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法令名

第１条 健康保険法施行規則 大正 15年 内務省令 第36号
第２条 船員保険法施行規則 昭和 15年 厚生省令 第05号
第３条 労働基準法施行規則 昭和 22年 厚生省令 第23号
第４条 職業安定法施行規則 昭和 22年 労働省令 第12号
第５条 栄養士法施行規則 昭和 23年 厚生省令 第02号
第６条 児童福祉法施行規則 昭和 23年 厚生省令 第11号
第７条 第１号 食品衛生法施行規則 昭和 23年 厚生省令 第23号
第７条 第２号 社会保険診療報酬支払基金法施行規則 昭和 23年 厚生省令 第34号
第７条 第３号 社会福祉法施行規則 昭和 26年 厚生省令 第28号
第７条 第４号 覚せい剤取締法施行規則 昭和 26年 厚生省令 第30号
第７条 第５号 死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令 昭和 27年 厚生省令 第12号
第７条 第６号 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 昭和 27年 厚生省令 第16号
第７条 第７号 母体保護法施行規則 昭和 27年 厚生省令 第32号
第７条 第８号 引揚者給付金等支給法施行規則 昭和 32年 厚生省令 第25号
第７条 第９号 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規 昭和 32年 厚生省令 第37号
第７条 第10号 水道法施行規則 昭和 32年 厚生省令 第45号
第７条 第11号 毎月勤労統計調査規則 昭和 32年 労働省令 第15号
第７条 第12号 国民健康保険法施行規則 昭和 33年 厚生省令 第53号
第７条 第13号 老齢福祉年金支給規則 昭和 34年 厚生省令 第17号
第７条 第14号 最低賃金法施行規則 昭和 34年 労働省令 第16号
第７条 第15号 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 昭和 36年 厚生省令 第36号
第７条 第16号 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 昭和 39年 厚生省令 第32号
第７条 第17号 賃金構造基本統計調査規則 昭和 39年 労働省令 第8号

第７条 第18号
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八
条第二項の規定による届出に関する省令

昭和 46年 厚生省令 第20号

第７条 第19号 ボイラー及び圧力容器安全規則 昭和 47年 労働省令 第33号
第７条 第20号 産業安全専門官及び労働衛生専門官規程 昭和 47年 労働省令 第46号
第７条 第21号 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則 昭和 49年 厚生省令 第34号
第７条 第22号 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 昭和 51年 労働省令 第29号
第７条 第23号 環境衛生監視員証を定める省令 昭和 52年 厚生省令 第01号
第７条 第24号 介護保険法施行規則 平成 11年 厚生省令 第36号

第７条 第25号
健康保険法等の一部を改正する法律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介護保険法施行

平成 11年 厚生省令 第36号

第７条 第26号 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令 平成 14年 厚生労働省令 第25号
第７条 第27号 身体障害者補助犬法施行規則 平成 14年 厚生労働省令 第127号

第７条 第28号
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
施行規則

平成 18年 厚生労働省令 第19号

第７条 第29号 介護給付費等の請求に関する省令 平成 18年 厚生労働省令 第170号
第７条 第30号 障害児通所給付費等の請求に関する省令 平成 18年 厚生労働省令 第179号
第７条 第31号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 平成 19年 厚生労働省令 第129号

第７条 第32号
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法
律施行規則

平成 19年 厚生労働省令 第151号

第７条 第33号 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 平成 26年 厚生労働省令 第121号
第７条 第34号 社会福祉法人会計基準 平成 28年 厚生労働省令 第79号
第８条 第１号 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 昭和 23年 厚生省令 第24号
第８条 第２号 クリーニング業法施行規則 昭和 25年 厚生省令 第35号
第８条 第３号 狂犬病予防法施行規則 昭和 25年 厚生省令 第52号
第８条 第４号 検疫法施行規則 昭和 26年 厚生省令 第53号
第８条 第５号 日本赤十字社法施行規則 昭和 27年 厚生省令 第43号
第８条 第６号 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則 昭和 28年 厚生省令 第43号
第８条 第７号 と畜場法施行規則 昭和 28年 厚生省令 第44号
第８条 第８号 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 昭和 31年 労働省令 第17号
第８条 第９号 未帰還者に関する特別措置法施行規則 昭和 34年 厚生省令 第05号
第８条 第10号 老人福祉法施行規則 昭和 38年 厚生省令 第28号
第８条 第11号 厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則 平成 15年 厚生労働省令 第58号
第８条 第12号 健康増進法施行規則 平成 15年 厚生労働省令 第86号
第９条 医師法施行規則 昭和 23年 厚生省令 第47号
第10条 歯科医師法施行規則 昭和 23年 厚生省令 第48号
第11条 医療法施行規則 昭和 23年 厚生省令 第50号
第12条 身体障害者福祉法施行規則 昭和 25年 厚生省令 第15号
第13条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 昭和 25年 厚生省令 第31号
第14条 診療放射線技師法施行規則 昭和 26年 厚生省令 第33号
第15条 保健師助産師看護師法施行規則 昭和 26年 厚生省令 第34号

第16条
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律により増額
される障害年金及び遺族年金の額の改定に関する省令

昭和 28年 厚生省令 第40号

第17条 未帰還者留守家族等援護法施行規則 昭和 28年 厚生省令 第42号
第18条 厚生年金保険法施行規則 昭和 29年 厚生省令 第37号
第19条 歯科技工士法施行規則 昭和 30年 厚生省令 第23号

第20条
旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に基づく事
実調査に関する省令

昭和 31年 厚生省令 第57号

第21条
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師
の登録に関する省令

昭和 32年 厚生省令 第13号

第22条 保険医療機関及び保険医療養担当規則 昭和 32年 厚生省令 第15号
第23条 臨床検査技師等に関する法律施行規則 昭和 33年 厚生省令 第24号
第24条 調理師法施行規則 昭和 33年 厚生省令 第46号

法令番号規定順



第25条 国民年金法施行規則 昭和 35年 厚生省令 第12号
第26条 じん肺法施行規則 昭和 35年 労働省令 第06号
第27条 薬剤師法施行規則 昭和 36年 厚生省令 第05号
第28条 児童扶養手当法施行規則 昭和 36年 厚生省令 第51号
第29条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 昭和 38年 厚生省令 第13号
第30条 戦傷病者特別援護法施行規則 昭和 38年 厚生省令 第46号
第31条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 昭和 39年 厚生省令 第38号

第32条
激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例
に関する省令

昭和 39年 労働省令 第18号

第33条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則 昭和 40年 厚生省令 第27号
第34条 理学療法士及び作業療法士法施行規則 昭和 40年 厚生省令 第47号
第35条 母子保健法施行規則 昭和 40年 厚生省令 第55号
第36条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 昭和 41年 厚生省令 第22号

第37条
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生
活の充実等に関する法律施行規則

昭和 41年 労働省令 第23号

第38条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 昭和 42年 厚生省令 第22号
第39条 社会保険労務士法施行規則 昭和 43年 厚生・労働省令 第01号
第40条 職業能力開発促進法施行規則 昭和 44年 労働省令 第24号
第41条 視能訓練士法施行規則 昭和 46年 厚生省令 第28号
第42条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 昭和 46年 労働省令 第24号
第43条 労働安全衛生規則 昭和 47年 労働省令 第32号
第44条 有機溶剤中毒予防規則 昭和 47年 労働省令 第36号
第45条 鉛中毒予防規則 昭和 47年 労働省令 第37号
第46条 四アルキル鉛中毒予防規則 昭和 47年 労働省令 第38号
第47条 特定化学物質障害予防規則 昭和 47年 労働省令 第39号
第48条 高気圧作業安全衛生規則 昭和 47年 労働省令 第40号
第49条 電離放射線障害防止規則 昭和 47年 労働省令 第41号

第50条
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関
する省令

昭和 47年 労働省令 第44号

第51条 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 昭和 48年 労働省令 第03号
第52条 年金手帳の様式を定める省令 昭和 49年 厚生省令 第40号
第53条 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 昭和 50年 厚生省令 第34号
第54条 雇用保険法施行規則 昭和 50年 労働省令 第03号
第55条 作業環境測定法施行規則 昭和 50年 労働省令 第20号
第56条 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令 昭和 61年 厚生省令 第17号
第57条 女性労働基準規則 昭和 61年 労働省令 第03号
第58条 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 昭和 62年 厚生省令 第49号
第59条 臨床工学技士法施行規則 昭和 63年 厚生省令 第19号
第60条 義肢装具士法施行規則 昭和 63年 厚生省令 第20号
第61条 港湾労働法施行規則 昭和 63年 労働省令 第35号
第62条 歯科衛生士法施行規則 平成 01年 厚生省令 第46号
第63条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行 平成 02年 厚生省令 第19号
第64条 柔道整復師法施行規則 平成 02年 厚生省令 第20号
第65条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 平成 02年 厚生省令 第40号
第66条 救急救命士法施行規則 平成 03年 厚生省令 第44号
第67条 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則 平成 05年 厚生省令 第43号

第68条
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残
留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則

平成 06年 厚生省令 第63号

第69条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 平成 07年 厚生省令 第33号
第70条 理容師法施行規則 平成 10年 厚生省令 第04号
第71条 美容師法施行規則 平成 10年 厚生省令 第7号
第72条 精神保健福祉士法施行規則 平成 10年 厚生省令 第11号
第73条 言語聴覚士法施行規則 平成 10年 厚生省令 第74号

第74条
介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等に関する費用等
の請求に関する省令

平成 12年 厚生省令 第20号

第75条
健康保険法等の一部を改正する法律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介護給付費及び
公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令

平成 12年 厚生省令 第20号

第76条
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督
に関する規則

平成 12年 厚生・労働省令 第4号

第77条 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 平成 14年 厚生労働省令 第158号
第78条 既認定者等に交付する児童扶養手当証書の様式を定める省令 平成 15年 厚生労働省令 第52号
第79条 特別児童扶養手当証書の様式を定める省令 平成 15年 厚生労働省令 第53号
第80条 次世代育成支援対策推進法施行規則 平成 15年 厚生労働省令 第122号
第81条 石綿障害予防規則 平成 17年 厚生労働省令 第21号
第82条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規 平成 17年 厚生労働省令 第49号
第83条 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省 平成 17年 厚生労働省令 第103号

第84条
社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様
式及び作成方法に関する規則

平成 19年 厚生労働省令 第38号

第85条
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるＣ
型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別
措置法施行規則

平成 20年 厚生労働省令 第03号

第86条
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に
係る加算金の支給に関する法律施行規則

平成 22年 厚生労働省令 第67号

第87条
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
施行規則

平成 23年 厚生労働省令 第93号

第88条
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を
除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則

平成 23年 厚生労働省令 第152号

第89条 厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則 平成 26年 厚生労働省令 第33号
第90条 生活困窮者自立支援法施行規則 平成 27年 厚生労働省令 第16号



第91条 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 平成 27年 厚生労働省令 第155号

第92条
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般
事業主行動計画等に関する省令

平成 27年 厚生労働省令 第162号

第93条 医療法人会計基準 平成 28年 厚生労働省令 第95号
第94条 地域医療連携推進法人会計基準 平成 29年 厚生労働省令 第19号
第95条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 平成 30年 厚生労働省令 第151号

附則第１条 施行期日
附則第２条 経過措置

附則第３条
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等
の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備
等に関する省令

平成 30年 厚生労働省令 第117号

附則第４条
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一
部の施行に伴う厚生労働省関係の整備及び経過措置に関する省

平成 30年 厚生労働省令 第153号

附則第５条 健康増進法施行規則等の一部を改正する省令 平成 31年 厚生労働省令 第17号
附則第６条 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 平成 31年 厚生労働省令 第19号
附則第７条 国民年金法施行規則等の一部を改正する省令 平成 31年 厚生労働省令 第28号


