

次の各号 のいずれかに該当する ときは、その違反 行為をした指定登録機 関の役員又は職員は 、二十万円以下の罰 金に処する。

附則第五条第三項に おいて準用する第十七条 の規定に違反し て帳簿を備えず、帳簿に 記載せず、若しくは 帳簿に虚偽の記載を し、

第三十二条
一

附則第五条 第三項において準用す る第十九条の規定によ る報告をせず、又 は虚偽の報告をしたと き。

又は帳簿を 保存しなかつたとき。
二

附則第五条第三 項において準用する第 二十条第一項の規定に よる立入り若しく は検査を拒み、妨げ、若 しくは忌避し、又は 質問に

附則第五 条第三項において 準用する第二十一条の 許可を受けないで登録事 務の全部を廃止 したとき。

対して陳述 をせず、若しくは 虚偽の陳述をしたとき 。

三
四

附則第二十二条中「 附則第十六条」を 「附則第二十三条」に 改め、同条を附則第三 十条とする。
附 則第二十一条の前の見 出し及び同条を削 る。

附則第二 十条第二項中「附則第 二十条第一項」を 「附則第二十七条第一 項」に、「附則第二十 条第二項」を「附 則第二十七条第二項」
に改め、同条を 附則第二十七条とし、同 条の次に次の見 出し及び二条を加える。
（ 罰則）
一

附則第八条にお いて準用する第四 十六条の規定に違反し た者

附則第五 条第三項において 準用する第十六条第一 項の規定に違反し た者

次の各号のい ずれかに該当する者は、 一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金 に処する。

二

附則第十二条第二項 の規定に違反した 者

附 則第五条第三項にお いて準用する第二十 二条第二項の規定による 登録事務の停止 の命令に違反したときは 、その違反行為

前項第 二号の罪は、告訴が なければ公訴を提起 することができない。

三

第二十八 条

２
第二十九条

をした指定登録機関 の役員又は職員は、一 年以下の懲役又は 三十万円以下の罰金に 処する。
附 則第十九条中「附則第 六条」を「附則第十三 条」に改め、同条 を附則第二十六条とする 。
附則第十 八条を附則第二十五条 とする。

附則第十七条 第二号中「附則第十一条 」を「附則第十八条 」に改め、同条第三 号中「附則第十三条」 を「附則第二十条 」に改め、同条
を附 則第二十四条とす る。
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附 則第十六条第一号中「 附則第七条各号」 を「附則第十四条各号 」に改め、同条第二号 中「附則第十一条か ら第十三条まで」を「 附則

第十八条か ら第二十条まで」に改 め、同条第四号中 「附則第十八条」を「 附則第二十五条」に 改め、同条を附則第 二十三条とする。
附則第十五条 中「附則第十条」を「附 則第十七条」に 改め、同条を附則第二十 二条とする。

附則第十四条中「附 則第八条第一項各号」 を「附則第十五条 第一項各号」に改め、 同条を附則第二十一条 とする。
附則 第十三条を附則第二 十条とし、附則第十二条 を附則第十九条 とする。

附則第十 一条中「附則第八条第 二項各号」を「附則第 十五条第二項各号 」に改め、同条を附則 第十八条とする。

附則第十条中「 附則第八条第一項各号 」を「附則第十五条第 一項各号」に改め 、同条を附則第十七条 とする。
附 則第九条を附則第 十六条とする。
附則第八 条第一項中「附則 第六条」を「附則第十 三条」に改め、同条を 附則第十五条とす る。
附則第七条第 三号中「附則第十 六条」を「附則第二十 三条」に改め、同条を附 則第十四条とす る。
附則第六条を附則第 十三条とする。

附 則第五条第二項中「附 則第九条まで並び に附則第十六条、第十 七条及び第十九条」を「 附則第十六条まで 並びに附則第二十三条 、第
二十四条及 び第二十六条」に改め 、同条を附則第十 二条とする。
附則第四条を 附則第十一条とし、附則 第三条を附則第 十条とする。
附 則第二条を附則第 九条とし、附則第一条 の次に次の七条を 加える。

第四 十条第二項第一号か ら第三号までのいずれ かに該当する者で あつて、介護福祉士で ないものは、当分の間、 准介護福祉士（

（准介護 福祉士）
第二条

附則第四条第一項の 登録を受け、准介 護福祉士の名称を用い て、介護福祉士の 技術的援助及び助言を 受けて、専門的知識及 び技術をも
つ て、介護等（喀痰吸引 等を除く。）を業 とする者をいう。以下 同じ。）となる資 格を有する。
（欠格事 由）

心身の故障によ り准介護福祉士の業務 を適正に行うこと ができない者として厚 生労働省令で定め るもの

次の各 号のいずれかに該当 する者は、准介護福 祉士となることができな い。

一

禁錮以上の刑に処せ られ、その執行を終わ り、又は執行を受 けることがなくなつた日 から起算して二年 を経過しない者

第三条
二

この 法律の規定その他社会 福祉に関する法律の規 定であつて政令で 定めるものにより、罰 金の刑に処せられ 、その執行を終わり、

第四十二条第二 項において準用する第 三十二条第一項第二号 又は第二項の規定 により介護福祉士の登録 を取り消され、 その取消し

又は執行を受ける ことがなくなつた日か ら起算して二年を 経過しない者

三
四
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五

の日か ら起算して二年を経過 しない者

次条 第三項において準用す る第三十二条第一 項第二号又は第二項の 規定により准介護福祉 士の登録を取り消 され、その取消しの日
から起算して二年 を経過しない者

准介護福祉士とな る資格を有する者が准介 護福祉士となる には、准介護福祉士登録 簿に、氏名、生年 月日その他厚生労働省 令で

（登録）
第四 条
２

第二十九条から第 三十四条までの規定は 、准介護福祉士の登録 について準用する 。この場合において、第 二十九条中「社会 福祉士登

准介護福祉 士が第四十二条第一項の 規定による介護福祉士 の登録を受けたと きは、准介護福祉士の 登録は、その効力 を失う。

定める事 項の登録を受けなけれ ばならない。
３

録簿」と あるのは「准介護 福祉士登録簿」と、第 三十条中「第二十八条 」とあるのは「附 則第四条第一項」と、 「社会福祉士登録証 」

とあるのは「 准介護福祉士登録 証」と、第三十一条及 び第三十二条第一項中「 社会福祉士」と あるのは「准介護福祉士 」と、同項第一

号中「第三条各号（ 第四号を除く。） 」とあるのは「附則第 三条各号（第四号及び 第五号を除く。） 」と、同条第二項中「 社会福祉士

」 とあるのは「准介護福 祉士」と、「第四 十五条及び第四十六条 」とあるのは「附則第八 条において準用す る第四十五条及び第四 十六
条」と読 み替えるものとする。

厚生労働大臣 は、厚生労働省令で定 めるところにより 、その指定する者（以 下「指定登録機関」とい う。）に准介護 福祉士の登

（指定登録機 関の指定等）
第 五条
２

第十条第三項及 び第四項、第十一条 から第十三条まで、第 十六条から第二十 三条まで、第二十五条 から第二十七条まで並 びに第三十

指定登録 機関の指定は、厚生 労働省令で定めるとこ ろにより、登録事 務を行おうとする者の 申請により行う。

録の実施 に関する事務（ 以下「登録事務」という 。）を行わせる ことができる。
３

六 条の規定は、指定登録 機関について準用 する。この場合におい て、これらの規定 中「試験事務」とあるの は「登録事務」と、「 試験

事務規程 」とあるのは「登録事 務規程」と、第十 条第三項中「前項」と あり、及び同条第 四項各号列記以外の部 分中「第二項」とある

のは「附則第 五条第二項」と、同項 第二号中「その行 う」とあるのは「その行 う職業安定法（ 昭和二十二年法律第百四 十一号）第四条

第一項に規定する職 業紹介の事業（その取 り扱う職種が介護 等を含むものに限る。 ）その他の」と、 第十六条第一項中「職 員（試験委

員 を含む。次項において 同じ。）」とあるのは 「職員」と、第二 十二条第二項第二号中「 第十一条第二項（ 第十四条第四項におい て準

用する場 合を含む。）」とある のは「第十一条第二項 」と、同項第三号 中「、第十四条第一項 から第三項まで又 は前条」とあるのは「

又は前条」と 、第二十三条第一項及び 第二十七条第一号中 「第十条第一項」と あるのは「附則第五条 第一項」と、第三 十六条第二項中
「 社会福祉士」とあ るのは「准介護福祉士 」と読み替えるものと する。
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前 二条に規定するものの ほか、准介護福祉 士の登録、指定登録機 関その他前二条の規 定の施行に関し必要 な事項は、厚生労働省

（ 厚生労働省令への委任 ）
第六条
令で定める。
准介護福祉士でな い者は、准介護福祉士と いう名称を使用 してはならない。

（名称の使用制限）
第七 条

第四十 四条の二から第四十六条 まで、第四十七条第二 項及び第四十七条 の二の規定は、准介護 福祉士について準 用する。この場

（準用）
第八条

合 において、第四十 四条の二中「社会福祉 士及び介護福祉士」と あるのは「准介護 福祉士」と、第四十五条 及び第四十六条中「 社会福

祉士又は 介護福祉士」とあ るのは「准介護福祉士 」と、第四十七条第二 項中「介護福祉士 」とあるのは「准介護 福祉士」と、第四十 七

条の二中「社 会福祉士又は介護 福祉士」とあるのは「 准介護福祉士」と、「適 応するため」と あるのは「適応し、並び に介護福祉士と

則

なるため」と、「相 談援助又は介護等 」とあるのは「介護等 」と読み替えるものと する。
附

平 成三十四年四月一日

この法律は、平 成二十九年四月一日か ら施行する。ただ し、次の各号に掲げる 規定は、それぞれ当該 各号に定める日か ら施行する。

（施行期日）
第 一条
（略）

第三条の 二の規定並びに附則 第七条、第十条及び第 十一条の規定

一～五
六
（準 備行為）
（略）

（略 ）

２

第三条の規定による 改正後の社会福祉 士及び介護福祉士法（ 以下「新法」という。 ）第四十条第二項 第一号から第三号まで の規定によ

第二条
３

る学 校及び養成施設の指定 並びにこれに関し必 要な手続その他の行 為は、この法律の施行前 においても、同項 第一号から第三号まで の規

この法律の施行 の際現に第三条の規定 による改正前の社 会福祉士及び介護福祉 士法（以下「旧法」とい う。）第三十九 条各号のい

定の例によ り行うことができる。
第六条
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ずれ かの要件に該当する者 は、新法第三十九 条の規定にかかわらず 、介護福祉士となる 資格を有する。

この 法律の施行の日から平成 三十四年三月三 十一日までの間に新法第 四十条第二項第 一号から第三号までのい ずれかに該当す

前項の規定に より介護福祉士となる資 格を有するものとされ た者（五年経過日 までの間に介護福祉士 試験に合格した者 を除く。以下「

条において 「五年経過日」という 。）までの間、介護福 祉士となる資格を 有する。

至っ た日（以下「要件該当 日」という。）以後要件 該当日の属する 年度の翌年度の四月一日 から起算して五年 を経過する日（次項及 び次

るに至った者（前条の 規定により介護福祉士 となる資格を有す る者を除く。）は、新 法第三十九条の規定 にかかわらず、当該 該当するに

第六条の二

２

要件 該当者」という。 ）が受けた介護福祉士 の登録は、当該要件該 当者が五年経過日 までの間に介護福祉士試 験に合格しなかっ たときは

附則第一条第六 号に掲げる規定の 施行の際現に准介護福 祉士という名称を使用 している者につい ては、第三条の二の規 定による改

、五年経過 日にその効力を 失うものとする。
第七条

正後 の社会福祉士及び介護 福祉士法附則第七 条の規定は、同号に掲 げる規定の施行後六月間 は、適用しない。

十八

中「の介 護福祉士の登録」 の下に「若しくは同法 附則第四条第一項 （登録）の准介護福祉 士の登録」を加え、同

登録免許税法（ 昭和四十二年法律第三 十五号）の一部を 次のように改正する。

（登録免許税法 の一部改正）

十八

ロ中「介護福 祉士」の下に「又は准 介護福祉士」を加える 。

別表第一 第三十二号

第 十条
号

銃砲刀剣類所 持等取締法（昭和三十三 年法律第六号） （抄）

護 福祉士」とする。

第四条第一項第八 十五号の規定の適用 については、当分の 間、同号中「及び介護 福祉士」とあるの は、「並びに介護福祉 士及び准介

附則中第四項 を第五項とし、第三項 を第四項とし、第 二項を第三項とし、第一 項の次に次の一 項を加える。

厚 生労働省設置法（ 平成十一年法律第九十 七号）の一部を次のよ うに改正する。

（厚 生労働省設置法の一 部改正）

２

第十一条

○
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第四条の規定による許 可を受けようとす る者で前条第一項の規 定により許可申請 書を提出した日におけ る年齢が七十五歳以上

（認 知機能検査）
第四条の三

のものは、住所 地又は法人の事業場の所 在地を管轄する 都道府県公安委員会が内 閣府令で定めると ころにより行う介護保 険法（平成九年

法律第百二十三号）第 五条の二第一項に規定 する記憶機能及び その他の認知機能（以 下単に「認知機能」 という。）に関する 検査を受け
２
道 路交通法（昭和三 十五年法律第百五号） （抄）

（略）

なけ ればならない。

○

次の各 号のいずれかに該 当する者に対しては、 それぞれ当該各号に定 める運転免許試験 を免除する。

（運転免許試験 の免除）
第九十七条の二
（略）

第百一 条第一項の免許証の有 効期間の更新を受 けなかつた者（政令で 定める者を除く。）で 、その者の免許が 第百五条第一項の規定

一・ 二
三

により効力を 失つた日から起算して六 月（海外旅行、 災害その他政令で定める やむを得ない理由のた め、その期間内に 運転免許試験を

受 けることができな かつた者にあつては、 当該効力を失つた 日から起算して三年を 経過しない場合に限り、 当該事情がやん だ日から起

公安委員会 が内閣府令で定めると ころ

その 者が受けていた免許に係 る運転免許試験

算して一 月）を経過しな いもの（第百八条の二第 一項第十一号及 び第十二号において「特 定失効者」という。） のうち、次に掲げ る区
分に応じそれ ぞれ次に定める検 査及び講習を内閣府令 で定めるところに より受けたもの

第八十九条第一項の 規定により免許申 請書を提出した日にお ける年齢が七十五 歳以上の者

（前条第一項第一号 に掲げる事項につ いてのものを除く。）
イ

により行う 介護保険法第五条の 二第一項に規定する 記憶機能及びその他の認 知機能（以下単 に「認知機能」という。 ）に関する検査

（略）

（略）

（以下「認知機能 検査」という。） 並びに当該認知機能検 査の結果に基づいて行 う第百八条の二第 一項第十二号に掲げる 講習
ロ・ハ
四・ 五
（略 ）

地 域再生法（平成十 七年法律第二十四号） （抄）

２・３
○
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（有料老人 ホームの届出の特例）
（略）

前項の有料老人ホー ム（指定都市等の区域 内に所在するもの を除く。）を設置する 同項の実施主体は 、同項の規定による届 出をする場

第十七条の三十二
２

合に は、当該届出を、当該 有料老人ホームの所在地 を管轄する市町 村の長を経由してするこ とができる。

（略）

（有料老人ホー ムの届出の特例）

則

健 康保険法等の一部を改 正する法律（平成 十八年法律第八十三号 ）（抄）

合には、当該届 出を、当該有料老 人ホームの所在地を管 轄する市町村の長を経由 してすることが できる。

前項の有 料老人ホーム（ 指定都市等の区域内に所 在するものを除く。） を設置する同項の 実施主体は、同項の規 定による届出をす る場

第十七 条の四十
２

○
附
（ 健康保険法等の一部 改正に伴う経過措置）

第二十六条 の規定の施行の際現に同 条の規定による 改正前の介護保険法（以 下この条において「 旧介護保険法」とい う。

前項の規定に よりなおその効力を有す るものとされた 旧介護保険法第四十八条 第一項第三号の規定に より平成三十六年 三月三十一日ま

づく命令の 規定を含む。）は、平 成三十六年三月三十 一日までの間、なお その効力を有する。

律の 規定及び附則第百十一 条の二の規定による 改正前の道州制特別 区域における広域行政の 推進に関する法律 の規定（これらの規定 に基

の促進に関する特別措 置法の規定、附則第 百十一条の規定によ る改正前の高齢者虐待 の防止、高齢者の 養護者に対する支援等 に関する法

前の船員職業安 定法の規定、附則第 九十一条の規定によ る改正前の生活保護法の 規定、附則第九 十六条の規定による改正 前の船員の雇用

の国家公務 員共済組合法の規定 、附則第六十七条の 規定による改正前の地 方公務員等共済組 合法の規定、附則第九 十条の規定による改正

の国 民健康保険法の規定 、第二十条の規定に よる改正前の船員保険 法の規定、旧介護 保険法の規定、附則第五 十八条の規定による改 正前

による改正前の健康 保険法の規定、第九 条の規定による改正前 の高齢者の医療の 確保に関する法律の規 定、第十四条の規定に よる改正前

）第四十八条 第一項第三号の指定 を受けている旧介護保 険法第八条第二十 六項に規定する介護療 養型医療施設については 、第五条の規定

第百三十 条の二

２

でに 行われた指定介護 療養施設サービスに係 る保険給付について は、同日後も、なお 従前の例による。
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３

〇

第 二十六条の規定の施行 の日前にされた旧 介護保険法第百七条第 一項の指定の申請 であって、第二十六条の 規定の施行の際、指定 をす

るかどうか の処分がなされていな いものについての 当該処分については、 なお従前の例による 。この場合において 、同条の規定の施行の

日以後に旧介護 保険法第八条第二十六項 に規定する介護 療養型医療施設について 旧介護保険法第四 十八条第一項第三号の 指定があったと

きは、第一項の介護療 養型医療施設とみなし て、同項の規定に よりなおその効力を有 するものとされた規 定を適用する。

則

介護サー ビスの基盤強化のため の介護保険法等の一部 を改正する法律（ 平成二十三年法律第七 十二号）（抄）
附
（老人福祉 法の一部改正に 伴う経過措置）
（略）

（略）

第十条
２

新 老人福祉法第二十九条 第六項の規定は、 施行日の前日までに旧 老人福祉法第二十九条 第一項の規定による 届出がされた同項に規 定す

新老人福祉法 第二十九条第八項の規定 は、同条第一項 に規定する有料老人ホー ムに施行日以後に入 居した者に係る前払 金について適用

る有料老人 ホームについては、平 成二十七年四月一 日以後に受領する金品 から適用する。

３
４
す る。

（社会福祉士 及び介護福祉士法の 一部改正に伴う経過措 置）
かくたん

平成二十 四年四月一日から平成 二十八年三月三十一日 までの間において は、第五条の規定によ る改正後の社会福祉 士及び介護福

（ 略）

の（厚生労働省 令で定めるものに限る。 附則第八条第一項 第一号及び第二号にお いて「喀痰吸引等」と いう。）の」とす る。

神上の障害 があることにより日常 生活を営むのに支障 がある者が日常生活 を営むのに必要な行為 であつて、医師の 指示の下に行われるも

の業 務に従事する者」と、 「同条第一項」とあ るのは「次条第一項 」と、「喀痰吸引等の」 とあるのは「喀痰 吸引その他の身体上又 は精

かくたん

及び介護福祉士法附則 第三条第一項中「介 護の業務に従事する 者（介護福祉士を除く 。次条第二項にお いて同じ。）」とある のは「介護

るのは「介護」 と、新社会福祉士及 び介護福祉士法第三 条第三号中「社会福祉又 は保健医療」と あるのは「社会福祉」と 、新社会福祉士

な行為であ つて、医師の指示の 下に行われるもの（ 厚生労働省令で定める ものに限る。以下 「喀痰吸引等」という 。）を含む。）」とあ

祉士 法（以下「新社会福 祉士及び介護福祉士 法」という。）第二条 第二項中「介護（ 喀痰吸引その他のその者 が日常生活を営むのに 必要

第十二条

２
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平 成二十八年四月一日に 介護福祉士の登録 を受けている者及び同 日に介護福祉士と なる資格を有する者で あって同日以後に介護

特定登録 者は、平成二十八年四 月一日から平成三十九 年三月三十一日ま での間に申請をした場 合には、前項の規 定にかかわらず、新社

祉士 法第二条第二項及び第 三条（第三号に係る部分 に限る。）の規 定は、なおその効力を有 する。

第三条（第三号に係る 部分に限る。）及び第 四十八条の二第一 項の規定は適用せず、 第五条の規定による 改正前の社会福祉士 及び介護福

福祉士の登録を 受けたもの（以下この条 において「特定 登録者」という。）につ いては、新社会福 祉士及び介護福祉士法 第二条第二項、

第十三条

２

会福祉士及び介 護福祉士法第二条第二項 、第三条（第三号に係 る部分に限る。） 及び第四十八条の二第 一項の規定を適用 する。
（略）

特定登録 者に対する新社 会福祉士及び介護福祉士 法附則第三条第一項の 規定の適用につい ては、平成二十八年四 月一日から平成三 十四

年三月三十一日 までの間は、同項 中「介護福祉士」とあ るのは、「介護福祉士（ 介護サービスの 基盤強化のための介護保 険法等の一部を

改正する法律（平成二 十三年法律第七十 二号）附則第十三条第 一項に規定する特定登 録者であつて、同 条第三項に規定する指 定研修課程

を修 了していないものを除 く。）」とし、社 会福祉法等の一部を改 正する法律（平成二十八 年法律第二十一号 ）第五条の規定による 改正

後の社会福 祉士及び介護福祉士法 等の一部を改正す る法律（以下「平成十 九年一部改正法」とい う。）第三条の二 の規定による改正後の

社会福祉士及び 介護福祉士法附則第十条 第一項の規定の 適用については、同年四 月一日以後は、同項中 「介護福祉士」と あるのは、「介

護 福祉士（介護サービ スの基盤強化のための 介護保険法等の一 部を改正する法律（平 成二十三年法律第七十二 号）附則第十三 条第一項に

規定する 特定登録者であつ て、同条第三項に規定す る指定研修課程 を修了していないものを 除く。）」とする。
かく たん

次に掲げ る者（次項及び第十一 項において「新特定登 録者」という。） に対する新社会福祉士 及び介護福祉士法の適 用については、新
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３～７
８

９

社会福祉士及び介護 福祉士法第二条第二 項中「介護（喀痰吸引 その他のその者が 日常生活を営むのに必 要な行為であつて、医 師の指示の

下に 行われるもの（厚生 労働省令で定めるも のに限る。以下「喀痰 吸引等」という。 ）を含む。）」とあるの は「介護」と、新社会 福祉

士及び介護 福祉士法第三条第三 号中「社会福祉又は 保健医療」とあるのは 「社会福祉」とし 、新社会福祉士及び介 護福祉士法第四十八条
（略）

の二第一項の規 定は、適用しない。
一

平成二十九年四月一日 から平成三十四年三 月三十一日までの間 に平成十九年一部改正法 附則第六条の二第 一項の規定により介護 福祉

新 特定登録者につい ては、平成二十八年四 月一日から平成三十九 年三月三十一日ま での間に申請をした場合 には、前項の規 定は、適用

格した者を除 く。）

士となる 資格を有するに至った 者であって、当該資格 を有するに至った 日以後に介護福祉士の 登録を受けたもの （介護福祉士試験に合

二

10

しな い。
（略）
（略）

前項の規 定により新社会福祉士 及び介護福祉士法附則 第四条第一項の認 定特定行為業務従事者 認定証の交付を受 けている者に対する附

（ 略）

第十四条
２
３

則第十二条第一 項の規定により読み替え られた新社会福祉士及 び介護福祉士法附 則第三条第一項の規定 の適用については 、平成二十四年

四月 一日から平成二十 八年三月三十一日まで の間は、同項中「医師 の指示の下に、」 とあるのは「医師の指示 の下に、介護サー ビスの基

盤強化のた めの介護保険法 等の一部を改正する法律 （平成二十三年法律第 七十二号）附則第 十四条第一項の規定に よる認定を受けた 者ご
かく たん

とに当該認定に 係る」と、「喀痰 吸引等」という。）の うち当該認定特定行為業 務従事者が修了 した次条第二項に規定す る喀痰吸引等研

修の課程に応じて」と あるのは「喀痰吸 引等」という。）のう ち」とし、新社会福祉 士及び介護福祉士 法附則第三条第一項の 規定の適用

につ いては、同年四月一日 から平成三十四年 三月三十一日までの間 は、同項中「医師の指示 の下に、」とある のは「医師の指示の下 に、

介護サービ スの基盤強化のための 介護保険法等の一 部を改正する法律（平 成二十三年法律第七十 二号）附則第十四 条第一項の規定による
かくたん

認定を受けた者 ごとに当該認定に係る」 と、「喀痰吸引 等のうち当該認定特定行 為業務従事者が修了し た次条第二項に規 定する喀痰吸引

等 研修の課程に応じて 」とあるのは「喀痰吸 引等のうち」とし 、社会福祉法等の一部 を改正する法律（平成二 十八年法律第二 十一号）第

五条の規 定による改正後の 平成十九年一部改正法第 三条の二の規定 による改正後の社会福祉 士及び介護福祉士法附 則第十条第一項の 規定

の適用につい ては、同年四月一日 以後は、同項中「医師 の指示の下に、」 とあるのは「医師の指 示の下に、介護サービス の基盤強化のた

めの介護保険法等の 一部を改正する法律 （平成二十三年法律第 七十二号）附則第 十四条第一項の規定に よる認定を受けた者ご とに当該認
かくたん

定に 係る」と、「喀痰吸 引等のうち当該認定 特定行為業務従事者が 修了した次条第二 項に規定する喀痰吸引等 研修の課程に応じて」 とあ
るのは「喀 痰吸引等のうち」と する。
（略）

地域に おける医療及び介護の総 合的な確保の促 進に関する法律の一部を 次のように改正する。

医 療保険制度の適正かつ 効率的な運営を図 るための健康保険法等 の一部を改正する法律（ 令和元年法律第九 号）（抄）

４・５
○
第十一条

第 二十三条第一号中 「行う」の下に「電子 資格確認（同法第三条 第十三項に規定す る電子資格確認をいう。 ）の実施に必要 な費用その

- 50 -

11

○

他」 を加える。
健康保険法（ 大正十一年法律第七十号 ）（抄）

（略）

（略 ）

（定 義）
第三条
２～

（略）

厚生 労働大臣、保険者、保 険医療機関等、指定訪 問看護事業者その 他の健康保険事業又は当 該事業に関連する事 務の遂

保険者 は、第七十六条第五項 （第八十五条第九 項、第八十五条の二第 五項、第八十六条第四項 、第百十条第七 項及び第百

（基金等への事 務の委託）

２～６

に対しても、その者又 はその者以外の者に 係る被保険者等記号 ・番号等を告知するこ とを求めてはなら ない。

働省令で定める 者（以下この条にお いて「厚生労働大臣 等」という。）は、当該 事業又は事務の 遂行のため必要がある場 合を除き、何人

行のため保 険者番号及び被保険 者等記号・番号（以 下この条において「被 保険者等記号・番 号等」という。）を利 用する者として厚生労

第百九 十四条の二

（被保険者等記号・ 番号等の利用制限等 ）

受けるこ とをいう。

療 機関等又は指定訪問 看護事業者に提供し、 当該保険医療機関 等又は指定訪問看護事 業者から被保険者又は被 扶養者であるこ との確認を

行い、電子情報 処理組織を使用する方法 その他の情報通 信の技術を利用する方法 により、保険者から回 答を受けて当該情 報を当該保険医

いう。）を 送信する方法により、 被保険者又は被扶 養者の資格に係る情報 （保険給付に係る費用 の請求に必要な情 報を含む。）の照会を

団体 情報システム機構の認 証業務に関する法 律（平成十四年法律第 百五十三号）第二十二条 第一項に規定する 利用者証明用電子証明 書を

法律第二十七号）第二 条第七項に規定す る個人番号カードをい う。）に記録された利 用者証明用電子証 明書（電子署名等に係 る地方公共

とする者が、保 険者に対し、個人 番号カード（行政手続 における特定の個人を識 別するための番 号の利用等に関する法律 （平成二十五年

同じ。）か ら療養を受けよ うとする者又は第八十八 条第一項に規定する指 定訪問看護事業者 から同項に規定する指 定訪問看護を受け よう

こ の法律において「 電子資格確認」とは、 保険医療機関等（第六 十三条第三項各号 に掲げる病院若しくは診 療所又は薬局をいう 。以下

12

第二百 五条の四
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13

四十 九条において準用する 場合を含む。第一 号において同じ。）及 び第八十八条第十一 項（第百十一条第三項 及び第百四十九条にお いて

第四章の規定によ る保険給付及び第五章 第三節の規定による日 雇特例被保険者に 係る保険給付の支給、第 六章の規定による 保健事業

あった者又はこ れらの被扶養者（次号 において「被保険者等 」という。）に係 る情報の収集又は整理 に関する事務

及び福祉 事業の実施、第百五十 五条の規定による保険 料の徴収その他の 厚生労働省令で定める 事務に係る被保険者若 しくは被保険者で

第四章の規定による保 険給付及び第五章第三節 の規定による日 雇特例被保険者に係る保 険給付の支給、第 六章の規定による保健 事業

給に関する事務（第 七十六条第五項及び第 八十八条第十一項 に規定する事務を除く 。）

第四章の規 定による保険給付及び第 五章第三節の規 定による日雇特例被保険 者に係る保険給付 のうち厚生労働省令で 定めるものの支

準用する場 合を含む。同号におい て同じ。）に規定 する事務のほか、次に 掲げる事務を基金又 は国保連合会に委託 することができる。
一
二

三

及び福祉 事業の実施、第百 五十五条の規定による 保険料の徴収その他の 厚生労働省令で定 める事務に係る被保険 者等に係る情報の利 用
（略）

八十 八条第一項に規定す る指定訪問看護事業 者をいう。以下同じ。 ）から指定訪問看 護（同項に規定する指定 訪問看護をいう。以下 同じ。

）を受けよ うとする者が、協会 に対し、個人番号カ ード（行政手続におけ る特定の個人を識 別するための番号の利 用等に関する法律（平

成二十五年法律 第二十七号）第二条 第七項に規定する個 人番号カードをいう。） に記録された利 用者証明用電子証明書（ 電子署名等に係

る地方公共団体情報シ ステム機構の認証業 務に関する法律（平 成十四年法律第百五十 三号）第二十二条 第一項に規定する利用 者証明用電

子証 明書をいう。）を送信 する方法により、被 保険者又は被扶養者 の資格に係る情報（保険 給付に係る費用の 請求に必要な情報を含 む。

）の照会を 行い、電子情報処理組 織を使用する方法そ の他の情報通信の技 術を利用する方法によ り、協会から回答 を受けて当該情報を当

該保険医療機関 若しくは保険薬局又は指 定訪問看護事業者 に提供し、当該保険医 療機関若しくは保険薬 局又は指定訪問看 護事業者から被
保険 者又は被扶養者で あることの確認を受け ることをいう。
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又は提供に関 する事務
２
船員保険 法（昭和十四年法律第 七十三号）（抄）

（略）

（略）

○
第 二条
２～

この法律にお いて「電子資格確 認」とは、保険医療機 関（健康保険法第 六十三条第三項第一号 に規定する保険医療機関 をいう。以下同

11

じ。）若しくは保険 薬局（同号に規定す る保険薬局をいう。以 下同じ。）から療 養を受けようとする者 又は指定訪問看護事業 者（同法第

12

厚生労働大臣、協会、 保険医療機関等 、指定訪問看護事業者そ の他の船員保険 事業又は当該事業に関連 する事務の遂行

（被保険者 等記号・番号等の利用 制限等）
第百四十三条の二

のため保険者番号及び 被保険者等記号・番号 （以下この条にお いて「被保険者等記号 ・番号等」という。 ）を利用する者とし て厚生労働

省令 で定める者（以下この 条において「厚生労働大 臣等」という。 ）は、当該事業又は事務 の遂行のため必要 がある場合を除き、何 人に
（略）

対しても、 その者又はその者以外 の者に係る被保険者等 記号・番号等を告 知することを求めては ならない。
２～６

協会は、第五十 九条（第七十六条第六 項において準用する場 合を含む。第一号 において同じ。）、第六 十一条第七項、

（基金等へ の事務の委託）
第百五十三条の十

第六十二条第四項及び 第六十三条第四項 において準用する健康 保険法第七十六条第五 項並びに第六十五 条第十二項及び第七十 八条第三項

にお いて準用する同法第八 十八条第十一項に 規定する事務のほか、 次に掲げる事務を社会保 険診療報酬支払基 金法（昭和二十三年法 律第

百二十九号 ）による社会保険診療 報酬支払基金（附 則第七条において「基 金」という。）又は国 民健康保険法（昭 和三十三年法律第百九

第四章の規定によ る保険給付の支給、 第五章の規定による 保健事業及び福祉事業 の実施、第百十四 条の規定による保険料 の徴収、附

の規定による 保険給付の支給その他 の厚生労働省令で 定める事務に係る被保険 者等に係る情報 の収集又は整理に関する 事務

（平成十 九年法律第三十号）附 則第三十九条の規 定によりなお従前の例 によるものとされ た同法第四条の規定に よる改正前のこの法律

則 第五条第一項の規定に よる障害前払一時 金又は同条第二項の規 定による遺族前払 一時金の支給、雇用保険 法等の一部を改正する 法律

第四章の規定に よる保険給付の支給 、第五章の規定による 保健事業及び福祉 事業の実施、第百十四 条の規定による保険料 の徴収、附

用する同法第 八十八条第十一項 に規定する事務を除く 。）

四項及び 第六十三条第四 項において準用する健康 保険法第七十六 条第五項並びに第六十五 条第十二項及び第七十 八条第三項におい て準

第四章の規定によ る保険給付のうち厚生 労働省令で定める ものの支給に関する事 務（第五十九条、第六十 一条第七項、第 六十二条第

十二号）第四十 五条第五項に規定する国 民健康保険団体 連合会に委託することが できる。
一

二

三

則 第五条第一項の規定に よる障害前払一時金又 は同条第二項の規 定による遺族前払一時金 の支給、雇用保険 法等の一部を改正する 法律

附則第三 十九条の規定によりな お従前の例によるもの とされた同法第四 条の規定による改正前 のこの法律の規定 による保険給付の支給
その他の厚生 労働省令で定める事務に 係る被保険者等に係 る情報の利用又は提 供に関する事務
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○

金 融機関の信託業務の兼 営等に関する法律 （昭和十八年法律第四 十三号）（抄）

銀行その他の金 融機関（政令で定める ものに限る。以下 「金融機関」という。 ）は、他の法律の 規定にかかわらず、内 閣総理大臣

（兼営の認可）
第一条

の認 可を受けて、信託業法 （平成十六年法律第百五 十四号）第二条 第一項に規定する信託業 及び次に掲げる業 務（政令で定めるもの を除
（略）

く。以下「 信託業務」という。） を営むことができる。
一～七
（略）

職業安定法（ 昭和二十二年法律 第百四十一号）（抄）

２・３
○

公共職業安定所、特定 地方公共団体及び 職業紹介事業者、労働 者の募集を行う者及び 募集受託者並びに 労働者供給事業者は、

（労 働条件等の明示）
第五条の三

それぞれ、職業 紹介、労働者の募集又は 労働者供給に当 たり、求職者、募集に応 じて労働者になろうと する者又は供給さ れる労働者に対
し 、その者が従事すべ き業務の内容及び賃金 、労働時間その他 の労働条件を明示しな ければならない。
（略）

前三項の 規定による明示は、賃 金及び労働時間に関す る事項その他の厚 生労働省令で定める事 項については、厚生労 働省令で定める方

②・③
④
法により行わなけれ ばならない。
（求職者等 の個人情報の取扱い ）

公共 職業安定所、特定 地方公共団体、職業紹 介事業者及び求人者、労 働者の募集を行 う者及び募集受託者並び に労働者供給事

公 共職業安定所等は 、求職者等の個人情報 を適正に管理する ために必要な措置を講 じなければならない。

囲内でこれを保 管し、及び使用しなけれ ばならない。ただ し、本人の同意がある 場合その他正当な事由 がある場合は、こ の限りでない。

保管し、又 は使用するに当たつて は、その業務の目的 の達成に必要な範囲 内で求職者等の個人情 報を収集し、並び に当該収集の目的の範

に応 じて労働者になろうと する者又は供給され る労働者の個人情報 （以下この条において「 求職者等の個人情 報」という。）を収集 し、

業者及び労働者供給を 受けようとする者（ 次項において「公共 職業安定所等」という 。）は、それぞれ 、その業務に関し、求 職者、募集

第五条の四

②
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（労働争議 に対する不介入）

公共職 業安定所は、労働争議に 対する中立の立 場を維持するため、同盟 罷業又は作業所 閉鎖の行われている事業 所に、求職者を

前 項に規定する場合の外 、労働委員会が公共職業 安定所に対し、 事業所において、同盟罷 業又は作業所閉鎖 に至る虞の多い争議が 発生

紹介してはならない。

第二十条
②

しているこ と及び求職者を無制限 に紹介することによつ て、当該争議の解 決が妨げられることを 通報した場合におい ては、公共職業安定

所は当該事業所 に対し、求職者を紹介し てはならない。但し、 当該争議の発生前 、通常使用されていた 労働者の員数を維 持するため必要
な限 度まで労働者を紹 介する場合は、この限 りでない。

労働者を雇 用しようとする者 が、その被用者以外の 者をして報酬を与えて 労働者の募集に従 事させようとするとき は、厚生労

（委託募集）
第三十六条
②

労働者を雇用 しようとする者が、その 被用者以外の者 をして報酬を与えること なく労働者の募集に 従事させようとする ときは、その旨

前項の報 酬の額については、あ らかじめ、厚生労 働大臣の認可を受けな ければならない。

働大 臣の許可を受けなけれ ばならない。
③
を 厚生労働大臣に届け 出なければならない。
（募集の制限 ）
（略）

厚 生労働大臣は、前 条第一項の規定によつ て労働者の募集を許可 する場合において は、労働者の募集を行お うとする者に対し、 募集時

第三十七条
②

期、募集人 員、募集地域その他 募集方法に関し必要 な指示をすることがで きる。

労働者の募集を 行う者及び第三十 六条第一項又は第三項 の規定により労働者の募 集に従事する者（ 以下「募集受託者」と いう。

（報酬受領の禁止）
第三十 九条

）は、募集 に応じた労働者から、 その募集に関し、い かなる名義でも、報 酬を受けてはならない 。
（報 酬の供与の禁止）
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第四十 条

労働者の募集を行 う者は、その被用 者で当該労働者の募集 に従事するもの又 は募集受託者に対し、賃 金、給料その他これら に準

ずるものを 支払う場合又は第三十 六条第二項の認可 に係る報酬を与える場 合を除き、報酬を与 えてはならない。
（許可の取消し等）
（略）

厚生労働 大臣は、第三十六条第 三項の届出をして労働 者の募集を行う者 又は同項の規定により 労働者の募集に従 事する者がこの法律若

第四十 一条
②

しくは労働者派 遣法の規定又はこれらの 規定に基づく命令若し くは処分に違反し たときは、当該労働者 の募集の業務の廃 止を命じ、又は
期間 を定めて当該労働 者の募集の業務の停止 を命ずることができる 。

新聞、雑誌 その他の刊行物に 掲載する広告、文書の 掲出又は頒布その他厚 生労働省令で定め る方法により労働者の 募集を行う

（募集内容の的 確な表示等）

（略）

力を求め るように努めなけ ればならない。

者 をして労働者の募集 に関する情報を労働者 となろうとする者 に提供させるときは、 当該募集情報等提供事業 を行う者に対し 、必要な協

な表現を用いる 等その的確な表示に努め なければならな い。この場合において、 当該労働者の募集を行 う者が募集情報等 提供事業を行う

集に係る従 事すべき業務の内容等 を明示するに当た つては、当該募集に応 じようとする労働者に 誤解を生じさせる ことのないように平易

者（ 募集受託者を含む。以 下この項において 同じ。）は、労働者の 適切な職業選択に資する ため、第五条の三 第一項の規定により当 該募

第四十二条

②

労働者の募集 を行う者及び募集受託 者並びに募集情報等提 供事業を行う者は 、労働者の適切な職業 選択に資するため、 そ

（労 働者の募集を行う者 等の責務）
第四十二条の 二

第二十条の規定は 、労働者の募集に ついて準用する。この 場合において、同条第 一項中「公共職業 安定所」とあるのは「

れぞれ、その業 務の運営に当たつて は、その改善向上を 図るために必要な措置を 講ずるように努 めなければならない。
（準 用）
第四十二条の 三

労働者の募集を 行う者（厚生労働省令で 定める者を除く。 次項において同じ。） 及び募集受託者（第三 十九条に規定する 募集受託者をい

う。 同項において同じ 。）」と、「事業所に 、求職者を紹介して はならない」とある のは「事業所における就 業を内容とする 労働者の募
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集を してはならない」と、 同条第二項中「求 職者を無制限に紹介す る」とあるのは「労 働者を無制限に募集す る」と、「公共職業安 定所

は当該事業 所に対し、求職者を紹 介してはならない 」とあるのは「公共職 業安定所は、その旨 を労働者の募集を行 う者及び募集受託者に

通報するものと し、当該通報を受けた労 働者の募集を行 う者又は募集受託者は、 当該事業所におけ る就業を内容とする労 働者の募集をし

厚生労働大臣は、職業紹 介事業者、労働者の募 集を行う者、募集 受託者又は労働者供給 事業者が、その業 務に関しこの法

てはならない」と、同 項ただし書中「紹介す る」とあるのは「 募集する」と読み替え るものとする。
（改善命令 等）
第四十八条の三

律の 規定又はこれに基 づく命令の規定に違反 した場合において、当 該業務の適正な運 営を確保するために必要 があると認めると きは、こ
（略）

れらの者に 対し、当該業務 の運営を改善するために 必要な措置を講ずべき ことを命ずること ができる。
②・③
（厚 生労働大臣に対する申 告）

特定地方公共団体 、職業紹介事業者 、求人者、労働者の募 集を行う者、募集受託 者、労働者供給事 業者又は労働者供給を

厚生労働 大臣は、前項の規定に よる申告があつたとき は、必要な調査を 行い、その申告の内容 が事実であると認める ときは、この法律

臣に対し 、その事実を申告 し、適当な措置を執るべ きことを求める ことができる。

職 業紹介事業者に求職 の申込みをした求職者 、当該募集に応じ た労働者又は当該労働 者供給事業者から供給さ れる労働者は、 厚生労働大

受けようとする 者がこの法律の規定又は これに基づく命 令の規定に違反する事実 がある場合においては 、当該特定地方公 共団体若しくは

第四十八条の 四

②

に基づく措置その他 適当な措置を執らな ければならない。
（報告及び 検査）

行政庁 は、この法律を施 行するために必要な限 度において、厚生労働省 令で定めるとこ ろにより、職業紹介事業 を行う者（第二

行政庁は、こ の法律を施行するために 必要な限度にお いて、所属の職員に、職 業紹介事業を行う者（ 第二十九条第一項 の規定により無

とができる 。

受託 者、募集情報等提供事 業を行う者、労働者 供給事業を行う者又 は労働者供給を受けよう とする者に対し、 必要な事項を報告させ るこ

十九条第一項の規定に より無料の職業紹介 事業を行う場合にお ける特定地方公共団体 を除く。）、求人 者、労働者の募集を行 う者、募集

第五十条

②

料の 職業紹介事業を行 う場合における特定地 方公共団体を除く。 ）、求人者、労働者 の募集を行う者、募集受 託者、労働者供 給事業を行
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う者 又は労働者供給を受け ようとする者の事 業所その他の施設に立 ち入り、関係者に質 問させ、又は帳簿、書 類その他の物件を検査 させ
③

第二項の規定による 立入検査の権限は、犯 罪捜査のために認 められたものと解釈し てはならない。

前項の規定に より立入検査をする職員 は、その身分を 示す証明書を携帯し、関 係者に提示しな ければならない。

ることがで きる。
④
（秘密を守 る義務等）

職業 紹介事業者、求人者、労 働者の募集を行う者、 募集受託者、労働 者供給事業者及び労働 者供給を受けよう とする者（以下

（略）

児童福祉法（昭和二 十二年法律第百六十四 号）（抄）

者でなくな つた後においても、同 様とする。

労働 省令で定める者に関す る情報を、みだり に他人に知らせてはな らない。職業紹介事業者 等及びこれらの代 理人、使用人その他の 従業

職業紹介事業者等及 びこれらの代理人 、使用人その他の従業 者は、前項の秘密のほ か、その業務に関 して知り得た個人情報 その他厚生

後においても、 同様とする。

つたことに ついて知り得た 人の秘密を漏らしてはな らない。職業紹介事業 者等及びこれらの 代理人、使用人その他 の従業者でなくな つた

この 条において「職業 紹介事業者等」という 。）並びにこれらの代 理人、使用人その 他の従業者は、正当な理 由なく、その業務 上取り扱

第五十一条

②

○
第六条の三
（略）

こ の法律で、地域子 育て支援拠点事業とは 、厚生労働省令で定め るところにより、 乳児又は幼児及びその保 護者が相互の交流を 行う場

②～⑤
⑥

所を開設し 、子育てについての 相談、情報の提供、 助言その他の援助を行 う事業をいう。
（略）

社 会保険診療報酬支払基 金法（昭和二十三 年法律第百二十九号） （抄）

⑦～⑭
○

基金は 、第一条の目的を達成す るため、次の業 務を行う。

各保険者（国民健 康保険法（昭和三十三 年法律第百九十二号 ）の定めるところに より都道府県が当該都道 府県内の市町村 とともに行

第十五条
一
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２

う 国民健康保険にあつて は、市町村。第六 号及び第七号を除き、 以下この項において同 じ。）から、毎月、 その保険者が過去三箇 月に

五

四

三

二

保険者から 委託された健康保険法（ 大正十一年法律第七十 号）第二百五条の 四第一項第二号、船員 保険法（昭和十四 年法律第七十三

保険者 から委託された医療保 険各法等による保険給 付の支給に関する 事務（前各号に掲げる ものを除く。）を行 うこと。

前二号に準じ、訪問看 護療養費又は家族訪問看 護療養費の支払 及び審査を行うこと。

診療担当者の提出 する診療報酬請求書の 審査（その審査に ついて不服の申出があ つた場合の再審査を 含む。以下同じ。） を行うこと。

診療担当者 の提出する診療報酬請求 書に対して、厚 生労働大臣の定めるとこ ろにより算定した る金額を支払うこと。

おいて最 高額の費用を要した月 の診療報酬の政令 で定める月数分に相当 する金額の委託を受け ること。

六

号 ）第百五十三条の 十第一項第二号、私立 学校教職員共済法（昭 和二十八年法律第 二百四十五号）第四十七 条の三第一項第二号 、国家

公務員共 済組合法（昭和三 十三年法律第百二十八 号）第百十四条の二第 一項第二号、国民 健康保険法第百十三条 の三第一項第一号、 地

方公務員等共 済組合法（昭和三 十七年法律第百五十二 号）第百四十四条の三十 三第一項第二号 又は高齢者の医療の確保 に関する法律第
百六十五条の二第一 項第一号に掲げる 情報の収集又は整理に 関する事務を行うこと 。

保険者から委託された 健康保険法第二百 五条の四第一項第三号 、船員保険法第百五十三 条の十第一項第三 号、私立学校教職員共 済法

前各 号の業務に附帯す る業務

七

第四十七 条の三第一項第三号、 国家公務員共済組 合法第百十四条の二第 一項第三号、国民健康 保険法第百十三条 の三第一項第二号、地

方公務員等共 済組合法第百四十四条の 三十三第一項第 三号又は高齢者の医療の 確保に関する法律第百 六十五条の二第一 項第二号に掲げ
八

前各号に 掲げるもののほか、 第一条の目的を達成す るために必要な業 務

る 情報の利用又は提 供に関する事務を行う こと。
九

基金は、前項に 定める業務のほか、生 活保護法（昭和二十五 年法律第百四十四 号）第五十三条第三項 、児童福祉法（昭和 二十二年法律

第百 六十四号）第十九条 の二十第三項（同法 第二十一条の二、第二 十一条の五の三十 及び第二十四条の二十一 並びに母子保健法（昭 和四

十年法律第 百四十一号）第二十 条第七項において準 用する場合を含む。） 、戦傷病者特別援 護法（昭和三十八年法 律第百六十八号）第十

五条第三項（第 二十条第三項におい て準用する場合を含 む。）、原子爆弾被爆者 に対する援護に 関する法律（平成六年法 律第百十七号）

第十五条第三項若しく は第二十条第一項、 感染症の予防及び感 染症の患者に対する医 療に関する法律（ 平成十年法律第百十四 号）第四十

条第 五項、心神喪失等の状 態で重大な他害行為 を行った者の医療及 び観察等に関する法律（ 平成十五年法律第 百十号）第八十四条第 三項

、石綿によ る健康被害の救済に関 する法律（平成十八 年法律第四号）第十 四条第一項、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（ 平成十七年法律第百二十 三号）第七十三条 第三項又は難病の患者 に対する医療等に関す る法律（平成二十 六年法律第五十

号） 第二十五条第三項 の規定により医療機関 の請求することので きる診療報酬の額又 は被爆者一般疾病医療機 関若しくは保険 医療機関等
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３

若し くは生活保護指定医療 機関に支払うべき 額の決定について意見 を求められたときは 、意見を述べ、また、 生活保護法第五十三条 第四

項、戦傷病 者特別援護法第十五条 第四項（第二十条 第三項において準用す る場合を含む。）、 原子爆弾被爆者に対 する援護に関する法律

第十五条第四項 若しくは第二十条第二項 、児童福祉法第 十九条の二十第四項（同 法第二十一条の二 、第二十一条の五の三 十及び第二十四

条の二十一並びに母子 保健法第二十条第七項 において準用する 場合を含む。）、感染 症の予防及び感染症 の患者に対する医療 に関する法

律第 四十条第六項、心神喪 失等の状態で重大な他害 行為を行った者 の医療及び観察等に関す る法律第八十四条 第四項、石綿による健 康被

害の救済に 関する法律第十四条第 二項、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 の法律第七十三条第 四項又は難病の患者

に対する医療等 に関する法律第二十五条 第四項の規定により医 療機関に対する診 療報酬又は一般疾病医 療費若しくは医療 費に相当する額

の支 払に関する事務を 委託されたときは、そ の支払に必要な事務を 行うことができる 。防衛省の職員の給与等 に関する法律（昭 和二十七

年法律第二 百六十六号）第 二十二条第三項の規定に より、療養を担当する 者が国に対して請 求することができる診 療報酬の額の審査 に関

する事務及びそ の診療報酬の支払 に関する事務を委託さ れたとき、並びに精神保 健及び精神障害 者福祉に関する法律（昭 和二十五年法律

第百二十三号）第二十 九条の七又は麻薬 及び向精神薬取締法（ 昭和二十八年法律第十 四号）第五十八条 の十五の規定により、 これらの条

に規 定する審査、額の算定 又は診療報酬の支 払に関する事務を委託 されたときにおいても、 同様とする。

基金は、 前二項に定める業務の 遂行に支障のない 範囲内で、国、都道府 県、市町村又は独立行 政法人（独立行政 法人通則法（平成十一

年法律第百三号 ）第二条第一項に規定す る独立行政法人 をいう。以下同じ。）の 委託を受けて、国、都 道府県、市町村又 は独立行政法人

が 行う医療に関する給 付であつて厚生労働大 臣の定めるものに ついて医療機関が請求 することができる費用の 額の審査及び支 払に関する
事務を行 うことができる。

基金は、 前三項の業務を行う場 合には、定款の定める ところにより、保 険者、国、都道府県、 市町村若しくは独立行 政法人又は厚生労

基 金は、第一項第九 号に掲げる業務を行お うとするときは、厚生 労働大臣の認可を 受けなければならない。

４
５

医療保険制度 の適正かつ効率的 な運営を図るための健 康保険法等の一部を改正 する法律による 改正後の社会保険診療報 酬支払基金法（

働大臣若しくは都道 府県知事とそれぞれ 契約を締結するものと する。

○
抄）

基 金は、第一条の目的を 達成するため、次 の業務を行う。

各保険者（ 国民健康保険法の定める ところにより都道 府県が当該都道府県内 の市町村とともに行う 国民健康保険にあ つては、市町村。

第十五条
一

第 六号及び第七号を 除き、以下この項にお いて同じ。）から、毎 月、その保険者が 過去三箇月において最高 額の費用を要し た月の診療
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２

四

三

二

保険者から委託された 医療保険各法等による保 険給付の支給に 関する事務（前各号に掲 げるものを除く。 ）を行うこと。

前二号に準じ、訪 問看護療養費又は家族 訪問看護療養費の 支払及び審査を行うこ と。

診療担当者 の提出する診療報酬請求 書の審査（その 審査について不服の申出 があつた場合の再 審査を含む。以下同じ 。）を行うこと。

診療担 当者の提出する診療報 酬請求書に対して 、厚生労働大臣の定め るところにより算定 したる金額を支払う こと。

報 酬の政令で定める月数 分に相当する金額 の委託を受けること。

五

保険者 から委託された健康保 険法（大正十一年法律 第七十号）第二百 五条の四第一項第二号 、船員保険法（昭和 十四年法律第七十三

保険者から委託さ れた健康保険法第 二百五条の四第一項第 三号、船員保険法第百 五十三条の十第一 項第三号、私立学校教 職員共済法

百六十五条の 二第一項第一号に 掲げる情報の収集又は 整理に関する事務を行う こと。

方公務員 等共済組合法（昭 和三十七年法律第百五 十二号）第百四十四条 の三十三第一項第 二号又は高齢者の医療 の確保に関する法律 第

公 務員共済組合法（ 昭和三十三年法律第百 二十八号）第百十四条 の二第一項第二号 、国民健康保険法第百十 三条の三第一項第一 号、地

号）第百五十三 条の十第一項第二号、 私立学校教職員共済法 （昭和二十八年法 律第二百四十五号）第 四十七条の三第一項 第二号、国家

六

七

第 四十七条の三第一項第 三号、国家公務員 共済組合法第百十四条 の二第一項第三号、国民 健康保険法第百十 三条の三第一項第二号 、地

方公務員 等共済組合法第百四十 四条の三十三第一 項第三号又は高齢者の 医療の確保に関する法 律第百六十五条の 二第一項第二号に掲げ
る情報の利用 又は提供に関する事務を 行うこと。

診療報酬請求書及 び特定健康診査等（高 齢者の医療の確保 に関する法律第十八条 第二項第一号に規定する 特定健康診査等 をいう。）

前各号の業務に 附帯する業務

八

に関する 記録に係る情報 その他の国民の保健医療 の向上及び福祉 の増進に資する情報の収 集、整理及び分析並び にその結果の活用 の促
九

前各号に掲げるもの のほか、第一条の目 的を達成するために必 要な業務

進に関する事 務を行うこと。
十

基金は、 前項に定める業務 のほか、生活保護法（ 昭和二十五年法律第百 四十四号）第五十 三条第三項、児童福祉 法（昭和二十二年法 律

第百六十四号） 第十九条の二十第三 項（同法第二十一条 の二、第二十一条の五の 三十及び第二十 四条の二十一並びに母子 保健法（昭和四

十年法律第百四十一号 ）第二十条第七項に おいて準用する場合 を含む。）、戦傷病者 特別援護法（昭和 三十八年法律第百六十 八号）第十

五条 第三項（第二十条第三 項において準用する 場合を含む。）、原 子爆弾被爆者に対する援 護に関する法律（ 平成六年法律第百十七 号）

第十五条第 三項若しくは第二十条 第一項、感染症の予 防及び感染症の患者 に対する医療に関する 法律（平成十年法 律第百十四号）第四十

条第五項、心神 喪失等の状態で重大な他 害行為を行った者 の医療及び観察等に関 する法律（平成十五年 法律第百十号）第 八十四条第三項

、石 綿による健康被害 の救済に関する法律（ 平成十八年法律第四 号）第十四条第一項 、障害者の日常生活及び 社会生活を総合 的に支援す
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３

４
５
６

るた めの法律（平成十七年 法律第百二十三号 ）第七十三条第三項又 は難病の患者に対す る医療等に関する法律 （平成二十六年法律第 五十

号）第二十 五条第三項の規定によ り医療機関の請求 することのできる診療 報酬の額又は被爆者 一般疾病医療機関若 しくは保険医療機関等

若しくは生活保 護指定医療機関に支払う べき額の決定に ついて意見を求められた ときは、意見を述 べ、また、生活保護法 第五十三条第四

項、戦傷病者特別援護 法第十五条第四項（第 二十条第三項にお いて準用する場合を含 む。）、原子爆弾被 爆者に対する援護に 関する法律

第十 五条第四項若しくは第 二十条第二項、児童福祉 法第十九条の二 十第四項（同法第二十一 条の二、第二十一 条の五の三十及び第二 十四

条の二十一 並びに母子保健法第二 十条第七項において準 用する場合を含む 。）、感染症の予防及 び感染症の患者に対 する医療に関する法

律第四十条第六 項、心神喪失等の状態で 重大な他害行為を行っ た者の医療及び観 察等に関する法律第八 十四条第四項、石 綿による健康被

害の 救済に関する法律 第十四条第二項、障害 者の日常生活及び社会 生活を総合的に支 援するための法律第七十 三条第四項又は難 病の患者

に対する医 療等に関する法 律第二十五条第四項の規 定により医療機関に対 する診療報酬又は 一般疾病医療費若しく は医療費に相当す る額

の支払に関する 事務を委託された ときは、その支払に必 要な事務を行うことがで きる。防衛省の 職員の給与等に関する法 律（昭和二十七

年法律第二百六十六号 ）第二十二条第三 項の規定により、療養 を担当する者が国に対 して請求すること ができる診療報酬の額 の審査に関

する 事務及びその診療報酬 の支払に関する事 務を委託されたとき、 並びに精神保健及び精神 障害者福祉に関す る法律（昭和二十五年 法律

第百二十三 号）第二十九条の七又 は麻薬及び向精神 薬取締法（昭和二十八 年法律第十四号）第五 十八条の十五の規 定により、これらの条

に規定する審査 、額の算定又は診療報酬 の支払に関する 事務を委託されたときに おいても、同様とする 。

基金は、前二項に定 める業務の遂行に支障 のない範囲内で、 国、都道府県、市町村 又は独立行政法人（独 立行政法人通則法 （平成十一

年法律第 百三号）第二条第 一項に規定する独立行政 法人をいう。以 下同じ。）の委託を受け て、国、都道府県、市 町村又は独立行政 法人

が行う医療に 関する給付であつて 厚生労働大臣の定める ものについて医療 機関が請求することが できる費用の額の審査及 び支払に関する
事務を行うことがで きる。

基 金は、前三項の業 務を行う場合には、定 款の定めるところによ り、保険者、国、 都道府県、市町村若しく は独立行政法人又は 厚生労
働大臣若し くは都道府県知事と それぞれ契約を締結 するものとする。

基金は、第一 項第八号に掲げる 業務の運営に関する事 項を定めるに当たつては 、当該業務に関 し専門的な知識及び経験 を有する者の意
見を聴かなければなら ない。

基金 の代表者、代理人、使用 人その他の従業 者が、第二十八条の規定 による報告を怠り、若 しくは虚偽の報告 をなし、又は当

基 金は、第一項第十号に 掲げる業務を行お うとするときは、厚生 労働大臣の認可を受けな ければならない。

第三十二条

該職 員の検査を拒み、 妨げ、若しくは忌避し たときは、これを三 十万円以下の罰金に 処する。
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２

○

基 金の理事長、理事若し くは理事又は監事 又はその従たる事務所 若しくはその出張 所の幹事長若しくは幹事 が、第十五条に規定さ れて
いない業務 を、基金の業務として 行つたときもまた 同様とする。
私立学校教職員共済 法（昭和二十八年法律 第二百四十五号） （抄）

この 節に規定するもののほか 、短期給付及び退職等 年金給付について は、国家公務員共済組 合法第二条（第一 項第一号及び第

（国家公務 員共済組合法の準用）
第二十五条

五号 から第七号までを 除く。）、第四章（第 三十九条第二項、第四 十条、第四十一条 、第四十五条第一項、第 四十九条から第五 十一条ま

で、第六十 八条の二、第六 十八条の三、第三節第一 款及び第二款、第七十 四条、第七十九条 の三第五項、第九十六 条並びに第九十七 条第

四項を除く。） 、第百十一条第一 項及び第三項、第百十 二条、第百二十六条の五 、附則第十二条 、附則第十三条、附則第 十四条並びに別

表第一の規定を準用す る。この場合にお いて、これらの規定（ 同法第三十九条第一項 、第五十五条第一 項第一号及び第二号、 第五十九条

第三 項第二号、第六十一条 第二項、第六十四 条、第六十六条第二項 （各号を除く。）及び第 五項、第六十七条 第三項、第七十五条第 一項

、第二項及 び第四項、第七十八条 第二項及び第五項 、第七十九条第二項及 び第五項、第七十九条 の四第一項第一号 、第八十四条第三項、

第九十条第三項 、第九十七条第一項、第 百二十六条の五 第五項第四号並びに附則 第十二条第一項から第 五項まで及び第八 項の規定を除く。

） 中「組合員」とある のは「加入者」と、「 公務遺族年金」と あるのは「職務遺族年 金」と、「組合」とあり 、及び「連合会 」とあるの

は「事業 団」と、「標準報 酬の月額」とあるのは「 標準報酬月額」 と、「標準報酬の日額」 とあるのは「標準報酬 日額」と、「財務 省令

」とあるのは 「文部科学省令」と 、「公務」とあるのは 「職務」と、「公 務障害年金」とあるの は「職務障害年金」と、 「組合員期間」

とあるのは「加入者 期間」と、「公務傷 病」とあるのは「職務 傷病」と、「任意 継続組合員」とあるの は「任意継続加入者」 と、「特例

退職 組合員」とあるのは 「特例退職加入者」 と読み替えるほか、次 の表の上欄に掲げ る同法の規定中同表の中 欄に掲げる字句は、そ れぞ
れ同表の下 欄に掲げる字句に読 み替えるものとする 。
（表略）

文部科学大臣、事業団 、保険医療機関等 （第二十五条において 準用する国家公務員共 済組合法第五十五 条第一項に規定する保

（加 入者等記号・番号等の 利用制限等）
第四十五条

険医療機関等を いう。第四十七条の四に おいて同じ。）、 指定訪問看護事業者（ 第二十五条において準 用する同法第五十 六条の二第一項

に規 定する指定訪問看 護事業者をいう。次条 第二項及び第三項に おいて同じ。）その 他の短期給付及び退職等 年金給付の事業 並びに福祉
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事業 又はこれらの事業に関 連する事務の遂行 のため加入者等記号・ 番号等（保険者番号 （文部科学大臣が健康 保険法第三条第十一項 に規

定する保険 者番号に準じて定める ものをいう。）及 び加入者等記号・番号 （事業団が加入者又 は被扶養者の資格を 管理するための記号、

番号その他の符 号として、加入者又は被 扶養者ごとに定 めるものをいう。）をい う。以下この条に おいて同じ。）を利用 する者として文

部科学省令で定める者 （以下この条において 「文部科学大臣等 」という。）は、これ らの事業又は事務の 遂行のため必要があ る場合を除
（略 ）

き、 何人に対しても、その 者又はその者以外の者に 係る加入者等記 号・番号等を告知するこ とを求めてはなら ない。
２～６

事業団は、 次に掲げる事務を社会保 険診療報酬支払基金法 （昭和二十三年法 律第百二十九号）によ る社会保険診療報 酬支

（社 会保険診療報酬支 払基金等への事務の委 託）
第四十七条の 三

払基金又は国民 健康保険法（昭和 三十三年法律第百九十 二号）第四十五条第五項 に規定する国民 健康保険団体連合会に委 託することがで
一

第二十 条第一項に規定する短 期給付の支給、第 二十六条第一項及び第 二項に規定する福祉事 業の実施その他の 文部科学省令で定める

第二十条第一項に規定 する短期給付のう ち文部科学省令で定め るものの支給に関する事 務

きる。
二

事務に係る加 入者若しくは加入者であ つた者又はこれ らの被扶養者（次号にお いて「加入者等」とい う。）に係る情報 の収集又は整理
に 関する事務

第二 十条第一項に規定 する短期給付の支給、第 二十六条第一項 及び第二項に規定する福 祉事業の実施その他の 文部科学省令で定 める
（略）

三
２

国家公務 員共済組合法（昭 和三十三年法律第百二 十八号）（抄）

事務に係る加 入者等に係る情報 の利用又は提供に関す る事務

○

組合員は、前条 第一項各号に掲げ る療養の給付を受けよ うとするときは、次に掲 げる医療機関又は 薬局から財務省令で定 める

（療養の機関及び費用 の負担）
第五十 五条

ところによ り、保険医療機関等（ 次に掲げる医療機関 又は薬局をいう。以 下同じ。）から、電子 資格確認（保険医 療機関等から療養を受

けようとする者 又は第五十六条の二第一 項に規定する指定 訪問看護事業者から同 項に規定する指定訪問 看護を受けようと する者が、組合

に対 し、個人番号カー ド（行政手続における 特定の個人を識別す るための番号の利用 等に関する法律（平成二 十五年法律第二 十七号）第
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二条 第七項に規定する個人 番号カードをいう 。）に記録された利用 者証明用電子証明書 （電子署名等に係る地 方公共団体情報システ ム機

構の認証業 務に関する法律（平成 十四年法律第百五 十三号）第二十二条第 一項に規定する利用 者証明用電子証明書 をいう。）を送信する

方法により、組 合員又は被扶養者の資格 に係る情報（短 期給付に係る費用の請求 に必要な情報を含 む。）の照会を行い、 電子情報処理組

織を使用する方法その 他の情報通信の技術を 利用する方法によ り、組合から回答を受 けて当該情報を当該 保険医療機関等又は 当該指定訪

問看 護事業者に提供し、当 該保険医療機関等又は当 該指定訪問看護 事業者から組合員又は被 扶養者であること の確認を受けることを いう。

以下同じ。 ）その他財務省令で定 める方法（以下「電子 資格確認等」とい う。）により、組合員 であることの確認を 受け、その給付を受
組合又は連合会の 経営する医療機関又は 薬局

けるものとする 。
一

組合員 （地方公務員等 共済組合法第三条第一項 に規定する地方公務員 共済組合（以下「 地方の組合」という。 ）で療養の給付に 相当

（略）

保険医 療機関又は保険薬局（ 健康保険法第六十 三条第三項第一号に規 定する保険医療機関又 は保険薬局をいう 。以下同じ。）

し ているもの

加入者（以下「私学 共済制度の加入者 」という。）を含む。 ）に対し療養を行う医 療機関又は薬局で 組合員の療養について 組合が契約

する給付を行 うものの組合員及 び私立学校教職員共済 法（昭和二十八年法律第 二百四十五号） の規定による私立学校教 職員共済制度の

二

三
２～７

財務大臣、組合、 連合会、保険医療機関 等、指定訪問看護 事業者その他の短期給 付及び長期給付の事業 並びに福祉事業又

（組合員 等記号・番号等の 利用制限等）
第百十二条の 二

はこれらの事業に関 連する事務の遂行の ため組合員等記号・番 号等（保険者番号 （財務大臣が健康保険 法第三条第十一項に規 定する保険

者番 号に準じて定めるも のをいう。）及び組 合員等記号・番号（組 合が組合員又は被 扶養者の資格を管理する ための記号、番号その 他の

符号として 、組合員又は被扶養 者ごとに定めるもの をいう。）をいう。以 下この条において 同じ。）を利用する者 として財務省令で定め

る者（以下この 条において「財務大 臣等」という。）は 、これらの事業又は事務 の遂行のため必 要がある場合を除き、何 人に対しても、
（略）

その者又はその者以外 の者に係る組合員等 記号・番号等を告知 することを求めてはな らない。
２～６

組合は 、次に掲げる事務を社 会保険診療報酬支 払基金法（昭和二十三 年法律第百二十九号）に よる社会保険診 療報酬支払

（社会保険診療 報酬支払基金等への事務 の委託）
第百十 四条の二

- 65 -

基金 又は国民健康保険法（ 昭和三十三年法律 第百九十二号）第四十 五条第五項に規定す る国民健康保険団体連 合会に委託することが でき
一

第五十条第一項に 規定する短期給付の支 給、第九十八条第 一項に規定する福祉事 業の実施その他の財 務省令で定める事務 に係る組合

第五十条第 一項に規定する短期給付 のうち財務省令 で定めるものの支給に関 する事務

る。
二

員若 しくは組合員であつ た者又はこれらの被扶養 者（次号におい て「組合員等」という。 ）に係る情報の収集 又は整理に関する事 務

第五十 条第一項に規定する短 期給付の支給、第九十 八条第一項に規定 する福祉事業の実施そ の他の財務省令で定 める事務に係る組合
（ 略）

三
２
国民健康保険 法（昭和三十三年 法律第百九十二号）（ 抄）

員等に係る情報 の利用又は提供に関す る事務

○
（療 養の給付）
（略）

（略）

２

被保険者が第一項の 給付を受けようとする ときは、自己の選 定する保険医療機関又 は保険薬局（保険医療 機関等（健康保険 法第六十三

第三十六条
３

条第三項 第一号に規定する 保険医療機関又は保険薬 局をいう。以下 同じ。）に被保険者証を 提出して、そのものに ついてから、電子 資格

確認（保険医 療機関等から療養を 受けようとする者又は 第五十四条の二第 一項に規定する指定訪 問看護事業者から同項に 規定する指定訪

問看護を受けようと する者が、市町村又 は組合に対し、個人番 号カード（行政手 続における特定の個人 を識別するための番号 の利用等に

関す る法律（平成二十五 年法律第二十七号） 第二条第七項に規定す る個人番号カード をいう。）に記録された 利用者証明用電子証明 書（

電子署名等 に係る地方公共団体 情報システム機構の 認証業務に関する法律 （平成十四年法律 第百五十三号）第二十 二条第一項に規定する

利用者証明用電 子証明書をいう。） を送信する方法によ り、被保険者の資格に係 る情報（保険給 付に係る費用の請求に必 要な情報を含む。

）の照会を行い、電子 情報処理組織を使用 する方法その他の情 報通信の技術を利用す る方法により、市 町村又は組合から回答 を受けて当

該情 報を当該保険医療機関 等又は指定訪問看護 事業者に提供し、当 該保険医療機関等又は指 定訪問看護事業者 から被保険者であるこ との

確認を受け ることをいう。以下同 じ。）その他厚生労 働省令で定める方法 （以下「電子資格確認 等」という。）に より、被保険者である

ことの確認を受 け、第一項の給付を受け るものとする。た だし、厚生労働省令で 定める場合に該当する ときは、被保険者 証を提出するこ
と当 該確認を受けるこ とを要しない。
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（略 ）

（保険医療 機関等の診療報酬）
第四十五条
（略）

市 町村及び組合は、前項 の規定による審査及び支 払に関する事務 を都道府県の区域を区域 とする国民健康保 険団体連合会（加入し てい

２～４
５

る都道府県 、市町村及び組合の数 がその区域内の都道府 県、市町村及び組 合の総数の三分の二に 達しないものを除く 。）又は社会保険診

療報酬支払基金 法（昭和二十三年法律第 百二十九号）による社 会保険診療報酬支 払基金（以下「支払基 金」という。）に 委託することが
（略 ）

でき る。
６～８
（業務）

連合会は、 第四十五条第五項 （第五十二条第六項、 第五十二条の二第三項 、第五十三条第三項 及び第五十四条の二第 十二

連合会は、前項に規 定する業務のほか、国 民健康保険事業の 円滑な運営に資するた め、次に掲げる業務を 行うことができる 。

第六十四条第三 項の規定により市町 村及び組合から委託を 受けて行う第三者 に対する損害賠償金の 徴収又は収納の事務

第五 十八条第三項の規 定により市町村及び組合 から委託を受け て行う同条第一項の保険 給付及び同条第二項の 傷病手当金の支払 の事

二

前二号の業務に附帯 する業務

務
三

前三号 に掲げるもののほか 、国民健康保険事業 の円滑な運営に資する 事業

連合会は 、この法律及び他の法 令の規定により連 合会が行うこととされ ている業務のほか、当 該業務の遂行に支 障のない範囲内におい

理及 び分析並びにその結果 の活用の促進に関す る事務を行うことが できる。

号に規定する特定健康 診査等をいう。）に 関する記録に係る情 報その他の国民の保健 医療の向上及び福 祉の増進に資する情報 の収集、整

連合会は、前 二項に規定する業 務のほか、診療報酬請 求書及び特定健康診査等 （高齢者の医療 の確保に関する法律第十 八条第二項第一

四

一

、入院時生活療 養費、保険外併用療養費 及び訪問看護療 養費の請求に関する審査 及び支払の業務を行う 。

項において 準用する場合を含む。 ）の規定により市 町村及び組合から委託 を受けて行う療養の給 付に要する費用並 びに入院時食事療養費

第八十 五条の三

２

３

４

国、都道府県、市 町村、法人その他の団 体の委託を受けて行 う保健、医療及び福 祉に関する業務

て、次に掲げる 業務を行うことができる 。
一

- 67 -

二

前号の業務に附帯する 業務

厚生労 働大臣、都道府県、市 町村、組合、保険 医療機関等、指定訪問 看護事業者その他 の国民健康保険事業又 は当該事業

（被保険者記号 ・番号等の利用制限等）
第百十一条の二

に関 連する事務の遂行のた め被保険者記号・番号等 （保険者番号（ 厚生労働大臣が国民健康 保険事業において 市町村又は組合を識別 する

ための番号 として、市町村又は組 合ごとに定めるものを いう。）及び被保 険者記号・番号（市町 村又は組合が被保険 者の資格を管理する

ための記号、番 号その他の符号として、 被保険者ごとに定める ものをいう。）を いう。以下この条にお いて同じ。）を利 用する者として

厚生 労働省令で定める 者（以下この条におい て「厚生労働大臣等」 という。）は、当 該事業又は事務の遂行の ため必要がある場 合を除き
（略）

、何人に対 しても、その者 又はその者以外の者に係 る被保険者記号・番号 等を告知すること を求めてはならない。
２～６

保険者は、第四十 五条第五項（第五 十二条第六項、第五十 二条の二第三項、第五 十三条第三項及び 第五十四条の二第十二

（連 合会又は支払基金への 事務の委託）
第百十三条の 三

項において準用 する場合を含む。）に規 定する事務のほ か、次に掲げる事務を第 四十五条第五項に規定 する連合会又は支 払基金に委託す

第四 章の規定による保 険給付の実施、第七十六 条第一項又は第 二項の規定による保険料 の徴収、第八十二条第 一項の規定による 保健

る ことができる。
一

事業の実施そ の他の厚生労働省 令で定める事務に係る 情報の収集又は整 理に関する事務

第四章の規定に よる保険給付の実施 、第七十六条第一項又 は第二項の規定に よる保険料の徴収、第 八十二条第一項の規定 による保健
（略）

二
２

地方公務員等共済組 合法（昭和三十七 年法律第百五十二号） （抄）

事 業の実施その他の厚生 労働省令で定める 事務に係る情報の利用 又は提供に関する 事務

○

組合 員は、前条第一項各号に 掲げる療養の給 付を受けようとするとき は、次に掲げる医療機 関又は薬局から主 務省令で定める

（療養の機 関及び費用の負担）
第五十七条

とこ ろにより、保険医 療機関等（次に掲げる 医療機関又は薬局を いう。以下同じ。） から、電子資格確認（保 険医療機関等か ら療養を受

- 68 -

けよ うとする者又は第五十 八条の二第一項に 規定する指定訪問看護 事業者から同項に規 定する指定訪問看護を 受けようとする者が、 組合

に対し、個 人番号カード（行政手 続における特定の 個人を識別するための 番号の利用等に関す る法律（平成二十五 年法律第二十七号）第

二条第七項に規 定する個人番号カードを いう。）に記録 された利用者証明用電子 証明書（電子署名 等に係る地方公共団体 情報システム機

構の認証業務に関する 法律（平成十四年法律 第百五十三号）第 二十二条第一項に規定 する利用者証明用電 子証明書をいう。） を送信する

方法 により、組合員又は被 扶養者の資格に係る情報 （短期給付に係 る費用の請求に必要な情 報を含む。）の照 会を行い、電子情報処 理組

織を使用す る方法その他の情報通 信の技術を利用する方 法により、組合か ら回答を受けて当該情 報を当該保険医療機 関等又は当該指定訪

問看護事業者に 提供し、当該保険医療機 関等又は当該指定訪問 看護事業者から組 合員又は被扶養者であ ることの確認を受 けることをいう。

以下 同じ。）その他主 務省令で定める方法（ 以下「電子資格確認等 」という。）によ り、組合員であることの 確認を受け、その 給付を受
組合の経営 する医療機関又は 薬局

けるものと する。
一

組合員（国家公務 員共済組合法第三 条第一項に規定する国 家公務員共済組合（以 下「国の組合」と いう。）の組合員及び 私立学校教

（略）

保険医療機 関又は保険薬局（健康保 険法第六十三条 第三項第一号に規定する 保険医療機関又は保険 薬局をいう。以下 同じ。）

う。）を 含む。）に対し療養を 行う医療機関又は 薬局で組合員の療養に ついて組合が契約して いるもの

職 員共済法（昭和二十八 年法律第二百四十 五号）の規定による私 立学校教職員共済制度の 加入者（以下「私 学共済制度の加入者」 とい

二

三
２ ～７

主務大臣、組 合、市町村連合会、地 方公務員共済組合 連合会、保険医療機関 等、指定訪問看護事 業者その他の

（組合員等記 号・番号等の利用制 限等）
第百四十四条の二十 四の二

短期 給付及び長期給付の 事業並びに福祉事業 又はこれらの事業に関 連する事務の遂行 のため組合員等記号・番 号等（保険者番号（主 務大

臣が健康保 険法第三条第十一項 に規定する保険者番 号に準じて定めるもの をいう。）及び組 合員等記号・番号（組 合が組合員又は被扶養

者の資格を管理 するための記号、番 号その他の符号とし て、組合員又は被扶養者 ごとに定めるも のをいう。）をいう。以 下この条におい

て同じ。）を利用する 者として主務省令で 定める者（以下この 条において「主務大臣 等」という。）は 、これらの事業又は事 務の遂行の

（略）

ため 必要がある場合を除き 、何人に対しても、 その者又はその者以 外の者に係る組合員等記 号・番号等を告知 することを求めてはな らな
い。
２～６
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組合は、次 に掲げる事務を社 会保険診療報酬支払基 金法（昭和二十三 年法律第百二十九号） による社会保険診療報

（社 会保険診療報酬支払基 金等への事務の委 託）
第百四十四条 の三十三
一

第五十三条第一項に規 定する短期給付の支給、 第百十二条第一 項及び第百十二条の二第 一項に規定する福 祉事業の実施その他の 総務

第五十三条第一項 に規定する短期給付の うち総務省令で定 めるものの支給に関す る事務

酬支払基金又は 国民健康保険法第四十五 条第五項に規定 する国民健康保険団体連 合会に委託するこ とができる。
二

省令で定 める事務に係る組合員 若しくは組合員であつ た者又はこれらの 被扶養者（次号におい て「組合員等」という 。）に係る情報の
収集又は整理に 関する事務

第五十三条第一項 に規定する短期給付の 支給、第百十二条第一 項及び第百十二条 の二第一項に規定する福 祉事業の実施その 他の総務
（略）

三
２
母 子保健法（昭和四十年 法律第百四十一号 ）（抄）

省令で定 める事務に係る組 合員等に係る情報の利 用又は提供に関する事 務

○

市町 村は、必要に応じ、母子 健康包括支援セ ンターを設置するように 努めなければならな い。

母子健康包括支援セ ンターは、第一号から 第四号までに掲げ る事業を行い、又はこ れらの事業に併せて第 五号に掲げる事業 を行うこと

第二十二条
２

三

二

一

母性及 び児童の保健医療又 は福祉に関する機関 との連絡調整その他母 性並びに乳児及び 幼児の健康の保持及び 増進に関し、厚生労働

母性並びに乳児及び 幼児に対する保健指 導を行うこと。

母子保健に関す る各種の相談に応ず ること。

母性並び に乳児及び幼児の健 康の保持及び増進に関 する支援に必要な 実情の把握を行うこと 。

により、 母性並びに乳児及 び幼児の健康の保持及び 増進に関する包 括的な支援を行うことを 目的とする施設とする 。

四

省令で定める 支援を行うこと。
（ 略）

健康診査、助産そ の他の母子保健に関 する事業を行うこと （前各号に掲げる事業 を除く。）。

３

高齢者の医療 の確保に関する法律（昭 和五十七年法律 第八十号）（抄）

五

○
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厚 生労働大臣は、全国医 療費適正化計画及 び都道府県医療費適正 化計画の作成、実 施及び評価に資するた め、次に掲げる事項に

（医 療費適正化計画の作成 等のための調査及 び分析等）
第十六条

医療に要する費用 に関する地域別、年齢 別又は疾病別の状 況その他の厚生労働省 令で定める事項

関する情報（以 下「医療保険等関連情報 」という。）に ついて調査及び分析を行 い、その結果を公 表するものとする。
一

医療の提供に関する地 域別の病床数の推移の状 況その他の厚生 労働省令で定める事項
（略 ）

二
２・３

厚 生労働大臣は、 第十六条第一項に規定す る調査及び分析並びに 第十六条の二第一 項の規定による利用又 は提供に係る事務 の全

（支 払基金等への委託 ）
第十七条

部又は一部を社 会保険診療報酬支 払基金法（昭和二十三 年法律第百二十九号）に よる社会保険診 療報酬支払基金（以下「 支払基金」とい

う。）又は国民健康保 険法第四十五条第 五項に規定する国民健 康保険団体連合会（以 下「国保連合会」 という。）その他厚生 労働省令で
定め る者（次条において「 支払基金等」とい う。）に委託すること ができる。
（療養の給付）
（略 ）

（略）

２

被保険者 が第一項の給付を受け ようとするときは、自 己の選定する保険 医療機関等に被保険者 証を提出してから、電 子資格確認（保険

第 六十四条
３

医療機関等から療養 を受けようとする者 又は指定訪問看護事業 者から第七十八条 第一項に規定する指定 訪問看護を受けようと する者が、

後期 高齢者医療広域連合 に対し、個人番号カ ード（行政手続におけ る特定の個人を識 別するための番号の利用 等に関する法律（平成 二十

五年法律第 二十七号）第二条第 七項に規定する個人 番号カードをいう。） に記録された利用 者証明用電子証明書（ 電子署名等に係る地方

公共団体情報シ ステム機構の認証業 務に関する法律（平 成十四年法律第百五十三 号）第二十二条 第一項に規定する利用者 証明用電子証明

書をいう。）を送信す る方法により、被保 険者の資格に係る情 報（保険給付に係る費 用の請求に必要な 情報を含む。）の照会 を行い、電

子情 報処理組織を使用する 方法その他の情報通 信の技術を利用する 方法により、後期高齢者 医療広域連合から 回答を受けて当該情報 を当

該保険医療 機関等又は指定訪問看 護事業者に提供し、 当該保険医療機関等 又は指定訪問看護事業 者から被保険者で あることの確認を受け

ることをいう。 以下同じ。）その他厚生 労働省令で定める 方法（以下「電子資格 確認等」という。）に より、被保険者で あることの確認

を受 け、第一項の給付 を受けるものとする。 ただし、厚生労働省 令で定める場合に該 当するときは、被保険者 証を提出するこ と当該確認
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（略 ）

を受 けることを要しない。
４～７

厚生労働 大臣、後期高齢者医療広 域連合、保険医 療機関等、指定訪問看護 事業者その他の後 期高齢者医療の事業又 は当

（被保険者番号等の利 用制限等）
第百六 十一条の二

該事業に関 連する事務の遂行のた め被保険者番号等（保 険者番号（厚生労 働大臣が後期高齢者医 療の事業において後 期高齢者医療広域連

合を識別するた めの番号として、後期高 齢者医療広域連合ごと に定めるものをい う。）及び被保険者番 号（後期高齢者医 療広域連合が被

保険 者の資格を管理す るための番号として、 被保険者ごとに定める ものをいう。）を いう。以下この条におい て同じ。）を利用 する者と

して厚生労 働省令で定める 者（以下この条において 「厚生労働大臣等」と いう。）は、当該 事業又は事務の遂行の ため必要がある場 合を
（略）

除き、何人に対 しても、その者又 はその者以外の者に係 る被保険者番号等を告知 することを求め てはならない。
２～６

後期高齢者医療広域連 合は、第七十条 第四項（第七十四条第十 項、第七十五条第七 項、第七十六条第六 項及び第七十八

（支払基金 等への事務の委託）
第百六十五条の二

第五 十六条に規定する 後期高齢者医療給付の実 施、第百四条第 一項の規定による保険料 の徴収、第百二十五条 第一項の規定によ る高

条 第八項において準用 する場合を含む。）に 規定する事務のほ か、次に掲げる事務を 支払基金又は国保連合会 に委託すること ができる。
一

齢者保健事業 の実施その他の厚 生労働省令で定める事 務に係る情報の収 集又は整理に関する事 務

第五十六条に規 定する後期高齢者医 療給付の実施、第百四 条第一項の規定に よる保険料の徴収、第 百二十五条第一項の規 定による高
（略）

二
２

社会福祉士及び介護 福祉士法（昭和六 十二年法律第三十号） （抄）

齢 者保健事業の実施その 他の厚生労働省令 で定める事務に係る情 報の利用又は提供 に関する事務

○
（定義）
（略）

こ の法律において「 介護福祉士」とは、第 四十二条第一項の 登録を受け、介護福祉 士の名称を用いて、専門 的知識及び技術 をもつて、

第二条
２
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かくたん

身体 上又は精神上の障害が あることにより日 常生活を営むのに支障 がある者につき心身 の状況に応じた介護（ 喀痰吸引その他のその 者が

日常生活を 営むのに必要な行為で あつて、医師の指 示の下に行われるもの （厚生労働省令で定 めるものに限る。以 下「喀痰吸引等」とい

う。）を含む。 ）を行い、並びにその者 及びその介護者 に対して介護に関する指 導を行うこと（以 下「介護等」という。 ）を業とする者
をいう。

次の各号 のいずれかに該当する者 は、社会福祉士又は介 護福祉士となるこ とができない。

（欠格事由 ）
第三条
（略）

（略）

を終わり、又 は執行を受けるこ とがなくなつた日から 起算して二年を経過しな い者

この法 律の規定その他 社会福祉又は保健医療に 関する法律の規定であ つて政令で定める ものにより、罰金の刑 に処せられ、その 執行

一・ 二
三
四

介護 福祉士試験に合格した者 は、介護福祉士 となる資格を有する。

（介護福祉 士の資格）
第三十九条
（介護福 祉士試験）
（ 略）

学校教育法に基づく大 学において文部科学 省令・厚生労働省令 で定める社会福祉に関す る科目を修めて卒 業した者（当該科目を 修め

したもの

及び厚生労働 大臣の指定した学校又 は都道府県知事の 指定した養成施設におい て二年以上介護 福祉士として必要な知識 及び技能を修得

した学校 が大学である場合にお いて、当該大学が 同条第二項の規定によ り当該大学に入学 させた者を含む。）で あつて、文部科学大臣

学校教育法第九十条 第一項の規定により 大学に入学することが できる者（この号 の規定により文部科学大 臣及び厚生労働大臣の 指定

介護福祉士試験 は、次の各号のいずれ かに該当する者でなけ れば、受けること ができない。

第四十条
２
一

二

て同法に 基づく専門職大学の前 期課程を修了した者を 含む。）その他そ の者に準ずるものとし て厚生労働省令で 定める者であつて、文

部科学大臣及 び厚生労働大臣の指定し た学校又は都道府県 知事の指定した養成 施設において一年以上 介護福祉士として 必要な知識及び
技 能を修得したもの
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３

三

学校教育法第九十条第 一項の規定により 大学に入学することが できる者（この号の 厚生労働省令で定める 学校が大学である場合 にお

いて、当 該大学が同条第二項の 規定により当該大 学に入学させた者を含 む。）であつて、厚生 労働省令で定める 学校又は養成所を卒業

した後、文部 科学大臣及び厚生労働大 臣の指定した学 校又は都道府県知事の指 定した養成施設にお いて一年以上介護福 祉士として必要
（略）

な知識及び技能を修 得したもの
四～ 六
（略）

介護福祉士 は、保健師助産師看護師 法（昭和二十三年法律 第二百三号）第三 十一条第一項及び第三 十二条の規定にか かわ

（保 健師助産師看護師 法との関係）

（略）
則

らず、診療の補 助として喀痰吸引 等を行うことを業とす ることができる。

第四十八条の 二
２
附

介護の業務に従 事する者（介護福祉士 を除く。次条第二 項において同じ。）の うち、同条第一項の認 定特定行為業務従 事者認定証

（認定特定行為 業務従事者に係る特例）
第 三条

の交付を 受けている者（以 下「認定特定行為業務従 事者」という。 ）は、当分の間、保健師 助産師看護師法第三十 一条第一項及び第 三十

二条の規定に かかわらず、診療の 補助として、医師の指 示の下に、特定行 為（喀痰吸引等のうち 当該認定特定行為業務従 事者が修了した

次条第二項に規定す る喀痰吸引等研修の 課程に応じて厚生労働 省令で定める行為 をいう。以下同じ。） を行うことを業とする ことができ
２

社会福祉士及び介護 福祉士法等の一部 を改正する法律（平成 十九年法律第百二十五 号）第三条の二の 規定による改正後の社 会福祉士及

（略）

る。 ただし、次条第四項 の規定により特定行 為の業務の停止を命ぜ られている者につ いては、この限りでない 。

○

則

び介 護福祉士法（抄）
附

（認 定特定行為業務従 事者に係る特例）

- 74 -

第十条

介護の業務に従事す る者（介護福祉士 を除く。次条第二項に おいて同じ。）の うち、同条第一項の認定 特定行為業務従事者認 定証

の交付を受 けている者（以下「認 定特定行為業務従 事者」という。）は、 当分の間、保健師助 産師看護師法第三十 一条第一項及び第三十

二条の規定にか かわらず、診療の補助と して、医師の指 示の下に、特定行為（喀 痰吸引等のうち当 該認定特定行為業務従 事者が修了した

次条第二項に規定する 喀痰吸引等研修の課程 に応じて厚生労働 省令で定める行為をい う。以下同じ。）を 行うことを業とする ことができ
２

暴 力団員による不当 な行為の防止等に関す る法律（平成三年法律 第七十七号）（抄 ）

（略）

る。 ただし、次条第四項の 規定により特定行為の業 務の停止を命ぜ られている者については 、この限りでない 。

○
（定義）

暴力団の構成員を いう。

この法律におい て、次の各号に掲 げる用語の意義は、そ れぞれ当該各号に定め るところによる。
（略）

暴力団 員
（略）

高齢 者の居住の安定確保 に関する法律（平成十三 年法律第二十六 号）（抄）

七・八

六

一～ 五

第二条

○

市町村は、 基本方針（都道府県高 齢者居住安定確保計画 が定められている 場合にあっては、都道府 県高齢者居住安定確 保計画

（市町村高齢者居住 安定確保計画）
第四条 の二

）に基づき 、当該市町村の区域 内における高齢者の 居住の安定の確保に関 する計画（以下「 市町村高齢者居住安定 確保計画」という。）
（略）

を定めることが できる。
２・３

第七条

（略）

（略）

（登録の基 準等）
２～４
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５

都 道府県知事は、第五条 第一項の登録をし たときは、遅滞なく、 その旨を、当該登 録を受けたサービス付き 高齢者向け住宅事業（ 以下

「登録事業 」という。）に係るサ ービス付き高齢者 向け住宅（以下「登録 住宅」という。）の 存する市町村の長に 通知しなければならな
い。
（老 人福祉法の特例）

第五条第一項の登録を 受けている有料老人ホ ームの設置者（当 該有料老人ホームを設 置しようとする者 を含む。）については

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（平成十 七年法律第百二十 三号）（抄）

、老人福祉法第 二十九条第一項から第三 項までの規定は、適用 しない。

第二十三条

○

市町村は、厚生 労働省令で定める ところにより、地域生 活支援事業として、次 に掲げる事業を行う ものとする。

（市町村の地域生活支 援事業）
第七十 七条
（ 略）

障害者等が 障害福祉サービスその他 のサービスを利 用しつつ、自立した日常 生活又は社会生活を営 むことができるよ う、地域の障害

一・二
三

者 等の福祉に関する 各般の問題につき、障 害者等、障害児の 保護者又は障害者等の 介護を行う者からの相談 に応じ、必要な 情報の提供

及び助言 その他の厚生労 働省令で定める便宜を供 与するとともに 、障害者等に対する虐待 の防止及びその早期発 見のための関係機 関と

の連絡調整そ の他の障害者等の 権利の擁護のために必 要な援助を行う事 業（次号に掲げるもの を除く。）
（略）

障害者等につき、地 域活動支援センター その他の厚生労働省令 で定める施設に通 わせ、創作的活動又は生 産活動の機会の提供、 社会

四～八
九
（略）

との交流 の促進その他の厚生労 働省令で定める便 宜を供与する事業
２・３

基幹相談支援セン ターは、地域にお ける相談支援の中核的 な役割を担う機関とし て、前条第一項第 三号及び第四号に掲げ

（基 幹相談支援センター）
第七十七条の 二

る事業並びに身 体障害者福祉法第九条第 五項第二号及び第 三号、知的障害者福祉 法第九条第五項第二号 及び第三号並びに 精神保健及び精

神障 害者福祉に関する 法律第四十九条第一項 に規定する業務を総 合的に行うことを目 的とする施設とする。
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２
（略 ）

市 町村は、基幹相談支援 センターを設置す ることができる。

３～６

市町村は、基本 指針に即して、障害福祉 サービスの提供 体制の確保その他この法 律に基づく業務の 円滑な実施に関する計 画（

（市町村障害福祉計画 ）
第八十 八条
（略）

以下「市町 村障害福祉計画」とい う。）を定めるものと する。
２～

一般社団法人 及び一般財団法人に関す る法律（平成十 八年法律第四十八号）（ 抄）

市町村が行う地域生活 支援事業に要する 費用

（略）

次に 掲げる費用は、市 町村の支弁とする。

（市町村の 支弁）

六

一～五

第九十二条

○

（略）

一般 社団法人又は一般財団 法人は、その種類に従 い、その名称中に 一般社団法人又は一般 財団法人という文字を 用いなければなら

（名称）
第五条
ない。
２・３

一般社団法人 の定款には、次に 掲げる事項を記載し、 又は記録しなければな らない。

（定款の記載又 は記録事項）
第十一条
二

主たる事務 所の所在地

名称

目的

三

設立時社員の氏名 又は名称及び住所

一

四
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12

２

七

六

五
事業年度

公告方 法

社員の資格の得喪に関 する規定

（略）

監事 の任期は、選任後四年以 内に終了する事業年度 のうち最終のもの に関する定時社員総会 の終結の時までと する。ただし、

（監事の任 期）
第六十七条

定款 によって、その任 期を選任後二年以内に 終了する事業年度のう ち最終のものに関 する定時社員総会の終結 の時までとするこ とを限度
２

前二項の規定にかか わらず、監事を置 く旨の定款の定めを廃 止する定款の変更をし た場合には、監事 の任期は、当該定款の 変更の効力

（略）

として短縮 することを妨げ ない。
３
が生 じた時に満了する。

監事は、理事が 不正の行為をし、若し くは当該行為をす るおそれがあると認め るとき、又は法令若し くは定款に違反す る事実若し

（理事への報告 義務）
第 百条

くは著し く不当な事実があ ると認めるときは、遅滞 なく、その旨を 理事（理事会設置一般社 団法人にあっては、理 事会）に報告しな けれ
ばならない。

一般社団法人は、 法務省令で定めるとこ ろにより、適時に、正 確な会計帳簿を作 成しなければならない 。

（会 計帳簿の作成及び保 存）
（略）

第百二十条
２

（計 算書類等の作成及び保 存）

一般社団法人は、法 務省令で定めると ころにより、その成立 の日における貸借対照 表を作成しなけれ ばならない。

一般社団法人 は、法務省令で定めると ころにより、各 事業年度に係る計算書類 （貸借対照表及び損益 計算書をいう。以 下この款におい

第百二十三条
２

て同 じ。）及び事業報 告並びにこれらの附属 明細書を作成しなけ ればならない。
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３・４

（略）

（計算書類等の 監査等）

監事設置 一般社団法人において は、前条第二項の 計算書類及び事業報告 並びにこれらの附 属明細書は、法務省令 で定めると

一
前条第 二項の事業報告 及びその附属明細書

前条第二項の計算 書類及びその附属明細 書
監事

監事及び会計監査 人

（略）

二

各号に定める者 の監査を受けなければな らない。

前項の規 定にかかわらず、会計 監査人設置一般社団法 人においては、次 の各号に掲げるものは 、法務省令で定め るところにより、当該

ころ により、監事の監査を 受けなければならない。

第百二十四条
２

３
（貸 借対照表等の公告）

一般社団法人は、法 務省令で定めると ころにより、定時社員 総会の終結後遅滞なく 、貸借対照表（大 規模一般社団法人にあ

合併

略
(）

公 益社団法人及び公益財 団法人の認定等に 関する法律（平成十八 年法律第四十九号）（抄 ）

第五章

状態 に置く措置をとるこ とができる。この場 合においては、前二項 の規定は、適用し ない。

情報を、定時社員総 会の終結の日後五年 を経過する日までの間 、継続して電磁的 方法により不特定多数 の者が提供を受けるこ とができる

前項の一 般社団法人は、法務省 令で定めるところによ り、定時社員総会 の終結後遅滞なく、第 一項に規定する貸借対 照表の内容である

る貸借対 照表の要旨を公告 することで足りる。

前項の規定にかかわ らず、その公告方法が 第三百三十一条第 一項第一号又は第二号 に掲げる方法である一 般社団法人は、前 項に規定す

っては、貸借対 照表及び損益計算書）を 公告しなければ ならない。

第百二十八条
２
３

○

（略）

（公益認定の取 消し）
第二十 九条
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（略）

市町村は、内閣 府令で定めるところによ り、第六十一条第一項 に規定する市町村 子ども・子育て支援事 業計画に従って、 地域

子ども・子育 て支援法（平成二十四年 法律第六十五号）（抄 ）

なら ない。

前項の規定による名 称の変更の登記の嘱託 書には、当該登記 の原因となる事由に係 る処分を行ったこ とを証する書面を添付 しなければ

る登記所に当該 公益法人の名称の変更の 登記を嘱託しな ければならない。

行政庁は 、第一項又は第二項の 規定による公益認 定の取消しをしたとき は、遅滞なく、当 該公益法人の主たる事 務所の所在地を管轄す

２～５
６
７

○
第五十九条

子ども及びその保 護者が、確実に子 ども・子育て支援給付 を受け、及び地域子ど も・子育て支援事 業その他の子ども・子 育て支援を

子ども・子育て 支援事業として、 次に掲げる事業を行う ものとする。
一

次に 掲げる費用は、市町村の 支弁とする。
（略）
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円 滑に利用できるよう、 子ども及びその保 護者の身近な場所にお いて、地域の子ども・子 育て支援に関する 各般の問題につき、子 ども

又は子ど もの保護者からの相談 に応じ、必要な情 報の提供及び助言を行 うとともに、関係機関 との連絡調整その 他の内閣府令で定める
便宜の提供を 総合的に行う事業
（略）
（ 略）

児童 福祉法第六条の三 第六項に規定する地域子 育て支援拠点事 業

二 ～八
九
十～十三

市町村は、基本指 針に即して、五年を一 期とする教育・保育及 び地域子ども・子 育て支援事業の提供体 制の確保その他この 法

（市 町村子ども・子育て 支援事業計画）
第六十一条
（略）

律に基づく業務 の円滑な実施に関す る計画（以下「市町 村子ども・子育て支援事 業計画」という 。）を定めるものとする 。
２～

一～ 五

第六十五条

（市町村の 支弁）

10

○

六

地域子ども・子育て支 援事業に要する費 用
生活困窮者自 立支援法（平成二十五年 法律第百五号） （抄）

（定 義）
（略 ）

生活困窮者に対し、生 活困窮者に対する 支援の種類及び内容そ の他の厚生労働省令で定 める事項を記載し た計画の作成その他の 生活

てのあっせんを行う 事業

生活困窮者 に対し、認定生活 困窮者就労訓練事業（ 第十六条第三項に規定す る認定生活困窮 者就労訓練事業をいう。 ）の利用につい

供及び助 言をし、並びに関 係機関との連絡調整を 行う事業

就労の支援その他 の自立に関する問題に つき、生活困窮者及び 生活困窮者の家族 その他の関係者からの相 談に応じ、必要な 情報の提

この法律にお いて「生活困窮者自立相 談支援事業」とは、次 に掲げる事業をい う。

第三条
２
一
二
三
（略）

困窮者の 自立の促進を図るため の支援が包括的か つ計画的に行われるた めの援助として厚生労 働省令で定めるも のを行う事業
３～７

第五条
（略）

都道 府県等は、生活困窮者 自立相談支援事業を行 うものとする。

（生活困 窮者自立相談支援 事業）
２・３

都道府県 等は、関係機関、 第五条第二項（第七条 第三項において準用する 場合を含む。） の規定による委託を受け た者、生活困窮

（支援会議 ）
第九条

者に対する支援に関係 する団体、当該支援 に関係する職務に従 事する者その他の関係 者（第三項及び第 四項において「関係機 関等」とい
（略 ）

う。 ）により構成される会 議（以下この条にお いて「支援会議」と いう。）を組織すること ができる。
２～６

（市 等の支弁）
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次に掲げる費用は 、市等の支弁とす る。
（略）

第五条 第一項の規定により市 等が行う生活困窮 者自立相談支援事業の 実施に要する費用

第十二 条
一
二～四

第 十一条第一項の規定に より福祉事務所未設置 町村が行う事業の 実施に要する費用は、 福祉事務所未設置 町村の支弁とする。

（福 祉事務所未設置町村の 支弁）
第十四条
（国 の負担及び補助）
国 は、政令で定め るところにより、次に掲 げるものの四分の三を 負担する。

第十二条の 規定により市等が 支弁する同条第一号に 掲げる費用のうち当該市 等における人口 、被保護者（生活保護法 （昭和二十五年

第十五条
一

法律第百四十四号） 第六条第一項に規 定する被保護者をいう 。第三号において同じ 。）の数その他の 事情を勘案して政令で 定めるとこ

第五条第三項（ 第七条第三項及び第十一 条第二項におい て準用する場合を含む。 ）又は第九条第五項 の規定に違反して秘 密を

（略）

（ 略）

ろ により算定した額
二～四
２～４
第二十八 条

漏らした者は 、一年以下の懲役又 は百万円以下の罰金に 処する。
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