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全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案

新旧対照条文
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起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】

第二十九条関係）【公布日施行】
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律（平成十八年法律第百十六号）（抄）（附則第三十条関係）【公布の日から

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第三十一号）（抄）（附則

条関係）【公布日施行】

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）（抄）（附則第三十一

104
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○ 健康保険法（大正十一年法律第七十号）（抄）（第一条関係）【令和四年一月一日、令和四年十月一日又は公布の日から起算して
三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
（傍線の部分は改正部分）
現

（任意継続被保険者の資格喪失）
第三十八条 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当する
に至った日の翌日（第四号から第六号までのいずれかに該当する
に至ったときは、その日）から、その資格を喪失する。
一～六 （略）
（新設）

案

（任意継続被保険者の資格喪失）
第三十八条 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当する
に至った日の翌日（第四号から第六号までのいずれかに該当する
に至ったときは、その日）から、その資格を喪失する。
一～六 （略）
七 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働
省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、
その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。

（任意継続被保険者の標準報酬月額）
第四十七条 （略）
（新設）

正

（任意継続被保険者の標準報酬月額）
第四十七条 （略）
２ 保険者が健康保険組合である場合においては、前項の規定にか
かわらず、同項第一号に掲げる額が同項第二号に掲げる額を超え
る任意継続被保険者について、規約で定めるところにより、同項
第一号に掲げる額（当該健康保険組合が同項第二号に掲げる額を
超え同項第一号に掲げる額未満の範囲内においてその規約で定め
た額があるときは、当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎と
なる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額）をその者の標準報
酬月額とすることができる。

（他の法令による保険給付との調整）
第五十五条 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入
院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、
移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費
、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又

改

（他の法令による保険給付との調整）
第五十五条 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入
院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、
移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費
、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又
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（傷病手当金）
第九十九条 （略）
２・３ （略）
４ 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより
発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して一年六
月間とする。

は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法
（昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又
は例による場合を含む。次項及び第百二十八条第二項において同
じ。）又は地方公務員災害補償法（昭和四十二年法律第百二十一
号）若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給
付を受けることができる場合には、行わない。
２ 保険者は、傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認める
ときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方
公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を
行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を
求めることができる。
３・４ （略）

２～５ （略）

（傷病手当金）
第九十九条 （略）
２・３ （略）
４ 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより
発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して一年六
月を超えないものとする。

２・３ （略）

は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法
（昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又
は例による場合を含む。）又は地方公務員災害補償法（昭和四十
二年法律第百二十一号）若しくは同法に基づく条例の規定により
これらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない
。
（新設）

（他の医療保険による給付等との調整）
第百二十八条 （略）
２ 協会は、日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給を行うにつ
き必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務
員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条
例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき
、必要な資料の提供を求めることができる。
３～６ （略）

（保健事業及び福祉事業）
第百五十条 保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条

（他の医療保険による給付等との調整）
第百二十八条 （略）
（新設）

（保健事業及び福祉事業）
第百五十条 保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条
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の規定による特定健康診査（次項において単に「特定健康診査」
という。）及び同法第二十四条の規定による特定保健指導（以下
この項及び第百五十四条の二において「特定健康診査等」という
。）を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって
、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予
防に係る被保険者及びその被扶養者（以下この条において「被保
険者等」という。）の自助努力についての支援その他の被保険者
等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなけれ
ばならない。
２ 保険者は、前項の規定により被保険者等の健康の保持増進のた
めに必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被
保険者等を使用している事業者等（労働安全衛生法（昭和四十七
年法律第五十七号）第二条第三号に規定する事業者その他の法令
に基づき健康診断（特定健康診査に相当する項目を実施するもの
に限る。）を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定め
る者をいう。以下この条において同じ。）又は使用していた事業
者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の
法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る
健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生
労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
３ 前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存
している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を
求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当
該記録の写しを提供しなければならない。
４ 保険者は、第一項の事業を行うに当たっては、高齢者の医療の
確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報
、事業者等から提供を受けた被保険者等に係る健康診断に関する
記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うもの
とする。
５・６ （略）
７ 厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、厚生労働省令で定める

の規定による特定健康診査及び同法第二十四条の規定による特定
保健指導（以下この項及び第百五十四条の二において「特定健康
診査等」という。）を行うものとするほか、特定健康診査等以外
の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管
理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者（以下この条
において「被保険者等」という。）の自助努力についての支援そ
の他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うよ
うに努めなければならない。
（新設）

（新設）

２ 保険者は、前項の事業を行うに当たっては、高齢者の医療の確
保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報を
活用し、適切かつ有効に行うものとする。

３・４ （略）
５ 厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、厚生労働省令で定める
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ところにより、第一項又は第五項の事業を行うことを命ずること
ができる。
８・９ （略）

第百五十九条 育児休業等をしている被保険者（第百五十九条の三
の規定の適用を受けている被保険者を除く。）が使用される事業
所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申
出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からそ
の育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、
当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

ところにより、第一項又は第三項の事業を行うことを命ずること
ができる。
６・７ （略）

（準用）
第百八十八条 第七条の三十八、第七条の三十九、第九条第二項、
第十六条第二項及び第三項、第十八条第一項及び第二項、第十九
条、第二十条、第二十六条第一項（第二号に係る部分を除く。）
及び第二項、第二十九条第二項、第三十条、第百五十条並びに第
百九十五条の規定は、連合会について準用する。この場合におい
て、これらの規定中「組合会」とあるのは「総会」と、第七条の

（新設）

（新設）

（新設）

第百五十九条 育児休業等をしている被保険者（第百五十九条の三
の規定の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。
）が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところ
により保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区
分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料（
その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬
月額に係る保険料に限る。）は、徴収しない。
一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が
終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等
を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌
日が属する月の前月までの月
二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が
終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月に
おける育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところに
より計算した日数が十四日以上である場合 当該月
２ 被保険者が連続する二以上の育児休業等をしている場合（これ
に準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。）におけ
る前項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみ
なす。
（準用）
第百八十八条 第七条の三十八、第七条の三十九、第九条第二項、
第十六条第二項及び第三項、第十八条第一項及び第二項、第十九
条、第二十条、第二十六条第一項（第二号に係る部分を除く。）
及び第二項、第二十九条第二項、第三十条、第百五十条並びに第
百九十五条の規定は、連合会について準用する。この場合におい
て、これらの規定中「組合会」とあるのは「総会」と、第七条の
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三十九第一項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は
、第百八十八条において準用する前条の規定により報告を徴し、
又は質問し、若しくは検査した場合において」と、「定款」とあ
るのは「規約」と、第十六条第二項中「前項」とあるのは「第百
八十六条」と、第二十九条第二項中「前項」とあるのは「第百八
十八条」と、「前条第二項の規定に違反した指定健康保険組合、
同条第三項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定め
る指定健康保険組合の事業」とあるのは「その事業」と、第百五
十条第二項中「前項の規定により被保険者等の健康の保持増進の
ために必要な事業」とあるのは「前項の事業」と、「被保険者等
を」とあるのは「健康保険組合又は被保険者等を」と、「又は」
とあるのは「若しくは」と、「同法」とあるのは「それぞれ当該
健康保険組合が保存している医療保険等関連情報（高齢者の医療
の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情
報をいう。次項及び第四項において同じ。）又は労働安全衛生法
」と、同条第三項中「労働安全衛生法」とあるのは「医療保険等
関連情報の提供を求められた健康保険組合又は労働安全衛生法」
と、「当該」とあるのは「当該医療保険等関連情報又は当該」と
、同条第四項中「高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一
項に規定する」とあるのは「健康保険組合から提供を受けた」と
読み替えるものとする。
（機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任）
第二百四条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務（第百八十
一条の三第一項の規定により協会が行うこととされたもの、前条
第一項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第二百
四条の七第一項に規定するものを除く。）は、日本年金機構（以
下「機構」という。）に行わせるものとする。ただし、第十八号
から第二十号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うこと
を妨げない。
一～十一 （略）

三十九第一項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は
、第百八十八条において準用する前条の規定により報告を徴し、
又は質問し、若しくは検査した場合において」と、「定款」とあ
るのは「規約」と、第十六条第二項中「前項」とあるのは「第百
八十六条」と、第二十九条第二項中「前項」とあるのは「第百八
十八条」と、「前条第二項の規定に違反した指定健康保険組合、
同条第三項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定め
る指定健康保険組合の事業」とあるのは「その事業」と読み替え
るものとする。

（機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任）
第二百四条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務（第百八十
一条の三第一項の規定により協会が行うこととされたもの、前条
第一項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第二百
四条の七第一項に規定するものを除く。）は、日本年金機構（以
下「機構」という。）に行わせるものとする。ただし、第十八号
から第二十号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うこと
を妨げない。
一～十一 （略）
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（基金等への事務の委託）
第二百五条の四 （略）
２ 保険者は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事
務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に
規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の
事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものと共同して委託
するものとする。

十二 第百五十九条第一項及び第百五十九条の三の規定による申
出の受理
十三～二十一 （略）
２～４ （略）

（基金等への事務の委託）
第二百五条の四 （略）
２ 保険者は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事
務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に
規定する保険者と共同して委託するものとする。

十二 第百五十九条及び第百五十九条の三の規定による申出の受
理
十三～二十一 （略）
２～４ （略）

（特定健康保険組合）
第三条 （略）
２～５ （略）
６ 特例退職被保険者は、この法律の規定（第三十八条第二号、第
四号及び第五号を除く。）の適用については、任意継続被保険者
とみなす。この場合において、同条第一号中「任意継続被保険者
となった日から起算して二年を経過したとき」とあるのは「改正

附 則

（関係者の連携及び協力）
第二百五条の五 国、協会及び健康保険組合並びに保険医療機関等
その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続にお
ける情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等（高齢
者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各
法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。）の規定により
行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら
協力するものとする。

則

（関係者の連携及び協力）
第二百五条の五 国、協会及び健康保険組合並びに保険医療機関等
その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続にお
ける情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等（高齢
者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各
法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。）その他医療に
関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施
されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
附

（特定健康保険組合）
第三条 （略）
２～５ （略）
６ 特例退職被保険者は、この法律の規定（第三十八条第二号、第
四号及び第五号を除く。）の適用については、任意継続被保険者
とみなす。この場合において、同条第一号中「任意継続被保険者
となった日から起算して二年を経過したとき」とあるのは「改正
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法第十三条の規定による改正前の国民健康保険法第八条の二第一
項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき
」と、同条第三号中「保険者」とあるのは「附則第三条第一項に
規定する特定健康保険組合」と、同条第七号中「保険者に」とあ
るのは「附則第三条第一項に規定する特定健康保険組合に」とす
る。
７ （略）

法第十三条の規定による改正前の国民健康保険法第八条の二第一
項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき
」と、同条第三号中「保険者」とあるのは「附則第三条第一項に
規定する特定健康保険組合」とする。

７ （略）
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現

行

○ 船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）（抄）（第二条関係）【令和四年一月一日、令和四年十月一日又は公布の日から起算し
て三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
（傍線の部分は改正部分）
案

（疾病任意継続被保険者の資格喪失）
第十四条 疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当す
るに至った日の翌日（第四号から第六号までのいずれかに該当す
るに至ったときは、その日）から、その資格を喪失する。
一～六 （略）
（新設）

正

（疾病任意継続被保険者の資格喪失）
第十四条 疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当す
るに至った日の翌日（第四号から第六号までのいずれかに該当す
るに至ったときは、その日）から、その資格を喪失する。
一～六 （略）
七 疾病任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生
労働省令で定めるところにより、協会に申し出た場合において
、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。

（他の法令による保険給付との調整）
第三十三条 療養の給付（第五十三条第四項の規定により行われる
同条第一項第六号に掲げる給付を除く。次項及び第四項において
同じ。）又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用
療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料
、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負
傷、死亡又は出産について、健康保険法の規定（同法第五章の規
定を除く。）によりこれらに相当する給付を受けることができる
場合には、行わない。
２ 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外
併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬
祭料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家
族葬祭料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者
災害補償保険法、国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第百
九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。
第六項において同じ。）又は地方公務員災害補償法（昭和四十二

改

（他の法令による保険給付との調整）
第三十三条 療養の給付（第五十三条第四項の規定により行われる
同条第一項第六号に掲げる給付を除く。次項及び第五項において
同じ。）又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用
療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料
、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負
傷、死亡又は出産について、健康保険法の規定（同法第五章の規
定を除く。）によりこれらに相当する給付を受けることができる
場合には、行わない。
２ 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外
併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬
祭料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家
族葬祭料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者
災害補償保険法、国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第百
九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。
次項及び第七項において同じ。）又は地方公務員災害補償法（昭
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３～６ （略）

年法律第百二十一号）若しくは同法に基づく条例の規定によりこ
れらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

和四十二年法律第百二十一号）若しくは同法に基づく条例の規定
によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行
わない。
３ 協会は、傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めると
きは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公
務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行
う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求
めることができる。
４～７ （略）

（傷病手当金）
第六十九条 （略）
２～４ （略）
５ 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより
発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して三年を
超えないものとする。
６・７ （略）

第百十条 第三十三条第一項、第四項及び第五項、第百三条、第百
六条第一項並びに前条第一項の規定は、被扶養者について準用す
る。

第百十一条 協会は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の
規定による特定健康診査及び同法第二十四条の規定による特定保
健指導（以下「特定健康診査等」という。）を行うものとするほ
か、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及
び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者、被保
険者であった者及びこれらの被扶養者（以下この条並びに第百五
十三条の十第一項第二号及び第三号において「被保険者等」とい
う。）の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保
持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。

第百十条 第三十三条第一項、第三項及び第四項、第百三条、第百
六条第一項並びに前条第一項の規定は、被扶養者について準用す
る。

（新設）

（傷病手当金）
第六十九条 （略）
２～４ （略）
５ 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより
発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して三年間
とする。
６・７ （略）

第百十一条 協会は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の
規定による特定健康診査（次項において単に「特定健康診査」と
いう。）及び同法第二十四条の規定による特定保健指導（以下「
特定健康診査等」という。）を行うものとするほか、特定健康診
査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並び
に健康管理及び疾病の予防に係る被保険者、被保険者であった者
及びこれらの被扶養者（以下この条並びに第百五十三条の十第一
項第二号及び第三号において「被保険者等」という。）の自助努
力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために
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必要な事業を行うように努めなければならない。
２ 協会は、前項の規定により被保険者等の健康の保持増進のため
に必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保
険者等を使用している事業者等（労働安全衛生法（昭和四十七年
法律第五十七号）第二条第三号に規定する事業者その他の法令に
基づき健康診断（特定健康診査に相当する項目を実施するものに
限る。）を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める
者をいう。以下この条において同じ。）又は使用していた事業者
等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法
令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る健
康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労
働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
３ 前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存
している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を
求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当
該記録の写しを提供しなければならない。
４ 協会は、第一項の事業を行うに当たっては、高齢者の医療の確
保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報、
事業者等から提供を受けた被保険者等に係る健康診断に関する記
録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものと
する。
５～８ （略）
（保険料の徴収の特例）
第百十八条 育児休業等をしている被保険者（次条の規定の適用を
受けている被保険者を除く。次項において同じ。）を使用する船
舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に
申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各
号に定める月の当該被保険者に関する保険料（その育児休業等の
期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料
に限る。）は、徴収しない。

（新設）

（新設）

（略）

２ 協会は、前項の事業を行うに当たっては、高齢者の医療の確保
に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報を活
用し、適切かつ有効に行うものとする。

３～６

（保険料の徴収の特例）
第百十八条 育児休業等をしている被保険者（次条の規定の適用を
受けている被保険者を除く。）を使用する船舶所有者が、厚生労
働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、
その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終
了する日の翌日の属する月の前月までの期間、当該被保険者に関
する保険料を徴収しない。
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（新設）

（新設）

（新設）

八～十五 （略）
２～４ （略）

一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が
終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等
を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌
日が属する月の前月までの月
二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が
終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月に
おける育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところに
より計算した日数が十四日以上である場合 当該月
２ 被保険者が連続する二以上の育児休業等をしている場合（これ
に準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。）におけ
る前項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみ
なす。
（機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任）
第百五十三条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務（第百三
十五条第一項の規定により協会が行うこととされたもの及び第百
五十三条の六の二第一項に規定するものを除く。）は、日本年金
機構（以下「機構」という。）に行わせるものとする。ただし、
第十二号から第十四号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら
行うことを妨げない。
一～六 （略）
七 第百十八条第一項及び第百十八条の二の規定による申出の受
理
八～十五 （略）
２～４ （略）

（基金等への事務の委託）
第百五十三条の十 （略）
２ 協会は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務
を委託する場合は、協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第一
条に規定する保険者と共同して委託するものとする。

（機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任）
第百五十三条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務（第百三
十五条第一項の規定により協会が行うこととされたもの及び第百
五十三条の六の二第一項に規定するものを除く。）は、日本年金
機構（以下「機構」という。）に行わせるものとする。ただし、
第十二号から第十四号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら
行うことを妨げない。
一～六 （略）
七 第百十八条及び第百十八条の二の規定による申出の受理

（基金等への事務の委託）
第百五十三条の十 （略）
２ 協会は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務
を委託する場合は、協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第一
条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その
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他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものと共同して
委託するものとする。
（関係者の連携及び協力）
第百五十三条の十一 国、協会及び保険医療機関等その他の関係者
は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の
技術の利用の推進により、医療保険各法等（高齢者の医療の確保
に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の
医療の確保に関する法律をいう。）その他医療に関する給付を定
める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相
互に連携を図りながら協力するものとする。

（関係者の連携及び協力）
第百五十三条の十一 国、協会及び保険医療機関等その他の関係者
は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の
技術の利用の推進により、医療保険各法等（高齢者の医療の確保
に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の
医療の確保に関する法律をいう。）の規定により行われる事務が
円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものと
する。
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○

正

案

（傍線の部分は改正部分）

行

２ 第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者に係る保
険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「
除く。）が使用される事業所の事業主」とあるのは、「除く。）
」とする。
（新設）

（新設）

（新設）

（育児休業期間中の保険料の徴収の特例）
第八十一条の二 育児休業等をしている被保険者（次条の規定の適
用を受けている被保険者を除く。）が使用される事業所の事業主
が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは
、前条第二項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料で
あつてその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業
等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの
徴収は行わない。

現

厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）（抄）（第三条関係）【令和四年十月一日施行】

改
（育児休業期間中の保険料の徴収の特例）
第八十一条の二 育児休業等をしている被保険者（次条の規定の適
用を受けている被保険者を除く。第三項において同じ。）が使用
される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機
関に申出をしたときは、前条第二項の規定にかかわらず、次の各
号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険
者に係る保険料（その育児休業等の期間が一月以下である者につ
いては、標準報酬月額に係る保険料に限る。）の徴収は行わない
。
一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が
終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等
を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌
日が属する月の前月までの月
二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が
終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月に
おける育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところに
より計算した日数が十四日以上である場合 当該月
２ 第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者に係る保
険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「
同じ。）が使用される事業所の事業主」とあるのは、「同じ。）
」とする。
３ 被保険者が連続する二以上の育児休業等をしている場合（これ
に準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。）におけ
る第一項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等と
みなす。
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（機構への事務の委託）
第百条の十 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせる
ものとする。ただし、第三十二号の三に掲げる事務は、厚生労働
大臣が自ら行うことを妨げない。
一～二十八 （略）
二十九 第八十一条第一項、第八十一条の二第一項及び第三項、
第八十一条の二の二第一項並びに第八十五条の規定による保険
料の徴収に係る事務（第百条の四第一項第二十七号から第三十
一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定に
より機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による督促その
他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第
三十一号及び第三十三号に掲げる事務を除く。）
三十～三十九 （略）
２・３ （略）

（保険料の徴収等の特例）
第八十四条の二 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険
者又は第四号厚生年金被保険者に係る保険料の徴収、納付及び源
泉控除については、第八十一条の二第一項及び第三項、第八十一
条の二の二第一項、第八十二条第二項及び第三項並びに前三条の
規定にかかわらず、共済各法の定めるところによる。

（機構への事務の委託）
第百条の十 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせる
ものとする。ただし、第三十二号の三に掲げる事務は、厚生労働
大臣が自ら行うことを妨げない。
一～二十八 （略）
二十九 第八十一条第一項、第八十一条の二第一項、第八十一条
の二の二第一項及び第八十五条の規定による保険料の徴収に係
る事務（第百条の四第一項第二十七号から第三十一号までに掲
げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行
う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働
省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第三十一号及び
第三十三号に掲げる事務を除く。）
三十～三十九 （略）
２・３ （略）

（保険料の徴収等の特例）
第八十四条の二 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険
者又は第四号厚生年金被保険者に係る保険料の徴収、納付及び源
泉控除については、第八十一条の二第一項、第八十一条の二の二
第一項、第八十二条第二項及び第三項並びに前三条の規定にかか
わらず、共済各法の定めるところによる。
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則

改

正

案

（新設）

（新設）

行

公的年金制度の健全性及び
信頼性の確保のための厚生
年金保険法等の一部を改正
する法律（平成二十五年法
律第六十三号。以下「平成
二十五年改正法」という。
）附則第三条第十一号に規
定する存続厚生年金基金（
以下「厚生年金基金」とい
う。）
（新設）

（存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等）
第五条 （略）
２ 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号
に掲げる規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる
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。
改正前厚生年金 厚生年金基金
保険法第八十一
条の三第一項

附 則

現

○ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第六十三号）（抄）
（第四条関係）【令和四年十月一日施行】
（傍線の部分は改正部分）

附
（存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等）
第五条 （略）
２ 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号
に掲げる規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる
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。
（ 略）
（略）
（略）

改正前厚生年金 第百三十九条 第百三十九条第七項から第
保険法第八十一 第七項又は第 九項まで
条の三第二項
八項（これら
の規定を同条
第九項におい
て準用する場
合を含む。以
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（略）
（略）

（略）

下この項にお
いて同じ。）
同条第七項又 同条第七項各号に定める月
は第八項
、同条第八項に規定する月
又は同条第九項
係るもの
係るもの（同条第七項又は
第八項に規定する申出に係
る加入員であつてその育児
休業等（加入員が連続する
二以上の育児休業等をして
いる場合（これに準ずる場
合として厚生労働省令で定
める場合を含む。）は、そ
の全部を一の育児休業等と
みなす。以下同じ。）の期
間が一月以下である者につ
いては、標準報酬月額に係
る部分に限る。）
（略）
（略）

（略）
（略）

（略）

改正前厚生年金 第九項におい 第九項の規定の適用を受け
保険法第百三十 て準用するこ ている
九条第七項
の項の規定の
適用を受けて
いる産前産後

（新設）

（新設）

（新設）

（略）
第百四十五条第一項又は平
成二十五年改正法附則第十
九条第九項の規定により解
散する場合
平成二十五年改正法附則第
十一条第一項に規定する年
金給付等積立金の額
（新設）

（新設）

（新設）

年金給付等積
立金の額

（略）
（略）
改正前厚生年金 解散する場合
保険法第百三十
八条第六項

（新設）
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休業をしてい
る
その育児休業 次の各号に掲げる場合の区
等を開始した 分に応じ、当該各号に定め
日の属する月 る月
からその育児
休業等が終了
する日の翌日
が属する月の
前月までの期
間
を免除する。 （その育児休業等の期間が
一月以下である者について
は、標準報酬月額に係る免
除保険料額に限る。次項及
び次条第八項において同じ
。）を免除する。
一 その育児休業等を開始
した日の属する月とその
育児休業等が終了する日
の翌日が属する月とが異
なる場合 その育児休業
等を開始した日の属する
月からその育児休業等が
終了する日の翌日が属す
る月の前月までの月
二 その育児休業等を開始
した日の属する月とその
育児休業等が終了する日
の翌日が属する月とが同
一であり、かつ、当該月

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）
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改正前厚生年金
保険法第百三十
九条第八項

改正前厚生年金
保険法第百三十
九条第九項

次項において
準用するこの
項の規定の適
用を受けてい
る産前産後休
業をしている
その育児休業
等を開始した
日の属する月
からその育児
休業等が終了
する日の翌日
が属する月の
前月までの期
間
加入員が産前
産後休業をし
ている場合に
おいては、前
二項の規定を
準用する。こ
の場合におい
て、必要な技
術的読替えは
、政令で定め
る。

における育児休業等の日
数として厚生労働省令で
定めるところにより計算
した日数が十四日以上で
ある場合 当該月
次項の規定の適用を受けて
いる

前項各号に掲げる場合の区
分に応じ、それぞれ当該各
号に定める月

産前産後休業をしている加
入員を使用する設立事業所
の事業主が、厚生労働省令
の定めるところにより基金
に申出をしたときは、第一
項及び第二項の規定にかか
わらず、その産前産後休業
を開始した日の属する月か
らその産前産後休業が終了
する日の翌日が属する月の
前月までの期間に係る掛金

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）
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改正前厚生年金
保険法第百四十
条第八項

改正前厚生年金
保険法第百四十
条第十項

その育児休業
等を開始した
日の属する月
からその育児
休業等が終了
する日の翌日
が属する月の
前月までの期
間
前条第八項の
前条第九項に
おいて準用す
る同条第八項
「前条第八項
の」とあるの
は「同条第九
項において準
用する同条第

のうち、次の各号に掲げる
加入員の区分に応じ、当該
各号に定める額を免除する
。
一 加入員（第百二十九条
第二項に規定する加入員
を除く。） 免除保険料
額
二 第百二十九条第二項に
規定する加入員 免除保
険料額に前条第四項に規
定する割合を乗じて得た
額
同条第八項に規定する月

同条第八項の
前条第九項

「同条第八項に規定する月
」とあるのは「同条第九項
に規定する期間」と、「同
条第八項の」とあるのは「
同条第九項の」と

（新設）

（新設）

（新設）
（新設）

（新設）

（新設）
（新設）

（新設）

（新設）

（新設）
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（略）
（略）

八項の」と
（略）
（略）
（略）
（略）

改正前厚生年金 第百三十九条 第百三十九条第七項から第
保険法附則第三 第七項及び第 九項まで
十二条第二項第 八項（これら
三号
の規定を同条
第九項におい
て準用する場
合を含む。）
（略）
（略）

（略）
３・４ （略）

（略 ）

（略）
（略）
改正前厚生年金 四分の三
保険法附則第三
十二条第一項
（新設）
（新設）

（略）
３・４ （略）

（ 略）
三分の二

（新設）

（略）
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正

案

現

行

（傍線の部分は改正部分）

○ 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）（第五条関係）【令和四年一月一日、令和四年十月一日か
ら令和五年三月一日までの間において政令で定める日又は公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行
】

改

五～七 （略）
５～８ （略）

（医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画）
第八条 （略）
２・３ （略）
４ 全国医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるも
のとする。
一～三 （略）
四 第一号及び第二号の目標を達成するための保険者、第四十八
条に規定する後期高齢者医療広域連合（以下この条から第十六
条までにおいて「後期高齢者医療広域連合」という。）、医療
機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項

（医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画）
第八条 （略）
２・３ （略）
４ 全国医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるも
のとする。
一～三 （略）
四 第一号及び第二号の目標を達成するための保険者、第四十八
条に規定する後期高齢者医療広域連合（以下この条から第十六
条まで及び第二十七条において「後期高齢者医療広域連合」と
いう。）、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事
項
五～七 （略）
５～８ （略）

２・３ （略）

（特定健康診査等実施計画）
第十九条 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（以下「国
民健康保険」という。）にあつては、市町村。以下この節におい
て同じ。）は、特定健康診査等基本指針に即して、六年ごとに、
六年を一期として、特定健康診査等の実施に関する計画（以下「
特定健康診査等実施計画」という。）を定めるものとする。

（特定健康診査等実施計画）
第十九条 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（以下「国
民健康保険」という。）にあつては、市町村。以下この節並びに
第百二十五条の三第一項及び第四項において同じ。）は、特定健
康診査等基本指針に即して、六年ごとに、六年を一期として、特
定健康診査等の実施に関する計画（以下「特定健康診査等実施計
画」という。）を定めるものとする。
２・３ （略）
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（特定健康診査に関する記録の保存）
第二十二条 保険者は、第二十条の規定により特定健康診査を行つ
たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診
査に関する記録を保存しなければならない。同条ただし書の規定
により特定健康診査の結果を証明する書面の提出若しくは特定健
康診査に関する記録の送付を受けた場合又は第二十七条第四項の
規定により特定健康診査、第百二十五条第一項に規定する健康診
査若しくは健康診断に関する記録の写しの提供を受けた場合にお
いても、同様とする。

（特定保健指導に関する記録の保存）
第二十五条 保険者は、前条の規定により特定保健指導を行つたと
きは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定保健指導に
関する記録を保存しなければならない。次条第二項の規定により
特定保健指導に関する記録の送付を受けた場合又は第二十七条第
三項の規定により特定保健指導に関する記録の写しの提供を受け
た場合においても、同様とする。

（特定健康診査に関する記録の保存）
第二十二条 保険者は、第二十条の規定により特定健康診査を行つ
たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診
査に関する記録を保存しなければならない。同条ただし書の規定
により特定健康診査の結果を証明する書面の提出若しくは特定健
康診査に関する記録の送付を受けた場合又は第二十七条第三項の
規定により特定健康診査若しくは健康診断に関する記録の写しの
提供を受けた場合においても、同様とする。

（新設）

（特定健康診査等に関する記録の提供）
第二十七条 保険者は、加入者の資格を取得した者（国民健康保険
にあつては、同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を
変更した被保険者を含む。）があるときは、当該加入者が加入し
ていた他の保険者に対し、当該他の保険者が保存している当該加
入者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを
提供するよう求めることができる。

（特定保健指導に関する記録の保存）
第二十五条 保険者は、前条の規定により特定保健指導を行つたと
きは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定保健指導に
関する記録を保存しなければならない。次条第二項の規定により
特定保健指導に関する記録の送付を受けた場合又は第二十七条第
四項の規定により特定保健指導若しくは第百二十五条第一項に規
定する保健指導に関する記録の写しの提供を受けた場合において
も、同様とする。
（特定健康診査等に関する記録の提供）
第二十七条 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図
るため、加入者の資格を取得した者（国民健康保険にあつては、
同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した被保
険者を含む。次項において同じ。）があるときは、当該加入者が
加入していた他の保険者に対し、当該他の保険者が保存している
当該加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の
写しを提供するよう求めることができる。
２ 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、
加入者の資格を取得した者が後期高齢者医療広域連合の被保険者
の資格を有していたことがあるときは、当該後期高齢者医療広域
連合に対し、当該後期高齢者医療広域連合が保存している当該加
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２ 保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事
業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛
生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入
者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めること
ができる。

（健康診査等指針との調和）
第三十一条 第十八条第一項、第二十条、第二十一条第一項、第二
十二条から第二十五条まで、第二十六条第二項、第二十七条第二
項及び第三項並びに第二十八条に規定する厚生労働省令は、健康
増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれた
ものでなければならない。

３ 前二項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関
する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他
の保険者又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、
当該記録の写しを提供しなければならない。

（健康診査等指針との調和）
第三十一条 第十八条第一項、第二十条、第二十一条第一項、第二
十二条から第二十五条まで、第二十六条第二項、第二十七条第三
項及び第四項並びに第二十八条に規定する厚生労働省令は、健康
増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれた
ものでなければならない。

（一部負担金）
第六十七条 第六十四条第三項の規定により保険医療機関等につい
て療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲
げる場合の区分に応じ、当該給付につき第七十条第二項又は第七
十一条第一項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準
により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一
部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない

入者に係る第百二十五条第一項に規定する健康診査又は保健指導
に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
３ 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、
加入者を使用している事業者等（厚生労働省令で定める者を含む
。以下この項及び次項において同じ。）又は使用していた事業者
等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法
その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に
係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして
厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
４ 前三項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関
する記録、第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健
指導に関する記録又は労働安全衛生法その他の法令に基づき保存
している健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保
険者、後期高齢者医療広域連合又は事業者等は、厚生労働省令で
定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない
。

（一部負担金）
第六十七条 第六十四条第三項の規定により保険医療機関等につい
て療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲
げる場合の区分に応じ、当該給付につき第七十条第二項又は第七
十一条第一項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準
により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一
部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない
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二 当該療養の給付を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員
である被保険者その他政令で定める者について政令で定めると
ころにより算定した所得の額が政令で定める額以上である場合
百分の三十
２ （略）

百分の十

。
一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 百分の十
二 当該療養の給付を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員
である被保険者その他政令で定める者について政令で定めると
ころにより算定した所得の額が政令で定める額以上である場合
（次号に掲げる場合を除く。） 百分の二十
三 当該療養の給付を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員
である被保険者その他政令で定める者について政令で定めると
ころにより算定した所得の額が前号の政令で定める額を超える
政令で定める額以上である場合 百分の三十
２ （略）

（国の負担）
第九十三条 国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広
域連合に対し、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から
当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院
時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、
訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護
合算療養費の支給に要する費用の額の合計額（以下「療養の給付
等に要する費用の額」という。）から第六十七条第一項第二号に
掲げる場合に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額（
以下「特定費用の額」という。）を控除した額（以下「負担対象
額」という。）の十二分の三に相当する額を負担する。
２ 国は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、
後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療の財政の安定化
を図るため、被保険者に係るすべての医療に関する給付に要する
費用の額に対する高額な医療に関する給付の割合等を勘案して、
高額な医療に関する給付の発生による後期高齢者医療の財政に与
える影響が著しいものとして政令で定めるところにより算定する
額以上の高額な医療に関する給付に要する費用の合計額に次に掲
げる率の合計を乗じて得た額（第九十六条第二項において「高額

。
一 次号に掲げる場合以外の場合
（新設）

（国の負担）
第九十三条 国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広
域連合に対し、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から
当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院
時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、
訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護
合算療養費の支給に要する費用の額の合計額（以下「療養の給付
等に要する費用の額」という。）から第六十七条第一項第三号に
掲げる場合に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額（
以下「特定費用の額」という。）を控除した額（以下「負担対象
額」という。）の十二分の三に相当する額を負担する。
２ 国は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、
後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療の財政の安定化
を図るため、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費
用の額に対する高額な医療に関する給付の割合等を勘案して、高
額な医療に関する給付の発生による後期高齢者医療の財政に与え
る影響が著しいものとして政令で定めるところにより算定する額
以上の高額な医療に関する給付に要する費用の合計額に次に掲げ
る率の合計を乗じて得た額（第九十六条第二項において「高額医
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（高齢者保健事業に関する情報の提供）
第百二十五条の三 後期高齢者医療広域連合及び前条第一項前段の
規定により当該後期高齢者医療広域連合から委託を受けた市町村
は、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者の資格を取得した者
（保険者に加入していたことがある者に限る。）があるときは、
当該被保険者が加入していた保険者に対し、当該保険者が保存し
ている当該被保険者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関す

（高齢者保健事業）
第百二十五条 （略）
２ （略）
３ 後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業を行うに当たつて
は、市町村及び保険者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、高齢者保健事業を効果的か
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、
市町村との連携の下に、市町村が実施する国民健康保険法第八十
二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業（次条第
一項において「国民健康保険保健事業」という。）及び介護保険
法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援
事業（次条第一項において「地域支援事業」という。）と一体的
に実施するものとする。
４～７ （略）
８ 第六項の指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査
等指針、国民健康保険法第八十二条第十一項に規定する指針及び
介護保険法第百十六条第一項に規定する基本指針と調和が保たれ
たものでなければならない。

療費負担対象額」という。）の四分の一に相当する額を負担する
。
一・二 （略）
３ （略 ）

（高齢者保健事業に関する情報の提供）
第百二十五条の三 （新設）

（高齢者保健事業）
第百二十五条 （略）
２ （略）
３ 後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業を行うに当たつて
は、市町村及び保険者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、高齢者保健事業を効果的か
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、
市町村との連携の下に、市町村が実施する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（次条第
一項において「国民健康保険保健事業」という。）及び介護保険
法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援
事業（次条第一項において「地域支援事業」という。）と一体的
に実施するものとする。
４～７ （略）
８ 第六項の指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査
等指針、国民健康保険法第八十二条第九項に規定する指針及び介
護保険法第百十六条第一項に規定する基本指針と調和が保たれた
ものでなければならない。

医療費負担対象額」という。）の四分の一に相当する額を負担す
る。
一・二 （略）
３ （略）
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（高齢者保健事業の関係機関又は関係団体への委託）
第百二十五条の四 後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業の
一部について、高齢者保健事業を適切かつ確実に実施することが
できると認められる関係機関又は関係団体（都道府県及び市町村
を除く。以下この条において同じ。）に対し、その実施を委託す
ることができる。この場合において、後期高齢者医療広域連合は
、当該委託を受けた関係機関又は関係団体に対し、委託した高齢
者保健事業の実施に必要な範囲内において、自らが保有する、又
は前条第四項の規定により提供を受けた被保険者に係る医療及び
介護に関する情報等その他高齢者保健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を提
供することができる。
２ 第百二十五条の二第一項前段の規定により委託を受けた市町村
は、当該委託を受けた高齢者保健事業の一部について、高齢者保
健事業を適切かつ確実に実施することができると認められる関係

る記録の写しを提供するよう求めることができる。
２ （略）
３ （略）
４ 前三項の規定により、記録の写し又は情報の提供を求められた
保険者並びに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、当該記録の写し又は情報を提供しなけ
ればならない。
５ 前条第一項前段の規定により委託を受けた市町村は、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高齢者保健事業を
実施するため、前項の規定により提供を受けた記録の写し又は情
報に加え、自らが保有する当該被保険者に係る特定健康診査若し
くは特定保健指導に関する記録、国民健康保険法の規定による療
養に関する情報又は介護保険法の規定によ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を併せて活用することができる
。

（高齢者保健事業の関係機関又は関係団体への委託）
第百二十五条の四 後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業の
一部について、高齢者保健事業を適切かつ確実に実施することが
できると認められる関係機関又は関係団体（都道府県及び市町村
を除く。以下この条において同じ。）に対し、その実施を委託す
ることができる。この場合において、後期高齢者医療広域連合は
、当該委託を受けた関係機関又は関係団体に対し、委託した高齢
者保健事業の実施に必要な範囲内において、自らが保有する、又
は前条第三項の規定により提供を受けた被保険者に係る医療及び
介護に関する情報等その他高齢者保健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を提
供することができる。
２ 第百二十五条の二第一項前段の規定により委託を受けた市町村
は、当該委託を受けた高齢者保健事業の一部について、高齢者保
健事業を適切かつ確実に実施することができると認められる関係

（略）
２ （略）
３ 前二項の規定により、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
。
４ 前条第一項前段の規定により委託を受けた市町村は、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高齢者保健事業を
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特定健康診査若し
くは特定保健指導に関する記録、国民健康保険法の規定による療
養に関する情報又は介護保険法の規定によ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を併せて活用することができる
。
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機関又は関係団体に対し、その実施を委託することができる。こ
の場合において、市町村は、当該委託を受けた関係機関又は関係
団体に対し、委託した高齢者保健事業の実施に必要な範囲内にお
いて、自らが保有する、又は同項後段若しくは前条第四項の規定
により提供を受けた被保険者に係る医療及び介護に関する情報等
その他高齢者保健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を提供することができる
。
３ （略）

（支払基金等への事務の委託）
第百六十五条の二 （略）
２ 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により同項各号に掲げ
る事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険
者と共同して委託するものとする。

機関又は関係団体に対し、その実施を委託することができる。こ
の場合において、市町村は、当該委託を受けた関係機関又は関係
団体に対し、委託した高齢者保健事業の実施に必要な範囲内にお
いて、自らが保有する、又は同項後段若しくは前条第三項の規定
により提供を受けた被保険者に係る医療及び介護に関する情報等
その他高齢者保健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を提供することができる
。
３ （略）

（関係者の連携及び協力）
第百六十五条の三 国、後期高齢者医療広域連合及び保険医療機関
等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続に
おける情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法及びこ
の法律の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互
に連携を図りながら協力するものとする。

（支払基金等への事務の委託）
第百六十五条の二 （略）
２ 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により同項各号に掲げ
る事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険
者並びに法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う
者であつて厚生労働省令で定めるものと共同して委託するものと
する。
（関係者の連携及び協力）
第百六十五条の三 国、後期高齢者医療広域連合及び保険医療機関
等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続に
おける情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法、この
法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる
事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力する
ものとする。
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現

行

○ 国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）（抄）（第六条関係）【公布日、令和四年一月一日、令和四年四月一日、令和
六年四月一日又は公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
（傍線の部分は改正部分）
案

（国、都道府県及び市町村の責務）
第四条 （略）
２ （略）
３ 市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民
健康保険の保険料（地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号
）の規定による国民健康保険税を含む。第九条第三項、第七項及
び第十項、第十一条第二項、第六十三条の二、第八十一条の二第
一項各号並びに第九項第二号及び第三号、第八十二条の二第二項
第二号及び第三号並びに附則第七条第一項第三号並びに第二十一
条第三項第三号及び第四項第三号において同じ。）の徴収、保健
事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとす
る。
４・５ （略）

正

（国、都道府県及び市町村の責務）
第四条 （略）
２ （略）
３ 市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民
健康保険の保険料（地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号
）の規定による国民健康保険税を含む。第九条第三項、第七項及
び第十項、第十一条第二項、第六十三条の二、第八十一条の二第
一項各号並びに第十項第二号及び第三号、第八十二条の二第二項
第二号及び第三号並びに附則第七条第一項第三号並びに第二十一
条第三項第三号及び第四項第三号において同じ。）の徴収、保健
事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとす
る。
４・５ （略）

（市町村の特別会計への繰入れ等）
第七十二条の三 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計
から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保
険料の減額賦課又は地方税法第七百三条の五に規定する国民健康
保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定によ
る国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康
保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところに
より算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に
繰り入れなければならない。
２ （略）

改

（市町村の特別会計への繰入れ等）
第七十二条の三 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計
から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保
険料の減額賦課又は地方税法第七百三条の五第一項に規定する国
民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規
定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国
民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めると
ころにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別
会計に繰り入れなければならない。
２ （略）
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第七十二条の三の二 市町村は、政令で定めるところにより、一般
会計から、六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である
被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦
課又は地方税法第七百三条の五第二項に規定する国民健康保険税
の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民
健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の
財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算
定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入
れなければならない。
２ 国は、政令で定めるところにより、前項の規定による繰入金の
二分の一に相当する額を負担する。
３ 都道府県は、政令で定めるところにより、第一項の規定による
繰入金の四分の一に相当する額を負担する。
第七十二条の四 市町村は、第七十二条の三第一項及び前条第一項
の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより
、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財
政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定
した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れ
なければならない。
２・３ （略）
（特定健康診査等に要する費用の負担）
第七十二条の五 国は、政令で定めるところにより、都道府県に対
し、当該都道府県内の市町村による高齢者の医療の確保に関する
法律第二十条の規定による特定健康診査（第八十二条第二項にお
いて単に「特定健康診査」という。）及び同法第二十四条の規定
による特定保健指導（第八十二条第一項及び第八十六条において
「特定健康診査等」という。）に要する費用のうち政令で定める
もの（次項において「特定健康診査等費用額」という。）の三分
の一に相当する額を負担する。

（新設）

第七十二条の四 市町村は、前条第一項の規定に基づき繰り入れる
額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少
ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘
案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民
健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
２・３ （略）

（特定健康診査等に要する費用の負担）
第七十二条の五 国は、政令で定めるところにより、都道府県に対
し、当該都道府県内の市町村による高齢者の医療の確保に関する
法律第二十条の規定による特定健康診査及び同法第二十四条の規
定による特定保健指導（第八十二条第一項及び第八十六条におい
て「特定健康診査等」という。）に要する費用のうち政令で定め
るもの（次項において「特定健康診査等費用額」という。）の三
分の一に相当する額を負担する。
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２ （略）

（国の補助）
第七十四条 国は、第六十九条、第七十条、第七十二条、第七十二
条の四第二項、第七十二条の五第一項及び前条に規定するものの
ほか、予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはそ
の三分の一を、国民健康保険事業に要するその他の費用について
はその一部を補助することができる。

２

（略）

（国の補助）
第七十四条 国は、第六十九条、第七十条、第七十二条、第七十二
条の三の二第二項、第七十二条の四第二項、第七十二条の五第一
項及び前条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健
師に要する費用についてはその三分の一を、国民健康保険事業に
要するその他の費用についてはその一部を補助することができる
。

（都道府県及び市町村の補助及び貸付）
第七十五条 都道府県及び市町村は、第七十二条の三第二項及び第
七十二条の四第三項に規定するもののほか、国民健康保険事業に
要する費用（前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに
介護納付金の納付に要する費用を含む。）に対し、補助金を交付
し、又は貸付金を貸し付けることができる。

４・５ （略）
６ 都道府県は、政令で定めるところにより、第四項の規定により

（財政安定化基金）
第八十一条の二 （略）
２・３ （略）
（新設）

（都道府県及び市町村の補助及び貸付）
第七十五条 都道府県及び市町村は、第七十二条の三第二項、第七
十二条の三の二第三項及び第七十二条の四第三項に規定するもの
のほか、国民健康保険事業に要する費用（前期高齢者納付金等及
び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含
む。）に対し、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることが
できる。
（財政安定化基金）
第八十一条の二 （略）
２・３ （略）
４ 都道府県は、第二項に規定する場合のほか、国民健康保険の医
療に要する費用及び財政の見通しを勘案して国民健康保険事業費
納付金の著しい上昇の抑制その他の都道府県等が行う国民健康保
険の安定的な財政運営の確保のために必要があると認められる場
合に、政令で定めるところにより、これに要する額として政令で
定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り
崩し、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れ
ることができる。
５・６ （略）
７ 都道府県は、政令で定めるところにより、第五項の規定により
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当該都道府県内の市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総
額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければなら
ない。
８・９ （略）
この条における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当
該各号に定めるところによる。
一～三 （略）
四 基金事業対象収入額 都道府県の国民健康保険に関する特別
会計において当該年度中に収入した金額（第二項の規定により
繰り入れた額を除く。）の合計額のうち、当該都道府県内の市
町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一
部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市
町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用
療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額
療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計
額（次号において「療養の給付等に要した費用の額」という。
）、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び
後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要した費用の額
、第三項の規定による繰入金及び第七項の規定による繰入金（
次号において「財政安定化基金繰入金」という。）の繰入れに
要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとし
て政令で定めるところにより算定した額
（略）
第八十二条 （略）
２ 市町村及び組合は、前項の規定により被保険者の健康の保持増
進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるとき
は、被保険者を使用している事業者等（労働安全衛生法（昭和四
十七年法律第五十七号）第二条第三号に規定する事業者その他の
法令に基づき健康診断（特定健康診査に相当する項目を実施する
ものに限る。）を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で

五

10

当該都道府県内の市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総
額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければなら
ない。
７・８ （略）
９ この条における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当
該各号に定めるところによる。
一～三 （略）
四 基金事業対象収入額 都道府県の国民健康保険に関する特別
会計において当該年度中に収入した金額（第二項の規定により
繰り入れた額を除く。）の合計額のうち、当該都道府県内の市
町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一
部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市
町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用
療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額
療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計
額（次号において「療養の給付等に要した費用の額」という。
）、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び
後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要した費用の額
、第三項の規定による繰入金及び第六項の規定による繰入金（
次号において「財政安定化基金繰入金」という。）の繰入れに
要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとし
て政令で定めるところにより算定した額
五 （略）
第八十二条 （略）
（新設）
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定める者をいう。以下この条において同じ。）又は使用していた
事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その
他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者に係
る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚
生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
３ 前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存
している被保険者に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求
められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該
記録の写しを提供しなければならない。
４ 市町村及び組合は、第一項の事業を行うに当たつては、高齢者
の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等
関連情報、事業者等から提供を受けた被保険者に係る健康診断に
関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行
うものとする。
５～７ （略）
８ 市町村は、第五項の規定により高齢者の心身の特性に応じた事
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療養に関する
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介護保険
法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する
情報を併せて活用することができる。
９～
（略）
（都道府県国民健康保険運営方針）
第八十二条の二 （略）
２ 都道府県国民健康保険運営方針においては、次に掲げる事項を
定めるものとする。
一 （略）
二 当該都道府県内の市町村における保険料の標準的な算定方法
及びその水準の平準化に関する事項

14

（新設）
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２ 市町村及び組合は、前項の事業を行うに当たつては、高齢者の
医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関
連情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。

３～５ （略）
６ 市町村は、第三項の規定により高齢者の心身の特性に応じた事
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療養に関する
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介護保険
法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する
情報を併せて活用することができる。
７～
（略）

（都道府県国民健康保険運営方針）
第八十二条の二 （略）
２ 都道府県国民健康保険運営方針においては、次に掲げる事項を
定めるものとする。
一 （略）
二 当該都道府県内の市町村における保険料の標準的な算定方法
に関する事項

12

三・四 （略）
３・４ （略）
５ 都道府県は、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民
健康保険に関する特別会計における財政の状況及びその見通しそ
の他の事情を勘案し、その定める都道府県国民健康保険運営方針
において、当該都道府県内の市町村の国民健康保険に関する特別
会計における財政の均衡を保つために必要な措置を定めるよう努
めるものとする。
６～
（略）
（準用規定）
第八十六条 第十六条、第二十三条から第二十五条まで、第二十六
条第一項、第二十七条から第三十五条まで及び第八十二条（特定
健康診査等に係るもの並びに同条第五項から第八項まで、第十三
項及び第十四項を除く。）の規定は、連合会について準用する。
この場合において、これらの規定中「組合員」とあるのは「会員
たる都道府県若しくは市町村又は組合を代表する者」と、「組合
会」とあるのは「総会又は代議員会」と、「組合会議員」とある
のは「総会又は代議員会の議員」と、同条第二項中「被保険者を
」とあるのは「都道府県若しくは市町村若しくは組合又は被保険
者を」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「同法」とある
のは「それぞれ当該都道府県若しくは市町村若しくは組合が保存
している医療保険等関連情報（高齢者の医療の確保に関する法律
第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報をいう。次項及び
第四項において同じ。）又は労働安全衛生法」と、同条第三項中
「労働安全衛生法」とあるのは「医療保険等関連情報の提供を求
められた都道府県若しくは市町村若しくは組合又は労働安全衛生
法」と、「当該」とあるのは「当該医療保険等関連情報又は当該
」と、同条第四項中「高齢者の医療の確保に関する法律第十六条
第一項に規定する」とあるのは「都道府県若しくは市町村又は組
合から提供を受けた」と読み替えるものとする。

三・四 （略）
３・４ （略）
（新設）

５～９ （略）

（準用規定）
第八十六条 第十六条、第二十三条から第二十五条まで、第二十六
条第一項、第二十七条から第三十五条まで及び第八十二条（特定
健康診査等に係るもの並びに同条第三項から第六項まで、第十一
項及び第十二項を除く。）の規定は、連合会について準用する。
この場合において、これらの規定中「組合員」とあるのは「会員
たる都道府県若しくは市町村又は組合を代表する者」と、「組合
会」とあるのは「総会又は代議員会」と、「組合会議員」とある
のは「総会又は代議員会の議員」と読み替えるものとする。
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10

（保健事業等に関する援助等）
第百四条 連合会及び指定法人は、国民健康保険事業の運営の安定
化を図るため、市町村が行う第八十二条第一項及び第九項に規定
する事業、療養の給付等に要する費用の適正化のための事業その
他の事業（以下この条において「保健事業等」という。）に関す
る調査研究及び保健事業等の実施に係る市町村相互間の連絡調整
を行うとともに、保健事業等に関し、専門的な技術又は知識を有
する者の派遣、情報の提供、保健事業等の実施状況の分析及び評
価その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。

（連合会又は支払基金への事務の委託）
第百十三条の三 （略）
２ 保険者は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する
場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険
者と共同して委託するものとする。

（保健事業等に関する援助等）
第百四条 連合会及び指定法人は、国民健康保険事業の運営の安定
化を図るため、市町村が行う第八十二条第一項及び第七項に規定
する事業、療養の給付等に要する費用の適正化のための事業その
他の事業（以下この条において「保健事業等」という。）に関す
る調査研究及び保健事業等の実施に係る市町村相互間の連絡調整
を行うとともに、保健事業等に関し、専門的な技術又は知識を有
する者の派遣、情報の提供、保健事業等の実施状況の分析及び評
価その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。

（国の負担等に関する読替え）

附 則

（関係者の連携及び協力）
第百十三条の四 国、都道府県、市町村及び組合並びに保険医療機
関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続
における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等（
高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保
険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。）の規定に
より行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りな
がら協力するものとする。

（連合会又は支払基金への事務の委託）
第百十三条の三 （略）
２ 保険者は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する
場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険
者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者
であつて厚生労働省令で定めるものと共同して委託するものとす
る。

則

（関係者の連携及び協力）
第百十三条の四 国、都道府県、市町村及び組合並びに保険医療機
関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続
における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等（
高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保
険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。）その他医
療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に
実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
附

（国の負担等に関する読替え）
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第九条 退職被保険者等所属都道府県については、第七十条第一項
第一号中「被保険者」とあるのは「一般被保険者（附則第六条の
規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保
険者をいう。第七十二条の三第一項及び第七十二条の三の二第一
項において同じ。）」と、同項第二号中「後期高齢者支援金」と
あるのは「後期高齢者支援金の納付に要する費用の額から、附則
第七条第一項第二号に規定する調整対象基準額及び後期高齢者支
援金の額の合算額に同号に規定する退職被保険者等所属割合を乗
じて得た額を控除した額」と、第七十二条の三第一項及び第七十
二条の三の二第一項中「被保険者」とあるのは「一般被保険者」
とする。
２ （略）

（病床転換支援金の経過措置）
第二十二条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定す
る政令で定める日までの間、第六十九条中「及び同法の規定によ
る後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金等」という。）
」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金等（以下「
後期高齢者支援金等」という。）及び同法の規定による病床転換
支援金等（以下「病床転換支援金等」という。）」と、第七十条
第一項（附則第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合
を含む。）中「及び同法の規定による後期高齢者支援金（以下「
後期高齢者支援金」という。）」とあるのは「、同法の規定によ
る後期高齢者支援金（以下「後期高齢者支援金」という。）及び
同法の規定による病床転換支援金（以下「病床転換支援金」とい
う。）」と、同項第二号（附則第九条第一項の規定により読み替
えて適用する場合を含む。）中「及び後期高齢者支援金」とある
のは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十三条
第一項及び第二項中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後
期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十五条、第七十五
条の七第一項、第七十六条第一項及び同条第二項（附則第九条第

２ （略）

第九条 退職被保険者等所属都道府県については、第七十条第一項
第一号中「被保険者」とあるのは「一般被保険者（附則第六条の
規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保
険者をいう。第七十二条の三第一項において同じ。）」と、同項
第二号中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金の
納付に要する費用の額から、附則第七条第一項第二号に規定する
調整対象基準額及び後期高齢者支援金の額の合算額に同号に規定
する退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額」と、
第七十二条の三第一項中「被保険者」とあるのは「一般被保険者
」とする。

（病床転換支援金の経過措置）
第二十二条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定す
る政令で定める日までの間、第六十九条中「及び同法の規定によ
る後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金等」という。）
」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金等（以下「
後期高齢者支援金等」という。）及び同法の規定による病床転換
支援金等（以下「病床転換支援金等」という。）」と、第七十条
第一項（附則第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合
を含む。）中「及び同法の規定による後期高齢者支援金（以下「
後期高齢者支援金」という。）」とあるのは「、同法の規定によ
る後期高齢者支援金（以下「後期高齢者支援金」という。）及び
同法の規定による病床転換支援金（以下「病床転換支援金」とい
う。）」と、同項第二号（附則第九条第一項の規定により読み替
えて適用する場合を含む。）中「及び後期高齢者支援金」とある
のは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十三条
第一項及び第二項中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後
期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十五条、第七十五
条の七第一項、第七十六条第一項及び同条第二項（附則第九条第
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（財政安定化基金の特例）
第二十五条 都道府県は、平成三十年四月一日から令和六年三月三
十一日までの間、第八十一条の二第一項各号に掲げる事業のほか
、政令で定めるところにより、財政安定化基金を当該都道府県内
の市町村に対する改正法の円滑な施行のために必要な資金の交付
に必要な費用に充てることができる。

二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）並びに第八
十一条の二第十項第四号及び第五号中「及び後期高齢者支援金等
」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と
、附則第七条第一項第二号中「及び後期高齢者支援金」とあるの
は「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、附則第二十一
条第三項第二号中「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準
額及び当該特定健康保険組合が負担する病床転換支援金の合算額
」と、同条第四項第二号中「調整対象基準額」とあるのは「調整
対象基準額及び当該特定健康保険組合が負担した病床転換支援金
の合計額」とする。

（財政安定化基金の特例）
第二十五条 都道府県は、平成三十年四月一日から平成三十六年三
月三十一日までの間、第八十一条の二第一項各号に掲げる事業の
ほか、政令で定めるところにより、財政安定化基金を当該都道府
県内の市町村に対する改正法の円滑な施行のために必要な資金の
交付に必要な費用に充てることができる。

二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）並びに第八
十一条の二第九項第四号及び第五号中「及び後期高齢者支援金等
」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と
、附則第七条第一項第二号中「及び後期高齢者支援金」とあるの
は「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、附則第二十一
条第三項第二号中「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準
額及び当該特定健康保険組合が負担する病床転換支援金の合算額
」と、同条第四項第二号中「調整対象基準額」とあるのは「調整
対象基準額及び当該特定健康保険組合が負担した病床転換支援金
の合計額」とする。
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○

案

現

地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）（抄）（第七条関係）【令和四年四月一日施行】

正

11

（傍線の部分は改正部分）

行

（国民健康保険税）
第七百三条の四 （略）
２ （略）
３ 国民健康保険税の標準基礎課税総額（次条に規定する基準に従
いこの条の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別
平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとな
る額を含む。次項及び第五項において「標準基礎課税総額」とい
う。）は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見
込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国
民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額
から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額
の見込額を合算した額とすることができる。
一 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ～ハ （略）
ニ 国民健康保険法第八十一条の二第九項第二号に規定する財
政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
ホ・ヘ （略）
二 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ～ハ （略）
ニ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計におい
て負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の
事務の執行に要する費用を除く。）のための収入（国民健康
保険法第七十二条の三第一項の規定による繰入金を除く。）
の額
三 （略）
４～
（略）
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改
（国民健康保険税）
第七百三条の四 （略）
２ （略）
３ 国民健康保険税の標準基礎課税総額（次条に規定する基準に従
いこの条の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別
平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとな
る額を含む。次項及び第五項において「標準基礎課税総額」とい
う。）は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見
込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国
民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額
から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額
の見込額を合算した額とすることができる。
一 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ～ ハ （略 ）
ニ 国民健康保険法第八十一条の二第十項第二号に規定する財
政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
ホ・ヘ （略）
二 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ～ハ （略）
ニ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計におい
て負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の
事務の執行に要する費用を除く。）のための収入（国民健康
保険法第七十二条の三第一項及び第七十二条の三の二第一項
の規定による繰入金を除く。）の額
（略）
（略）
三
４～

11

国民健康保険税の標準後期高齢者支援金等課税総額（次条に規
定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される被保険者均等
割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減
額することとなる額を含む。次項及び第十四項において「標準後
期高齢者支援金等課税総額」という。）は、第一号に掲げる額の
見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただ
し、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合
には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額
を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とするこ
とができる。
一 （略）
二 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ （略）
ロ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計におい
て負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事
業費納付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（国
民健康保険法第七十二条の三第一項及び第七十二条の三の二
第一項の規定による繰入金を除く。）の額
三 （略）
～
（略）
国民健康保険税の標準介護納付金課税総額（次条に規定する基
準に従いこの条の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は
世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額するこ
ととなる額を含む。次項及び第二十二項において「標準介護納付
金課税総額」という。）は、第一号に掲げる額の見込額から第二
号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七
条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に
掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に
第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
一 （略）
二 当該年度における次に掲げる額の合算額
12

20 13

19

国民健康保険税の標準後期高齢者支援金等課税総額（次条に規
定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される被保険者均等
割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減
額することとなる額を含む。次項及び第十四項において「標準後
期高齢者支援金等課税総額」という。）は、第一号に掲げる額の
見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただ
し、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合
には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額
を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とするこ
とができる。
一 （略）
二 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ （略）
ロ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計におい
て負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事
業費納付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（国
民健康保険法第七十二条の三第一項の規定による繰入金を除
く。）の額
三 （略）
～
（略）
国民健康保険税の標準介護納付金課税総額（次条に規定する基
準に従いこの条の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は
世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額するこ
ととなる額を含む。次項及び第二十二項において「標準介護納付
金課税総額」という。）は、第一号に掲げる額の見込額から第二
号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七
条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に
掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に
第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
一 （略）
二 当該年度における次に掲げる額の合算額
12

20 13

19
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三
～

イ （略）
ロ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計におい
て負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事
業費納付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（国
民健康保険法第七十二条の三第一項及び第七十二条の三の二
第一項の規定による繰入金を除く。）の額
（略）
（略）

イ （略）
ロ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計におい
て負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事
業費納付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（国
民健康保険法第七十二条の三第一項の規定による繰入金を除
く。）の額
三 （略）
～
（略）

（国民健康保険税の減額）
第七百三条の五 市町村は、国民健康保険税の納税義務者並びにそ
の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した
第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額（青色専従者給与
額又は事業専従者控除額については、第三百十三条第三項、第四
項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一
項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとする。以下こ
の条中山林所得金額の算定について同じ。）及び山林所得金額の
合算額が、低所得者世帯の負担能力を考慮して政令で定める金額
を超えない場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例
で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する被保険者
均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとする。
（新設）

28

（国民健康保険税の減額）
第七百三条の五 市町村は、国民健康保険税の納税義務者並びにそ
の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した
第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額（青色専従者給与
額又は事業専従者控除額については、第三百十三条第三項、第四
項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一
項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとする。以下こ
の項中山林所得金額の算定について同じ。）及び山林所得金額の
合算額が、低所得者世帯の負担能力を考慮して政令で定める金額
を超えない場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例
で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する被保険者
均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとする。
２ 市町村は、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に六歳
に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者がある
場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めると
ころにより、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額を
減額するものとする。

21

（特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例）
第七百三条の五の二 国民健康保険税の納税義務者又はその世帯に
属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者
等である場合における第七百三条の四第六項及び前条の規定の適

28

（特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例）
第七百三条の五の二 国民健康保険税の納税義務者又はその世帯に
属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者
等である場合における第七百三条の四第六項及び前条第一項の規
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21

定の適用については、第七百三条の四第六項中「規定する総所得
金額」とあるのは「規定する総所得金額（第七百三条の五の二第
二項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含
まれている場合には、当該給与所得については、所得税法第二十
八条第二項の規定により計算した金額の百分の三十に相当する金
額によるものとする。次項において同じ。）」と、「同条第二項
」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、前条第一項中「総
所得金額（」とあるのは「総所得金額（次条第二項に規定する特
例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合に
は、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定
により計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとし
、」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
２ （略）

用については、同項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定
する総所得金額（第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象
被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合には、当
該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定により
計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次
項において同じ。）」と、「同条第二項」とあるのは「第三百十
四条の二第二項」と、同条中「総所得金額（」とあるのは「総所
得金額（次条第二項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額
に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、
所得税法第二十八条第二項の規定により計算した金額の百分の三
十に相当する金額によるものとし、」と、「所得税法」とあるの
は「同法」とする。
２ （略）
附 則

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例）
第三十五条の五 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康
保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税
法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同
条第四項に規定する公的年金等控除額（年齢六十五歳以上である
者に係るものに限る。）の控除を受けた場合における第七百三条
の五の規定の適用については、同条中「総所得金額（」とあるの
は「総所得金額（所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金
等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算
した金額から十五万円を控除した金額によるものとし、」と、「
所得税法」とあるのは「同法」とする。

則

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例）
第三十五条の五 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康
保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税
法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同
条第四項に規定する公的年金等控除額（年齢六十五歳以上である
者に係るものに限る。）の控除を受けた場合における第七百三条
の五の規定の適用については、同条第一項中「総所得金額（」と
あるのは「総所得金額（所得税法第三十五条第三項に規定する公
的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつ
て計算した金額から十五万円を控除した金額によるものとし、」
と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特
例）
第三十五条の六 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保

附

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特
例）
第三十五条の六 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保
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（長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）
第三十六条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の
特例）
第三十五条の七 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保
険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十三条の三第五項の
事業所得又は雑所得を有する場合における第七百三条の四、第七
百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百
三条の四第六項、第七百三条の五第一項及び第七百六条の二第一
項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに
附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の
金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「
第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額
」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第
五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第七百三条
の五第一項中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項中山
林所得金額又は附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係
る事業所得等の金額」とする。

険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十三条の二第五項に
規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を有する場合におけ
る第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の
適用については、第七百三条の四第六項、第七百三条の五第一項
及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「
及び山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上
場株式等に係る配当所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中
「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条
第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金
額又は附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配
当所得等の金額」とする。

（長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）
第三十六条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の
特例）
第三十五条の七 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保
険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十三条の三第五項の
事業所得又は雑所得を有する場合における第七百三条の四、第七
百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百
三条の四第六項、第七百三条の五及び第七百六条の二第一項中「
及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第
三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」
と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百
十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあ
るのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第五項に
規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第七百三条の五中
「この条中山林所得金額」とあるのは「この条中山林所得金額又
は附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等
の金額」とする。

険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十三条の二第五項に
規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を有する場合におけ
る第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の
適用については、第七百三条の四第六項、第七百三条の五及び第
七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山
林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式
等に係る配当所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条
第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項
中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は
附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得
等の金額」とする。
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若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十四条第四項の譲渡所得
を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七
百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項中「
及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山
林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得
の金額（租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、
第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一
項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三
第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定
の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金
額から控除する金額を控除した金額。以下この項及び第七百六条
の二第一項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。）
の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額
の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期
譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第七項中「又は山林所得金
額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第四
項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第七百三条の五第一項中
「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則
第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第七百六
条の二中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並
びに控除後の長期譲渡所得の金額」とする。
２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは
特定同一世帯所属者が附則第三十五条第五項の譲渡所得を有する
場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の
二の規定の適用については、第七百三条の四第六項中「及び山林
所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金
額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額（
租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四
条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三
十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これら
の規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所

若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十四条第四項の譲渡所得
を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七
百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項中「
及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山
林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得
の金額（租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、
第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一
項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三
第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定
の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金
額から控除する金額を控除した金額。以下この項及び第七百六条
の二第一項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。）
の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額
の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期
譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第七項中「又は山林所得金
額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第四
項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第七百三条の五中「及び
山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十
四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第七百六条の二
中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控
除後の長期譲渡所得の金額」とする。
２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは
特定同一世帯所属者が附則第三十五条第五項の譲渡所得を有する
場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の
二の規定の適用については、第七百三条の四第六項中「及び山林
所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金
額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額（
租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四
条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三
十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これら
の規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所
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（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特
例）

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特
例）
第三十七条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者
若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条の二第五項の一般
株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第七百三条の四、
第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第
七百三条の四第六項、第七百三条の五第一項及び第七百六条の二
第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並
びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡
所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあ
るのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林
所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五
条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と
、第七百三条の五第一項中「この項中山林所得金額」とあるのは
「この項中山林所得金額又は附則第三十五条の二第五項に規定す
る一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項及び第七
百六条の二第一項において「控除後の短期譲渡所得の金額」とい
う。）の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所
得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後
の短期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第七項中「又は山林
所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五
条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、第七百三条の五第
一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び
に附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、第
七百六条の二中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得
金額並びに控除後の短期譲渡所得の金額」とする。

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特
例）

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特
例）
第三十七条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者
若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条の二第五項の一般
株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第七百三条の四、
第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第
七百三条の四第六項、第七百三条の五及び第七百六条の二第一項
中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附
則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等
の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは
「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金
額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二
第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第七
百三条の五中「この条中山林所得金額」とあるのは「この条中山
林所得金額又は附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等
に係る譲渡所得等の金額」とする。

得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項及び第七
百六条の二第一項において「控除後の短期譲渡所得の金額」とい
う。）の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所
得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後
の短期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第七項中「又は山林
所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五
条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、第七百三条の五中
「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則
第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、第七百六
条の二中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並
びに控除後の短期譲渡所得の金額」とする。
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（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）
第三十七条の三 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保
険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条の四第四項の
事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第七百三条
の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用について
は、第七百三条の四第六項、第七百三条の五第一項及び第七百六
条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得
金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る
雑所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」と
あるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山
林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十
五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、
第七百三条の五第一項中「この項中山林所得金額」とあるのは「
この項中山林所得金額又は附則第三十五条の四第四項に規定する
先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

第三十七条の二 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保
険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条の二の二第五
項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第七百三
条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用につい
ては、第七百三条の四第六項、第七百三条の五第一項及び第七百
六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所
得金額並びに附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式
等に係る譲渡所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条
第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項
中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は
附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡
所得等の金額」と、第七百三条の五第一項中「この項中山林所得
金額」とあるのは「この項中山林所得金額又は附則第三十五条の
二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と
す る。

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）
第三十七条の三 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保
険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条の四第四項の
事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第七百三条
の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用について
は、第七百三条の四第六項、第七百三条の五及び第七百六条の二
第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並
びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得
等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるの
は「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得
金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の
四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第七百
三条の五中「この条中山林所得金額」とあるのは「この条中山林
所得金額又は附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係
る雑所得等の金額」とする。

第三十七条の二 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保
険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条の二の二第五
項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第七百三
条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用につい
ては、第七百三条の四第六項、第七百三条の五及び第七百六条の
二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額
並びに附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係
る譲渡所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項
」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又
は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第
三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等
の金額」と、第七百三条の五中「この条中山林所得金額」とある
のは「この条中山林所得金額又は附則第三十五条の二の二第五項
に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
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案

現

行

○ 生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）（抄）（第八条関係）【公布日又は公布の日から起算して三年を超えない範囲内に
おいて政令で定める日施行】
（傍線の部分は改正部分）
正

目次
第一章～第十二章 （略）
第十三章 雑則（第八十一条―第八十六条）
附則

改
目次
第一章～第十二章 （略）
第十三章 雑則（第八十条の二―第八十七条）
附則

３・４ （略）
（新設）

（新設）

（医療扶助の方法）
第三十四条 医療扶助は、現物給付によつて行うものとする。但し
、これによることができないとき、これによることが適当でない
とき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭
給付によつて行うことができる。
２ 前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設
を利用させ、又は医療保護施設若しくは第四十九条の規定により
指定を受けた医療機関にこれを委託して行うものとする。

（医療扶助の方法）
第三十四条 医療扶助は、現物給付によつて行うものとする。ただ
し、これによることができないとき、これによることが適当でな
いとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金
銭給付によつて行うことができる。
２ 前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設
を利用させ、又は医療保護施設若しくは第四十九条の規定により
指定を受けた医療機関（以下「指定医療機関」という。）にこれ
を委託して行うものとする。
３・４ （略）
５ 被保護者は、第二項に規定する医療の給付のうち、指定医療機
関に委託して行うものを受けるときは、厚生労働省令で定めると
ころにより、当該指定医療機関から、電子資格確認その他厚生労
働省令で定める方法により、医療扶助を受給する被保護者である
ことの確認を受けるものとする。
６ 前項の「電子資格確認」とは、被保護者が、保護の実施機関に
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
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（保護の方法の特例）
第三十七条の二 保護の実施機関は、保護の目的を達するために必

（出産扶助の方法）
第三十五条 出産扶助は、金銭給付によつて行うものとする。ただ
し、これによることができないとき、これによることが適当でな
いとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現
物給付によつて行うことができる。
２ （略）
３ 第三十四条第七項及び第八項の規定は、出産扶助について準用
する。

（ 介 護扶 助 の方 法 ）
第三十四条の二 （略）
２ （略）
３ 前条第七項及び第八項の規定は、介護扶助について準用する。

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。）を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により
、被保護者の医療扶助の受給資格に係る情報（医療の給付に係る
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、保護の実施機関から回答を受けて当該情報を医療の給付を受
ける医療機関に提供し、当該医療機関から医療扶助を受給する被
保護者であることの確認を受けることをいう。
７ 急迫した事情その他やむを得ない事情がある場合においては、
被保護者は、第二項及び第四項の規定にかかわらず、指定を受け
ない医療機関について医療の給付を受け、又は指定を受けない施
術者について施術の給付を受けることができる。
８ （略）

（保護の方法の特例）
第三十七条の二 保護の実施機関は、保護の目的を達するために必

（出産扶助の方法）
第三十五条 出産扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し
、これによることができないとき、これによることが適当でない
とき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物
給付によつて行うことができる。
２ （略）
３ 第三十四条第五項及び第六項の規定は、出産扶助について準用
する。

（介護扶助の方法）
第三十四条の二 （略）
２ （略）
３ 前条第五項及び第六項の規定は、介護扶助について準用する。

５ 急迫した事情その他やむを得ない事情がある場合においては、
被保護者は、第二項及び前項の規定にかかわらず、指定を受けな
い医療機関について医療の給付を受け、又は指定を受けない施術
者について施術の給付を受けることができる。
６ （略）
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要があるときは、第三十一条第三項本文若しくは第三十三条第四
項の規定により世帯主若しくはこれに準ずる者に対して交付する
保護金品、第三十一条第三項ただし書若しくは第五項、第三十四
条第八項（第三十四条の二第三項及び第三十五条第三項において
準用する場合を含む。）若しくは第三十六条第三項の規定により
被保護者に対して交付する保護金品、第三十二条第二項の規定に
より被保護者若しくはその親権者若しくは未成年後見人に対して
交付する保護金品（以下この条において「教育扶助のための保護
金品」という。）又は前条第二項の規定により葬祭を行う者に対
して交付する保護金品のうち、介護保険料（介護保険法第百二十
九条第一項に規定する保険料をいう。）その他の被保護者（教育
扶助のための保護金品にあつては、その親権者又は未成年後見人
を含む。以下この条において同じ。）が支払うべき費用であつて
政令で定めるものの額に相当する金銭について、被保護者に代わ
り、政令で定める者に支払うことができる。この場合において、
当該支払があつたときは、これらの規定により交付すべき者に対
し当該保護金品の交付があつたものとみなす。
（報告の徴収及び立入検査）
第四十四条 都道府県知事は、保護施設の管理者に対して、その業
務若しくは会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又
は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及
び会計書類、診療録その他の帳簿書類（その作成又は保存に代え
て電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて
は認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計
算機による情報処理の用に供されるものをいう。）の作成又は保
存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。
）の閲覧及び説明を求めさせ、若しくはこれを検査させることが
できる。
２ （略）

要があるときは、第三十一条第三項本文若しくは第三十三条第四
項の規定により世帯主若しくはこれに準ずる者に対して交付する
保護金品、第三十一条第三項ただし書若しくは第五項、第三十四
条第六項（第三十四条の二第三項及び第三十五条第三項において
準用する場合を含む。）若しくは第三十六条第三項の規定により
被保護者に対して交付する保護金品、第三十二条第二項の規定に
より被保護者若しくはその親権者若しくは未成年後見人に対して
交付する保護金品（以下この条において「教育扶助のための保護
金品」という。）又は前条第二項の規定により葬祭を行う者に対
して交付する保護金品のうち、介護保険料（介護保険法第百二十
九条第一項に規定する保険料をいう。）その他の被保護者（教育
扶助のための保護金品にあつては、その親権者又は未成年後見人
を含む。以下この条において同じ。）が支払うべき費用であつて
政令で定めるものの額に相当する金銭について、被保護者に代わ
り、政令で定める者に支払うことができる。この場合において、
当該支払があつたときは、これらの規定により交付すべき者に対
し当該保護金品の交付があつたものとみなす。

（報告の徴収及び立入検査）
第四十四条 都道府県知事は、保護施設の管理者に対して、その業
務若しくは会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又
は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及
び会計書類、診療録その他の帳簿書類（その作成又は保存に代え
て電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて
は認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計
算機による情報処理の用に供されるものをいう。）の作成又は保
存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第五十一条
第二項第五号及び第五十四条第一項において同じ。）の閲覧及び
説明を求めさせ、若しくはこれを検査させることができる。
２ （略）
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（略）

（指定医療機関の義務）
第五十条 指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、
懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。
２
（介護機関の指定等）
第五十四条の二 （略）
２～４ （略）
５ 第四十九条の二（第二項第一号を除く。）の規定は、第一項の
指定（介護予防・日常生活支援事業者に係るものを除く。）につ
いて、第五十条から前条までの規定は、同項の規定により指定を
受けた介護機関（第二項本文の規定により第一項の指定を受けた
ものとみなされたものを含み、同項の指定を受けた介護予防・日
常生活支援事業者（第二項本文の規定により第一項の指定を受け
たものとみなされたものを含む。）を除く。）について準用する
。この場合において、第五十条第一項中「指定医療機関」とある
のは「第五十四条の二第一項の規定により指定を受けた介護機関
（同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものと
みなされたものを含み、同項の指定を受けた介護予防・日常生活
支援事業者（同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受
けたものとみなされたものを含む。）を除く。以下この章におい
て「指定介護機関」という。）」と、同条第二項及び第五十条の
二中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、第五十一
条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関（地域密
着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設に係るものを除く。
）」と、同条第二項、第五十二条第一項及び第五十三条第一項か
ら第三項までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機
関」と、同項中「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）に定める審査委員会又は医療に関する審査機関
で政令で定めるもの」とあるのは「介護保険法に定める介護給付

（指定医療機関の義務）
第五十条 第四十九条の規定により指定を受けた医療機関（以下「
指定医療機関」という。）は、厚生労働大臣の定めるところによ
り、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。
２ （略）

（介護機関の指定等）
第五十四条の二 （略）
２～４ （略）
５ 第四十九条の二（第二項第一号を除く。）の規定は、第一項の
指定（介護予防・日常生活支援事業者に係るものを除く。）につ
いて、第五十条から前条までの規定は、同項の規定により指定を
受けた介護機関（第二項本文の規定により第一項の指定を受けた
ものとみなされたものを含み、同項の指定を受けた介護予防・日
常生活支援事業者（第二項本文の規定により第一項の指定を受け
たものとみなされたものを含む。）を除く。）について準用する
。この場合において、第五十条及び第五十条の二中「指定医療機
関」とあるのは「指定介護機関」と、第五十一条第一項中「指定
医療機関」とあるのは「指定介護機関（地域密着型介護老人福祉
施設及び介護老人福祉施設に係るものを除く。）」と、同条第二
項、第五十二条第一項及び第五十三条第一項から第三項までの規
定中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同項中「
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）
に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるも
の」とあるのは「介護保険法に定める介護給付費等審査委員会」
と、同条第四項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」
と、「社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者」
とあるのは「国民健康保険団体連合会」と、前条第一項中「指定
医療機関」とあるのは「指定介護機関」と読み替えるものとする
ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

- 49 -

費等審査委員会」と、同条第四項中「指定医療機関」とあるのは
「指定介護機関」と、「社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働
省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連合会」と、前
条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と読み
替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
６ 第四十九条の二第一項及び第三項の規定は、第一項の指定（介
護予防・日常生活支援事業者に係るものに限る。）について、第
五十条、第五十条の二、第五十一条（第二項第一号、第八号及び
第十号を除く。）、第五十二条から前条までの規定は、第一項の
規定により指定を受けた介護機関（同項の指定を受けた介護予防
・日常生活支援事業者（第二項本文の規定により第一項の指定を
受けたものとみなされたものを含む。）に限る。）について準用
する。この場合において、第四十九条の二第一項及び第三項中「
厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第五十条第一項
中「指定医療機関」とあるのは「第五十四条の二第一項の規定に
より指定を受けた介護機関（同項の指定を受けた介護予防・日常
生活支援事業者（同条第二項本文の規定により同条第一項の指定
を受けたものとみなされたものを含む。）に限る。以下この章に
おいて「指定介護機関」という。）」と、同条第二項及び第五十
条の二中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「厚
生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、
第五十一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関
」と、同条第二項中「指定医療機関が、次の」とあるのは「指定
介護機関が、次の」と、「厚生労働大臣の指定した医療機関につ
いては厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関につい
ては都道府県知事が」とあるのは「都道府県知事は」と、同項第
二号から第七号まで及び第九号、第五十二条第一項並びに第五十
三条第一項から第三項までの規定中「指定医療機関」とあるのは
「指定介護機関」と、同項中「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）に定める審査委員会又は医療に関
する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「介護保険法に定

６ 第四十九条の二第一項及び第三項の規定は、第一項の指定（介
護予防・日常生活支援事業者に係るものに限る。）について、第
五十条、第五十条の二、第五十一条（第二項第一号、第八号及び
第十号を除く。）、第五十二条から前条までの規定は、第一項の
規定により指定を受けた介護機関（同項の指定を受けた介護予防
・日常生活支援事業者（第二項本文の規定により第一項の指定を
受けたものとみなされたものを含む。）に限る。）について準用
する。この場合において、第四十九条の二第一項及び第三項中「
厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第五十条第一項
中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同条第二項
及び第五十条の二中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関
」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県
知事」と、第五十一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指
定介護機関」と、同条第二項中「指定医療機関が、次の」とある
のは「指定介護機関が、次の」と、「厚生労働大臣の指定した医
療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療
機関については都道府県知事が」とあるのは「都道府県知事は」
と、同項第二号から第七号まで及び第九号、第五十二条第一項並
びに第五十三条第一項から第三項までの規定中「指定医療機関」
とあるのは「指定介護機関」と、同項中「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）に定める審査委員会又
は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「介護
保険法に定める介護給付費等審査委員会」と、同条第四項中「指
定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「社会保険診療報
酬支払基金又は厚生労働省令で定める者」とあるのは「国民健康
保険団体連合会」と、前条第一項中「都道府県知事（厚生労働大
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（助産機関及び施術機関の指定等）
第五十五条 （略）
２ 第四十九条の二第一項、第二項（第一号、第四号ただし書、第
七号及び第九号を除く。）及び第三項の規定は、前項の指定につ
いて、第五十条、第五十条の二、第五十一条（第二項第四号、第
六号ただし書及び第十号を除く。）及び第五十四条の規定は、前
項の規定により指定を受けた助産師並びにあん摩マツサージ指圧
師、はり師、きゆう師及び柔道整復師について準用する。この場
合において、第四十九条の二第一項及び第二項中「厚生労働大臣
」とあるのは「都道府県知事」と、同項第四号中「者（当該取消
しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日
前六十日以内に当該指定を取り消された病院若しくは診療所又は
薬局の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経
過しないものを含む。）」とあるのは「者」と、同条第三項中「
厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第五十条第一項
中「指定医療機関」とあるのは「第五十五条第一項の規定により
指定を受けた助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆ
う師若しくは柔道整復師（以下この章においてそれぞれ「指定助
産機関」又は「指定施術機関」という。）」と、同条第二項中「
指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と

める介護給付費等審査委員会」と、同条第四項中「指定医療機関
」とあるのは「指定介護機関」と、「社会保険診療報酬支払基金
又は厚生労働省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連
合会」と、前条第一項中「都道府県知事（厚生労働大臣の指定に
係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事）
」とあるのは「都道府県知事」と、「指定医療機関若しくは指定
医療機関」とあるのは「指定介護機関若しくは指定介護機関」と
、「命じ、指定医療機関」とあるのは「命じ、指定介護機関」と
、「当該指定医療機関」とあるのは「当該指定介護機関」と読み
替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

（助産機関及び施術機関の指定等）
第五十五条 （略）
２ 第四十九条の二第一項、第二項（第一号、第四号ただし書、第
七号及び第九号を除く。）及び第三項の規定は、前項の指定につ
いて、第五十条、第五十条の二、第五十一条（第二項第四号、第
六号ただし書及び第十号を除く。）及び第五十四条の規定は、前
項の規定により指定を受けた助産師並びにあん摩マツサージ指圧
師、はり師、きゆう師及び柔道整復師について準用する。この場
合において、第四十九条の二第一項及び第二項中「厚生労働大臣
」とあるのは「都道府県知事」と、同項第四号中「者（当該取消
しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日
前六十日以内に当該指定を取り消された病院若しくは診療所又は
薬局の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経
過しないものを含む。）」とあるのは「者」と、同条第三項中「
厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第五十条第一項
中「医療機関（以下「指定医療機関」とあるのは「助産師又はあ
ん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師（
以下それぞれ「指定助産機関」又は「指定施術機関」と、同条第
二項中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術
機関」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道

臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道
府県知事）」とあるのは「都道府県知事」と、「指定医療機関若
しくは指定医療機関」とあるのは「指定介護機関若しくは指定介
護機関」と、「命じ、指定医療機関」とあるのは「命じ、指定介
護機関」と、「当該指定医療機関」とあるのは「当該指定介護機
関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令
で定める。
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、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事
」と、第五十条の二中「指定医療機関は」とあるのは「指定助産
機関又は指定施術機関は」と、「指定医療機関の」とあるのは「
指定助産機関若しくは指定施術機関の」と、「厚生労働大臣又は
都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第五十一条第一
項中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機
関」と、同条第二項中「指定医療機関が、次の」とあるのは「指
定助産機関又は指定施術機関が、次の」と、「厚生労働大臣の指
定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定
した医療機関については都道府県知事が」とあるのは「都道府県
知事は」と、同項第一号から第三号まで及び第五号中「指定医療
機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、同項第
六号中「指定医療機関の開設者又は従業者」とあるのは「指定助
産機関又は指定施術機関」と、同項第七号から第九号までの規定
中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関
」と、第五十四条第一項中「都道府県知事（厚生労働大臣の指定
に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事
）」とあるのは「都道府県知事」と、「指定医療機関若しくは指
定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業
者であつた者（以下この項において「開設者であつた者等」とい
う。）」とあり、及び「指定医療機関の開設者若しくは管理者、
医師、薬剤師その他の従業者（開設者であつた者等を含む。）」
とあるのは「指定助産機関若しくは指定施術機関若しくはこれら
であつた者」と、「当該指定医療機関」とあるのは「当該指定助
産機関若しくは指定施術機関」と読み替えるものとするほか、必
要な技術的読替えは、政令で定める。
（被保護者健康管理支援事業）
第五十五条の八 （略）
２ 保護の実施機関は、被保護者健康管理支援事業の実施に関し必
要があると認めるときは、市町村長その他厚生労働省令で定める

府県知事」と、第五十条の二中「指定医療機関は」とあるのは「
指定助産機関又は指定施術機関は」と、「指定医療機関の」とあ
るのは「指定助産機関若しくは指定施術機関の」と、「厚生労働
大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第五十
一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指
定施術機関」と、同条第二項中「指定医療機関が、次の」とある
のは「指定助産機関又は指定施術機関が、次の」と、「厚生労働
大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知
事の指定した医療機関については都道府県知事が」とあるのは「
都道府県知事は」と、同項第一号から第三号まで及び第五号中「
指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と
、同項第六号中「指定医療機関の開設者又は従業者」とあるのは
「指定助産機関又は指定施術機関」と、同項第七号から第九号ま
での規定中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定
施術機関」と、第五十四条第一項中「都道府県知事（厚生労働大
臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道
府県知事）」とあるのは「都道府県知事」と、「指定医療機関若
しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その
他の従業者であつた者（以下この項において「開設者であつた者
等」という。）」とあり、及び「指定医療機関の開設者若しくは
管理者、医師、薬剤師その他の従業者（開設者であつた者等を含
む。）」とあるのは「指定助産機関若しくは指定施術機関若しく
はこれらであつた者」と、「当該指定医療機関」とあるのは「当
該指定助産機関若しくは指定施術機関」と読み替えるものとする
ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

（被保護者健康管理支援事業）
第五十五条の八 （略）
（新設）
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者に対し、被保護者に対する健康増進法（平成十四年法律第百三
号）による健康増進事業の実施に関する情報その他厚生労働省令
で定める必要な情報の提供を求めることができる。
３ （略 ）

３・４ （略）

２ （略）

（新設）

第十三章

雑則

第七十八条 （略）
２ 偽りその他不正の行為によつて医療、介護又は助産若しくは施
術の給付に要する費用の支払を受けた指定医療機関、指定介護機
関又は指定助産機関若しくは指定施術機関があるときは、当該費
用を支弁した都道府県又は市町村の長は、その支弁した額のうち
返還させるべき額をその指定医療機関、指定介護機関又は指定助
産機関若しくは指定施術機関から徴収するほか、その返還させる
べき額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することが
できる。

第七十八条 （略）
２ 偽りその他不正の行為によつて医療、介護又は助産若しくは施
術の給付に要する費用の支払を受けた指定医療機関、第五十四条
の二第一項の規定により指定を受けた介護機関（同条第二項本文
の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを
含む。）又は第五十五条第一項の規定により指定を受けた助産師
若しくはあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔
道整復師（以下この項において「指定医療機関等」という。）が
あるときは、当該費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、そ
の支弁した額のうち返還させるべき額をその指定医療機関等から
徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た
額以下の金額を徴収することができる。
３・４ （略）
第十三章 雑則
（受給者番号等の利用制限等）
第八十条の二 厚生労働大臣、保護の実施機関、都道府県知事、市
町村長、指定医療機関その他の保護の決定若しくは実施に関する
事務若しくは被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務又は
これらに関連する事務（以下この項及び次項において「保護の決
定・実施に関する事務等」という。）の遂行のため受給者番号等
（公費負担者番号（厚生労働大臣が保護の決定・実施に関する事
務等において保護の実施機関を識別するための番号として、保護
の実施機関ごとに定めるものをいう。）及び受給者番号（保護の
実施機関が被保護者に係る情報を管理するための番号として、被

- 53 -

保護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、当該保護の決定・
実施に関する事務等の遂行の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受給者番号等を告知
することを求めてはならない。
２ 厚生労働大臣等以外の者は、保護の決定・実施に関する事務等
の遂行のため受給者番号等の利用が特に必要な場合として厚生労
働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者
以外の者に係る受給者番号等を告知することを求めてはならない
。
３ 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に
関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約（以下この項
において「契約」という。）の申込みをしようとする者若しくは
申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者
又は当該者以外の者に係る受給者番号等を告知することを求めて
はならない。
一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、受給者番号等
を告知することを求めるとき。
二 厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で
定める場合に、受給者番号等を告知することを求めるとき。
４ 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、受給者番号等の記
録されたデータベース（その者以外の者に係る受給者番号等を含
む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
索することができるように体系的に構成したものをいう。）であ
つて、当該データベースに記録された情報が他に提供されること
が予定されているもの（以下この項において「提供データベース
」という。）を構成してはならない。
一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベ
ースを構成するとき。
厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令
二
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で定める場合に、提供データベースを構成するとき。
５ 厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合
において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反
する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者
に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止
されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告する
ことができる。
６ 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告
に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従
うべきことを命ずることができる。
（報告及び検査）
第八十条の三 厚生労働大臣は、前条第五項及び第六項の規定によ
る措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる
範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反してい
ると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関
し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に
立ち入つて質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ
ることができる。
２ 第二十八条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査につ
いて、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それ
ぞれ準用する。
（社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託）
第八十条の四 保護の実施機関は、医療の給付、被保護者健康管理
支援事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保護
者又は被保護者であつた者に係る情報の収集若しくは整理又は利
用若しくは提供に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は
国民健康保険団体連合会に委託することができる。
２ 保護の実施機関は、前項の規定により事務を委託する場合は、
他の保護の実施機関、社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定

（新設）

（新設）
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する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務
を行う者であつて厚生労働省令で定めるものと共同して委託する
ものとする。

第八十五条の二 第五十五条の七第三項（第五十五条の八第三項に
おいて準用する場合を含む。）及び第五十五条の九第四項の規定
に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下
の罰金に処する。

（新設）

第八十五条の二 第五十五条の七第三項（第五十五条の八第二項に
おいて準用する場合を含む。）及び第五十五条の九第四項の規定
に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下
の罰金に処する。

（新設）

第八十五条の三 第八十条の二第六項の規定による命令に違反した
場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万
円以下の罰金に処する。

第八十六条 第四十四条第一項、第五十四条第一項（第五十四条の
二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場
合を含む。以下この項において同じ。）、第五十五条の六若しく
は第七十四条第二項第一号の規定による報告を怠り、若しくは虚
偽の報告をし、第五十四条第一項の規定による物件の提出若しく
は提示をせず、若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、若
しくは同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若
しくは虚偽の答弁をし、又は第二十八条第一項（要保護者が違反

（関係者の連携及び協力）
第八十条の五 国、都道府県及び市町村並びに指定医療機関その他
の関係者は、第三十四条第六項に規定する電子資格確認の仕組み
の導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、
医療保険各法等（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）第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢
者の医療の確保に関する法律をいう。）その他医療に関する給付
を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう
、相互に連携を図りながら協力するものとする。

第八十六条 正当な理由がなくて第四十四条第一項、第五十四条第
一項（第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）、第
五十五条の六、第七十四条第二項第一号若しくは第八十条の三第
一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、正当な
理由がなくて第五十四条第一項の規定による物件の提出若しくは
提示をせず、若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、同項
若しくは第八十条の三第一項の規定による当該職員の質問に対し
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て、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又
は正当な理由がなくて第二十八条第一項（要保護者が違反した場
合を除く。）、第四十四条第一項、第五十四条第一項若しくは第
八十条の三第一項の規定による当該職員の調査若しくは検査を拒
み、妨げ、若しくは忌避した場合には、当該違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
（削る）

第八十七条 法人（法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の
定めがあるもの（以下この条において「人格のない社団等」とい
う。）を含む。以下この項において同じ。）の代表者（人格のな
い社団等の管理人を含む。）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て、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、各本条の罰金刑を科する。
２ 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合におい
ては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のな
い社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の
刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
別表第一（第二十九条関係）
（略）
（略）
三 市町村長
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で
定めるもの
一・二 （略）
三 健康増進法による健康増進事業の実
施に関する情報

した場合を除く。）、第四十四条第一項若しくは第五十四条第一
項の規定による当該職員の調査若しくは検査を拒み、妨げ、若し
くは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

２ 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、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前項の刑
を科する。
（新設）

別表第一（第二十九条関係）
（略）
（略）
三 市町村長
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で
定めるもの
一・二 （略）
三 健康増進法（平成十四年法律第百三
号）による健康増進事業の実施に関す
る情報
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（略）

四 （略）
（略）
（略）
十 市町村長又は 次に掲げる情報であつて厚生労働省令で
高齢者の医療の 定めるもの
確保に関する法 一・二 （略）
律第四十八条に
規定する後期高
齢者医療広域連
合

（略）

（略）
十 市町村長又は
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
）第四十八条に
規定する後期高
齢者医療広域連
合
（略）

四 （略）
（略）
次に掲げる情報であつて厚生労働省令で
定めるもの
一・二 （略）

（略）
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正

案

行

第十五条 （略）
２ 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

現

○ 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）（第九条関係）【公布の日から起算して三年を超えない範
囲内において政令で定める日施行】
（傍線の部分は改正部分）
改
第十五条 （略）
２ 基金は、前項に定める業務のほか、次の業務を行うことができ
る。
一 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（同法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、意見を述べること。
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
二
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第四項（同法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。
三 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
きは、これらに必要な事務を行うこと。
四 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
、これらの規定に規定する審査、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は、これらに必要な事務を行う
こと。
五 生活保護法第八十条の四第一項の規定により情報の収集若し
くは整理又は利用若しくは提供に関する事務を委託されたとき
は、その収集若しくは整理又は利用若しくは提供に必要な事務
を行うこと。
３～６ （略）

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。

３～６ （略）
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第十七条 基金の理事は、定款の定めるところにより、審査委員会
に出席して、審査等に関して意見を述べ、必要ある場合には、審
査等の内容につき説明を求めることができる。

第十六条 基金は、前条第一項第三号及び第四号、第二項第三号及
び第四号並びに第三項の審査並びに同条第二項第一号の意見を述
べる業務（厚生労働大臣の定める診療報酬請求書に係るものを除
く。次条及び第十八条第一項において「審査等」という。）を行
うため、定款の定めるところにより、審査委員会を設けるものと
する。
２・３ （略）

第十八条 審査委員会は、診療報酬請求書の審査のため必要がある
と認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該診療担当者に
対して出頭及び説明を求め、報告をさせ、又は診療録その他の帳
簿書類の提出を求めることができる。
２ 前項の規定によつて、審査委員会の請求により出頭した診療担
当者に対しては、基金は、定款の定めるところにより、旅費、日
当及び宿泊料を支給する。但し、その提出した診療報酬請求書、
報告書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつ
たため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない
。
３ 前二項において診療担当者とあるのは、第十五条第一項第四号
、第二項及び第三項に規定する医療を担当する機関の提出する診
療報酬請求書に関する場合においては、当該機関とする。

第十七条 基金の理事は、定款の定めるところにより、審査委員会
に出席して、審査に関して意見を述べ、必要ある場合には、審査
の内容につき説明を求めることができる。

２・３

第十六条 基金は、前条第一項第三号及び第四号、第二項並びに第
三項の審査（厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を除く
。）を行うため、定款の定めるところにより、審査委員会を設け
るものとする。

第十八条 審査委員会は、診療報酬請求書に係る審査等のため必要
があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該診療担
当者に対して出頭及び説明を求め、報告をさせ、又は診療録その
他の帳簿書類の提出を求めることができる。
２ 前項の規定によつて、審査委員会の請求により出頭した診療担
当者に対しては、基金は、定款の定めるところにより、旅費、日
当及び宿泊料を支給する。ただし、その提出した診療報酬請求書
、報告書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であ
つたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでな
い。
３ 前二項において診療担当者とあるのは、第十五条第一項第四号
、第二項第一号、第三号及び第四号並びに第三項に規定する医療
を担当する機関の提出する診療報酬請求書に関する場合において
は、当該機関とする。

第二十一条 基金は、第十六条第一項に規定する厚生労働大臣の定
める診療報酬請求書について第十五条第一項第三号及び第四号、
第二項並びに第三項の審査を行うため、主たる事務所に、特別審
査委員会を設けるものとする。

（略）

第二十一条 基金は、第十六条第一項に規定する厚生労働大臣の定
める診療報酬請求書について第十五条第一項第三号及び第四号、
第二項第三号及び第四号並びに第三項の審査並びに同条第二項第
一号の意見を述べる業務を行うため、主たる事務所に、特別審査

- 61 -

委員会を設けるものとする。
２ （略）
第二十六条 基金は、各保険者（第十五条第二項第一号から第四号
まで及び第三項の場合においては国、都道府県又は市町村）に、
同条第一項第一号から第四号まで並びに同条第二項第一号から第
四号まで及び第三項に規定する業務に関する事務の執行に要する
費用を、その提出する診療報酬請求書の数、当該診療報酬請求書
の審査の内容その他の当該費用を算出するに当たり考慮すべき事
項として厚生労働省令で定めるものを基準として負担させるもの
とする。

２ （略）

第二十六条 基金は、各保険者（第十五条第二項及び第三項の場合
においては国、都道府県又は市町村）に、同条第一項第一号から
第四号まで並びに同条第二項及び第三項に規定する業務に関する
事務の執行に要する費用を、その提出する診療報酬請求書の数、
当該診療報酬請求書の審査の内容その他の当該費用を算出するに
当たり考慮すべき事項として厚生労働省令で定めるものを基準と
して負担させるものとする。
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正

案

行

第十二条 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）第十七条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同
法第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報（以下この項に
おいて「医療保険等関連情報」という。）を収集する者、介護保
険法第百十八条の十の規定により厚生労働大臣から委託を受けて
同法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報（以下
この項において「介護保険等関連情報」という。）を収集する者
その他の保健医療等情報（法律の規定に基づき調査若しくは分析
又は利用若しくは提供が行われる医療保険等関連情報、介護保険
等関連情報その他の情報であってその調査若しくは分析又は利用
若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するも
のとして厚生労働省令で定める情報をいう。以下この項において
同じ。）を収集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「連結情報照会者」という。）は、保健医療等情報を
正確に連結するため、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（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（以
下「連合会」という。）に対し、当該保健医療等情報に係る医療
保険被保険者番号等（健康保険法（大正十一年法律第七十号）第
百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員
保険法（昭和十四年法律第七十三号）第百四十三条の二第一項に
規定する被保険者等記号・番号等、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）第四十五条第一項に規定する加入
者等記号・番号等、国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第
百二十八号）第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番

現

○ 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）（第十条関係）【公布の日から
起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
（傍線の部分は改正部分）
改
第十二条 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）第十七条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同
法第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報（以下この項に
おいて「医療保険等関連情報」という。）を収集する者、介護保
険法第百十八条の十の規定により厚生労働大臣から委託を受けて
同法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報（以下
この項において「介護保険等関連情報」という。）を収集する者
その他の保健医療等情報（法律の規定に基づき調査若しくは分析
又は利用若しくは提供が行われる医療保険等関連情報、介護保険
等関連情報その他の情報であってその調査若しくは分析又は利用
若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するも
のとして厚生労働省令で定める情報をいう。以下この項において
同じ。）を収集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「連結情報照会者」という。）は、保健医療等情報を
正確に連結するため、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（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（以
下「連合会」という。）に対し、当該保健医療等情報に係る医療
保険被保険者番号等（健康保険法（大正十一年法律第七十号）第
百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員
保険法（昭和十四年法律第七十三号）第百四十三条の二第一項に
規定する被保険者等記号・番号等、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）第四十五条第一項に規定する加入
者等記号・番号等、国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第
百二十八号）第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番
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号等、国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者
記号・番号等、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）第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等
記号・番号等、高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の
二第一項に規定する被保険者番号等及び生活保護法（昭和二十五
年法律第百四十四号）第八十条の二第一項に規定する受給者番号
等をいう。次項において同じ。）を提供した上で、保健医療等情
報を正確に連結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。
２ 支払基金又は連合会は、前項の規定による求めがあったときは
、連結情報照会者に対し、健康保険法第二百五条の四第一項（第
二号又は第三号に係る部分に限る。）、船員保険法第百五十三条
の十第一項（第二号又は第三号に係る部分に限る。）、私立学校
教職員共済法第四十七条の三第一項（第二号又は第三号に係る部
分に限る。）、国家公務員共済組合法第百十四条の二第一項（第
二号又は第三号に係る部分に限る。）、国民健康保険法第百十三
条の三第一項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第
一項（第二号又は第三号に係る部分に限る。）、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又は生活保護法第八十
条の四第一項の規定により委託を受けて行う電子資格確認（健康
保険法第三条第十三項、船員保険法第二条第十二項、国家公務員
共済組合法第五十五条第一項（私立学校教職員共済法第二十五条
において準用する場合を含む。）、国民健康保険法第三十六条第
三項、地方公務員等共済組合法第五十七条第一項、高齢者の医療
の確保に関する法律第六十四条第三項又は生活保護法第三十四条
第六項に規定する電子資格確認をいう。）の事務に係る医療保険
被保険者番号等を利用し、前項の厚生労働省令で定める情報を提
供することができる。
３ （略）

号等、国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者
記号・番号等、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）第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等
記号・番号等及び高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条
の二第一項に規定する被保険者番号等をいう。次項において同じ
。）を提供した上で、保健医療等情報を正確に連結するために必
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。

２ 支払基金又は連合会は、前項の規定による求めがあったときは
、連結情報照会者に対し、健康保険法第二百五条の四第一項（第
二号又は第三号に係る部分に限る。）、船員保険法第百五十三条
の十第一項（第二号又は第三号に係る部分に限る。）、私立学校
教職員共済法第四十七条の三第一項（第二号又は第三号に係る部
分に限る。）、国家公務員共済組合法第百十四条の二第一項（第
二号又は第三号に係る部分に限る。）、国民健康保険法第百十三
条の三第一項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第
一項（第二号又は第三号に係る部分に限る。）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の規定により委託を
受けて行う電子資格確認（健康保険法第三条第十三項、船員保険
法第二条第十二項、国家公務員共済組合法第五十五条第一項（私
立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。）
、国民健康保険法第三十六条第三項、地方公務員等共済組合法第
五十七条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条
第三項に規定する電子資格確認をいう。）の事務に係る医療保険
被保険者番号等を利用し、前項の厚生労働省令で定める情報を提
供することができる。
３ （略）
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正

案

行

（国家公務員共済組合法の準用）
第二十五条 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

現

○ 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）（附則第十一条関係）【令和四年一月一日、令和四年十月一日
又は公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
（傍線の部分は改正部分）
改
（国家公務員共済組合法の準用）
第二十五条 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
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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。
（略）
（略）
（略）
第六十六条第十 国家公務員災害補償法 労働者災害補償保
四項
の規定による通勤によ 険法の規定による
る災害に係る休業補償 休業給付又は傷病
若しくは傷病補償年金 年金の支給（次項
又はこれらに相当する において「休業給
補償（次項において「 付等」という。）
休業補償等」という。
）
第六十六条第十 休業補償等
休業給付等
五項
（略）
（略）
（略）
第七十五条の三 （略）
（略）
第一項
第百条の二第一項の規 私立学校教職員共
定
済法第二十八条第
二項及び第三項の
規定
第百条の二の二
私立学校教職員共
済法第二十八条第
五項及び第六項
（略）
（略）
（略）
附則第十二条第 第百条の二及び第百条 私立学校教職員共
九項
の二の二
済法第二十八条第
二項及び第五項
（福祉事業）

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。
（略）
第六十六条第十
四項

（新設）

（新設）

（略）
（略）
国家公務員災害補償法 労働者災害補償保
の規定による通勤によ 険法の規定による
る災害に係る休業補償 休業給付又は傷病
若しくは傷病補償年金 年金の支給
又はこれらに相当する
補償

（新設）

（略）
（略）
第百条の二の規定

（略）
第百条の二及び第百条
の二の二

第百条の二の二

（略）
第七十五条の三
第一項

（略）
附則第十二条第
九項

（略）
（略）
私立学校教職員共
済法第二十八条第
二項及び第三項の
規定
私立学校教職員共
済法第二十八条第
四項及び第五項
（略）
私立学校教職員共
済法第二十八条第
二項及び第四項
（福祉事業）
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第二十六条 事業団は、加入者の福祉を増進するため、次に掲げる
福利及び厚生に関する事業を行う。
一 高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定
健康診査（第三項において単に「特定健康診査」という。）及
び同法第二十四条の規定による特定保健指導（以下この号及び
第三十五条第三項において「特定健康診査等」という。）並び
に特定健康診査等以外の事業であつて加入者及びその被扶養者
（以下この条において「加入者等」という。）の健康教育、健
康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る加入
者等の自助努力についての支援その他の加入者等の健康の保持
増進のために必要な事業
二～七 （略）
２ （略）
３ 事業団は、第一項第一号の規定により加入者等の健康の保持増
進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるとき
は、加入者等を使用している事業者等（労働安全衛生法（昭和四
十七年法律第五十七号）第二条第三号に規定する事業者その他の
法令に基づき健康診断（特定健康診査に相当する項目を実施する
ものに限る。）を実施する責務を有する者その他文部科学省令で
定める者をいう。以下この条において同じ。）又は使用していた
事業者等に対し、文部科学省令で定めるところにより、同法その
他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者等に係
る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして文
部科学省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
４ 前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存
している加入者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求
められた事業者等は、文部科学省令で定めるところにより、当該
記録の写しを提供しなければならない。
５ 事業団は、第一項第一号に掲げる事業を行うに当たつては、高
齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保
険等関連情報、事業者等から提供を受けた加入者等に係る健康診

第二十六条 事業団は、加入者の福祉を増進するため、次に掲げる
福利及び厚生に関する事業を行う。
一 高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定
健康診査及び同法第二十四条の規定による特定保健指導（以下
この号及び第三十五条第三項において「特定健康診査等」とい
う。）並びに特定健康診査等以外の事業であつて加入者及びそ
の被扶養者（以下この号及び第四項において「加入者等」とい
う。）の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び
疾病の予防に係る加入者等の自助努力についての支援その他の
加入者等の健康の保持増進のために必要な事業
二～七 （略）
２ （略）
（新設）

（新設）

３ 事業団は、第一項第一号に掲げる事業を行うに当たつては、高
齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保
険等関連情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
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断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効
に行うものとする。
６・７ （略）
（掛金の折半負担等）
第二十八条 （略）
２ 育児休業等をしている加入者（第五項の規定の適用を受けてい
る加入者及び第二十五条において読み替えて準用する国家公務員
共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者を
除く。第四項において同じ。）が事業団に申出をしたときは、前
項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当
該各号に定める月の当該加入者に関する掛金等（その育児休業等
の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る掛金
等に限る。）を免除する。
一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が
終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等
を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌
日が属する月の前月までの月
二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が
終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月に
おける育児休業等の日数として文部科学省令で定めるところに
より計算した日数が十四日以上である場合 当該月
３ 育児休業等をしている加入者（第五項の規定の適用を受けてい
る加入者を除く。）を使用する学校法人等が事業団に申出をした
ときは、第一項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる場合の区
分に応じ、当該各号に定める月の当該加入者に係る掛金等であつ
て第一項の規定により当該学校法人等が負担すべきもの（その育
児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に
係る掛金等に限る。）を免除する。
４ 加入者が連続する二以上の育児休業等をしている場合（これに
準ずる場合として文部科学省令で定める場合を含む。）における

４・５ （略）

（掛金の折半負担等）
第二十八条 （略）
２ 育児休業等をしている加入者（第四項の規定の適用を受けてい
る加入者及び第二十五条において読み替えて準用する国家公務員
共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者を
除く。）が事業団に申出をしたときは、前項の規定にかかわらず
、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が
終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の同項の規定に
より加入者の負担すべき掛金等を免除する。
（新設）

（新設）

３ 育児休業等をしている加入者（次項の規定の適用を受けている
加入者を除く。）を使用する学校法人等が事業団に申出をしたと
きは、第一項の規定にかかわらず、その育児休業等を開始した日
の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の
前月までの各月分の当該加入者に係る掛金等であつて同項の規定
により当該学校法人等が負担すべきものを免除する。
（新設）
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（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 （略）
２ 事業団は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事
務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に
規定する保険者と共同して委託するものとする。

４・５ （略）

（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 （略）
２ 事業団は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事
務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に
規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の
事務を行う者であつて文部科学省令で定めるものと共同して委託
するものとする。

（関係者の連携及び協力）
第四十七条の四 国、事業団及び保険医療機関等その他の関係者は
、電子資格確認（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電子資格確認をいう。）の仕組
みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により
、医療保険各法等（高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一
項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律
をいう。）の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、
相互に連携を図りながら協力するものとする。

前二項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみ
なす。
５・６ （略）

（関係者の連携及び協力）
第四十七条の四 国、事業団及び保険医療機関等その他の関係者は
、電子資格確認（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電子資格確認をいう。）の仕組
みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により
、医療保険各法等（高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一
項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律
をいう。）その他医療に関する給付を定める法令の規定により行
われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協
力するものとする。
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正

案

13

現

行

（三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算
の特例）
第七十五条の三 三歳に満たない子を養育し、又は養育していた組
合員又は組合員であつた者が、組合（組合員であつた者にあつて
は、連合会）に申出をしたときは、当該子を養育することとなつ
た日（財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日）
の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日
の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬の月額が当該
子を養育することとなつた日の属する月の前月（当該月において
組合員でない場合にあつては、当該月前一年以内における組合員
であつた月のうち直近の月。以下この条において「基準月」とい
う。）の標準報酬の月額（この項の規定により当該子以外の子に
係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている

（新設）

（傷病手当金）
第六十六条 （略）
２～
（略）
傷病手当金は、同一の傷病に関し、国家公務員災害補償法の規
定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又
はこれらに相当する補償が行われるときは、支給しない。
14

○ 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）（附則第十三条関係）【令和四年一月一日、令和四年十月一日又
は公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
（傍線の部分は改正部分）
改
（傷病手当金）
第六十六条 （略）
２～
（略）
傷病手当金は、同一の傷病に関し、国家公務員災害補償法の規
定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又
はこれらに相当する補償（次項において「休業補償等」という。
）が行われるときは、支給しない。
組合は、前項の規定による傷病手当金に関する処分に関し必要
があると認めるときは、休業補償等の支給状況につき、休業補償
等の支給を行う者に対し、必要な資料の提供を求めることができ
る。
13

（三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算
の特例）
第七十五条の三 三歳に満たない子を養育し、又は養育していた組
合員又は組合員であつた者が、組合（組合員であつた者にあつて
は、連合会）に申出をしたときは、当該子を養育することとなつ
た日（財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日）
の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日
の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬の月額が当該
子を養育することとなつた日の属する月の前月（当該月において
組合員でない場合にあつては、当該月前一年以内における組合員
であつた月のうち直近の月。以下この条において「基準月」とい
う。）の標準報酬の月額（この項の規定により当該子以外の子に
係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている
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14

15

場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額。以下
この項において「従前標準報酬の月額」という。）を下回る月（
当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が
行われた日の属する月の前月までの二年間のうちにあるものに限
る。）については、従前標準報酬の月額を当該下回る月の標準報
酬の月額とみなして、第七十五条第一項の規定を適用する。
一～四 （略）
五 当該組合員が第百条の二第一項の規定の適用を受ける育児休
業等を開始したとき。
六 （略）
２・３ （略）
（福祉事業）
第九十八条 組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げる事業と
す る。
一 組合員及びその被扶養者（以下この条において「組合員等」
という。）の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理
及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その
他の組合員等の健康の保持増進のために必要な事業（次号に掲
げるものを除く。）
一の二 高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による
特定健康診査（次項において単に「特定健康診査」という。）
及び同法第二十四条の規定による特定保健指導（第九十九条の
二において「特定健康診査等」という。）
二～八 （略）
２ 組合は、前項第一号の規定により組合員等の健康の保持増進の
ために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、
組合員等を使用している事業者等（労働安全衛生法（昭和四十七
年法律第五十七号）第二条第三号に規定する事業者その他の法令
に基づき健康診断（特定健康診査に相当する項目を実施するもの
に限る。）を実施する責務を有する者その他財務省令で定める者

場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額。以下
この項において「従前標準報酬の月額」という。）を下回る月（
当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が
行われた日の属する月の前月までの二年間のうちにあるものに限
る。）については、従前標準報酬の月額を当該下回る月の標準報
酬の月額とみなして、第七十五条第一項の規定を適用する。
一～四 （略）
五 当該組合員が第百条の二の規定の適用を受ける育児休業等を
開始したとき。
六 （略）
２・３ （略）

（福祉事業）
第九十八条 組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げる事業と
する。
一 組合員及びその被扶養者（以下この号及び第三項において「
組合員等」という。）の健康教育、健康相談及び健康診査並び
に健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力について
の支援その他の組合員等の健康の保持増進のために必要な事業
（次号に掲げるものを除く。）
一の二 高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による
特定健康診査及び同法第二十四条の規定による特定保健指導（
第九十九条の二において「特定健康診査等」という。）
二～八 （略）
（新設）

- 71 -

をいう。以下この条において同じ。）又は使用していた事業者等
に対し、財務省令で定めるところにより、同法その他の法令に基
づき当該事業者等が保存している当該組合員等に係る健康診断に
関する記録の写しその他これに準ずるものとして財務省令で定め
るものを提供するよう求めることができる。
３ 前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存
している組合員等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求
められた事業者等は、財務省令で定めるところにより、当該記録
の写しを提供しなければならない。
４ 組合は、第一項第一号及び第一号の二に掲げる事業を行うに当
たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規
定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた組合員等
に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、
適切かつ有効に行うものとする。
５・６ （略）
（育児休業期間中の掛金等の特例）
第百条の二 育児休業等をしている組合員（次条の規定の適用を受
けている組合員及び第百二十六条の五第二項に規定する任意継続
組合員を除く。次項において同じ。）が組合に申出をしたときは
、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ
、当該各号に定める月の掛金等（その育児休業等の期間が一月以
下である者については、標準報酬の月額に係る掛金等に限る。）
は、徴収しない。
一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が
終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等
を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌
日が属する月の前月までの月
二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が
終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月に
おける育児休業等の日数として財務省令で定めるところにより

（新設）

２ 組合は、前項第一号及び第一号の二に掲げる事業を行うに当た
つては、高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定
する医療保険等関連情報を活用し、適切かつ有効に行うものとす
る。
３・４ （略）

（育児休業期間中の掛金等の特例）
第百条の二 育児休業等をしている組合員（次条の規定の適用を受
けている組合員及び第百二十六条の五第二項に規定する任意継続
組合員を除く。）が組合に申出をしたときは、前条の規定にかか
わらず、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休
業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金
等は、徴収しない。
（新設）

（新設）
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（負担金）
第百二条 各省各庁の長（環境大臣を含む。）、行政執行法人又は
職員団体は、それぞれ第九十九条第二項（同条第六項から第八項
までの規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び第五項
（同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を
含む。）並びに厚生年金保険法第八十二条第一項の規定により国
、行政執行法人又は職員団体が負担すべき金額（組合員に係るも
のに限るものとし、第百条の二第一項及び第百条の二の二の規定
により徴収しないこととされた掛金等に相当する金額を除く。）
を、毎月組合に払い込まなければならない。
２～４ （略）

（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 （略）
２ 組合は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務
を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規
定する保険者と共同して委託するものとする。

（負担金）
第百二条 各省各庁の長（環境大臣を含む。）、行政執行法人又は
職員団体は、それぞれ第九十九条第二項（同条第六項から第八項
までの規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び第五項
（同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を
含む。）並びに厚生年金保険法第八十二条第一項の規定により国
、行政執行法人又は職員団体が負担すべき金額（組合員に係るも
のに限るものとし、第百条の二及び第百条の二の二の規定により
徴収しないこととされた掛金等に相当する金額を除く。）を、毎
月組合に払い込まなければならない。
２～４ （略）

（新設）

（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 （略）
２ 組合は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務
を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規
定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事
務を行う者であつて財務省令で定めるものと共同して委託するも
のとする。

（関係者の連携及び協力）
第百十四条の三 国、組合及び保険医療機関等その他の関係者は、
電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術
の利用の推進により、医療保険各法等（高齢者の医療の確保に関
する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療
の確保に関する法律をいう。）の規定により行われる事務が円滑

計算した日数が十四日以上である場合 当該月
２ 組合員が連続する二以上の育児休業等をしている場合（これに
準ずる場合として財務省令で定める場合を含む。）における前項
の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。

（関係者の連携及び協力）
第百十四条の三 国、組合及び保険医療機関等その他の関係者は、
電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術
の利用の推進により、医療保険各法等（高齢者の医療の確保に関
する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療
の確保に関する法律をいう。）その他医療に関する給付を定める
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法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に
連携を図りながら協力するものとする。

に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする
。
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正

案

10

現

行

（三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算
の特例）
第七十九条 三歳に満たない子を養育し、又は養育していた組合員
又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養
育することとなつた日（総務省令で定める事由が生じた場合にあ
つては、その日）の属する月から次の各号のいずれかに該当する
に至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準
報酬の月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月
（当該月において組合員でない場合にあつては、当該月前一年以
内における組合員であつた月のうち直近の月。以下この条におい
て「基準月」という。）の標準報酬の月額（この項の規定により
当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額
とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準

（新設）

（傷病手当金）
第六十八条 （略）
２～
（略）
傷病手当金は、同一の傷病に関し、地方公務員災害補償法の規
定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又
はこれらに相当する補償が行われるときは、支給しない。
11

○ 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）（附則第十五条関係）【公布日、令和四年一月一日、令和四年
十月一日又は公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
（傍線の部分は改正部分）
改
（傷病手当金）
第六十八条 （略）
２～
（略）
傷病手当金は、同一の傷病に関し、地方公務員災害補償法の規
定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又
はこれらに相当する補償（次項において「休業補償等」という。
）が行われるときは、支給しない。
組合は、前項の規定による傷病手当金に関する処分に関し必要
があると認めるときは、休業補償等の支給状況につき、休業補償
等の支給を行う者に対し、必要な資料の提供を求めることができ
る。
10

（三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算
の特例）
第七十九条 三歳に満たない子を養育し、又は養育していた組合員
又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養
育することとなつた日（総務省令で定める事由が生じた場合にあ
つては、その日）の属する月から次の各号のいずれかに該当する
に至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準
報酬の月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月
（当該月において組合員でない場合にあつては、当該月前一年以
内における組合員であつた月のうち直近の月。以下この条におい
て「基準月」という。）の標準報酬の月額（この項の規定により
当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額
とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準
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11

12

（福祉事業）
第百十二条 組合（市町村連合会を含む。以下この条において同じ
。）は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行
うことができる。
一 組合員及びその被扶養者（以下この条において「組合員等」
という。）の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理
及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その
他の組合員等の健康の保持増進のために必要な事業（次条に規
定するものを除く。）
一の二～六 （略）
２ （略 ）
３ 組合は、第一項第一号の規定により組合員等の健康の保持増進
のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは
、組合員等を使用している事業者等（労働安全衛生法（昭和四十
七年法律第五十七号）第二条第三号に規定する事業者その他の法
令に基づき健康診断（特定健康診査（高齢者の医療の確保に関す
る法律第二十条の規定による特定健康診査をいう。次条第一項に
おいて同じ。）に相当する項目を実施するものに限る。）を実施
する責務を有する者その他主務省令で定める者をいう。以下この

報酬の月額。以下この項において「従前標準報酬の月額」という
。）を下回る月（当該申出が行われた日の属する月前の月にあつ
ては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの二年間のう
ちにあるものに限る。）については、従前標準報酬の月額を当該
下回る月の標準報酬の月額とみなして、第七十七条第一項の規定
を適用する。
一～四 （略）
五 当該組合員が第百十四条の二第一項の規定の適用を受ける育
児休業等を開始したとき。
六 （略）
２・３ （略）

（福祉事業）
第百十二条 組合（市町村連合会を含む。以下この条において同じ
。）は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行
うことができる。
一 組合員及びその被扶養者（以下この号及び第四項において「
組合員等」という。）の健康教育、健康相談及び健康診査並び
に健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力について
の支援その他の組合員等の健康の保持増進のために必要な事業
（次条に規定するものを除く。）
一の二～六 （略）
２ （略）
（新設）

報酬の月額。以下この項において「従前標準報酬の月額」という
。）を下回る月（当該申出が行われた日の属する月前の月にあつ
ては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの二年間のう
ちにあるものに限る。）については、従前標準報酬の月額を当該
下回る月の標準報酬の月額とみなして、第七十七条第一項の規定
を適用する。
一～四 （略）
五 当該組合員が第百十四条の二の規定の適用を受ける育児休業
等を開始したとき。
六 （略）
２・３ （略）
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（新設）

３ 組合は、第一項第一号に掲げる事業を行うに当たつては、高齢
者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険
等関連情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。

第百十二条の二 組合は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十
条の規定による特定健康診査及び同法第二十四条の規定による特
定保健指導（次項及び第百十三条の二において「特定健康診査等
」という。）を行うものとする。
２ 組合は、特定健康診査等を行うに当たつては、前条第三項の情
報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。

４・５ （略）
６ 主務大臣は、第四項の指針を定めるときは、あらかじめ、総務
大臣に協議しなければならない。

第百十二条の二 組合は、特定健康診査及び高齢者の医療の確保に
関する法律第二十四条の規定による特定保健指導（次項及び第百
十三条の二において「特定健康診査等」という。）を行うものと
する。
２ 前条第五項の規定は、前項の規定により組合が特定健康診査等
を行う場合について準用する。

（育児休業期間中の掛金等の特例）
第百十四条の二 育児休業等をしている組合員（次条の規定の適用
を受けている組合員及び第百四十四条の二第二項に規定する任意
継続組合員を除く。）が組合に申出をしたときは、前条の規定に
かかわらず、その育児休業等を開始した日の属する月からその育
児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る

条において同じ。）又は使用していた事業者等に対し、主務省令
で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当
該事業者等が保存している当該組合員等に係る健康診断に関する
記録の写しその他これに準ずるものとして主務省令で定めるもの
を提供するよう求めることができる。
４ 前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存
している組合員等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求
められた事業者等は、主務省令で定めるところにより、当該記録
の写しを提供しなければならない。
５ 組合は、第一項第一号に掲げる事業を行うに当たつては、高齢
者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険
等関連情報、事業者等から提供を受けた組合員等に係る健康診断
に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に
行うものとする。
６・７ （略）
８ 主務大臣は、第六項の指針を定めるときは、あらかじめ、総務
大臣に協議しなければならない。

（育児休業期間中の掛金等の特例）
第百十四条の二 育児休業等をしている組合員（次条の規定の適用
を受けている組合員及び第百四十四条の二第二項に規定する任意
継続組合員を除く。次項において同じ。）が組合に申出をしたと
きは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ、当該各号に定める月の掛金等（その育児休業等の期間が一
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掛金等は、徴収しない。
（新設）

（新設）

（負担金）
第百十六条 地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員
団体は、それぞれ第百十三条第二項（同条第六項の規定により読
み替えて適用する場合を含む。）又は同条第四項及び第五項並び
に厚生年金保険法第八十二条第一項の規定により地方公共団体、
特定地方独立行政法人又は職員団体（第三項において「地方公共
団体等」という。）が負担すべき金額（組合員に係るものに限る
ものとし、第百十四条の二及び第百十四条の二の二の規定により
徴収しないこととされた掛金等に相当する金額を除く。）を、毎
月、組合に払い込まなければならない。
２・３ （略）

（新設）

（負担金）
第百十六条 地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員
団体は、それぞれ第百十三条第二項（同条第六項の規定により読
み替えて適用する場合を含む。）又は同条第四項及び第五項並び
に厚生年金保険法第八十二条第一項の規定により地方公共団体、
特定地方独立行政法人又は職員団体（第三項において「地方公共
団体等」という。）が負担すべき金額（組合員に係るものに限る
ものとし、第百十四条の二第一項及び第百十四条の二の二の規定
により徴収しないこととされた掛金等に相当する金額を除く。）
を、毎月、組合に払い込まなければならない。
２・３ （略）

（団体組合員に係る費用の負担の特例）
第百四十四条の十二 団体は、その使用する団体組合員及び自己の
負担すべき毎月の掛金（第百十三条第二項第三号及び第四号の掛
金をいう。以下この条において同じ。）及び負担金（同項第三号
及び第四号の負担金をいい、第百十四条の二及び第百十四条の二

月以下である者については、標準報酬の月額に係る掛金等に限る
。）は、徴収しない。
一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が
終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等
を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌
日が属する月の前月までの月
二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が
終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月に
おける育児休業等の日数として主務省令で定めるところにより
計算した日数が十四日以上である場合 当該月
２ 組合員が連続する二以上の育児休業等をしている場合（これに
準ずる場合として主務省令で定める場合を含む。）における前項
の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。

（団体組合員に係る費用の負担の特例）
第百四十四条の十二 団体は、その使用する団体組合員及び自己の
負担すべき毎月の掛金（第百十三条第二項第三号及び第四号の掛
金をいう。以下この条において同じ。）及び負担金（同項第三号
及び第四号の負担金をいい、第百十四条の二第一項及び第百十四
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の二の規定により徴収しないこととされた掛金に相当する金額を
除く。）並びに厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険
料を、翌月末日までに地方職員共済組合に納付する義務を負う。

（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 （略）
２ 組合は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務
を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規
定する保険者と共同して委託するものとする。

（略）

（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 （略）
２ 組合は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務
を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規
定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事
務を行う者であつて主務省令で定めるものと共同して委託するも
のとする。

（関係者の連携及び協力）
第百四十四条の三十四 国、組合及び保険医療機関等その他の関係
者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信
の技術の利用の推進により、医療保険各法等（高齢者の医療の確
保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者
の医療の確保に関する法律をいう。）の規定により行われる事務
が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するもの
とする。

２～５

（関係者の連携及び協力）
第百四十四条の三十四 国、組合及び保険医療機関等その他の関係
者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信
の技術の利用の推進により、医療保険各法等（高齢者の医療の確
保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者
の医療の確保に関する法律をいう。）その他医療に関する給付を
定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、
相互に連携を図りながら協力するものとする。

（主務省令への委任）
第百四十六条 第三条から第百四十四条の三十三までの規定の実施
のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な細則は、主
務省令で定める。

条の二の二の規定により徴収しないこととされた掛金に相当する
金額を除く。）並びに厚生年金保険法第八十一条第一項に規定す
る保険料を、翌月末日までに地方職員共済組合に納付する義務を
負う。
２～５ （略）

（主務省令への委任）
第百四十六条 第三条から第百四十四条の三十四までの規定の実施
のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な細則は、主
務省令で定める。
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○

正

案

（傍線の部分は改正部分）

行

（地方公共団体が負担すべき経費の財政需要額への算入）
第十一条の二 第十条から第十条の三までに規定する経費のうち、
地方公共団体が負担すべき部分（第十条第十二号に掲げる経費の
うち地方公共団体が負担すべき部分にあつては後期高齢者医療の
財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を、同条第十三号
に掲げる経費のうち地方公共団体が負担すべき部分にあつては介
護保険の財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を除く。
）は、地方交付税法の定めるところにより地方公共団体に交付す
べき地方交付税の額の算定に用いる財政需要額に算入するものと
する。ただし、第十条第十六号に掲げる経費（国民健康保険に関
する特別会計への繰入れに要する経費のうち、国民健康保険の財
政の安定化及び調整を行うもの、高額医療費負担対象額に係るも
の、所得の少ない者について行う保険料又は国民健康保険税の減
額に係るもの、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政
の状況その他の事情を勘案して行うもの並びに特定健康診査及び
特定保健指導に要するもの並びに財政安定化基金への繰入れに要
する経費のうち都道府県の負担に係るものを除く。）、第十条の
二第四号に掲げる経費及び第十条の三第六号に掲げる経費につい
ては、この限りでない。

現

地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）（抄）（附則第十七条関係）【令和四年四月一日施行】

改
（地方公共団体が負担すべき経費の財政需要額への算入）
第十一条の二 第十条から第十条の三までに規定する経費のうち、
地方公共団体が負担すべき部分（第十条第十二号に掲げる経費の
うち地方公共団体が負担すべき部分にあつては後期高齢者医療の
財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を、同条第十三号
に掲げる経費のうち地方公共団体が負担すべき部分にあつては介
護保険の財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を除く。
）は、地方交付税法の定めるところにより地方公共団体に交付す
べき地方交付税の額の算定に用いる財政需要額に算入するものと
する。ただし、第十条第十六号に掲げる経費（国民健康保険に関
する特別会計への繰入れに要する経費のうち、国民健康保険の財
政の安定化及び調整を行うもの、高額医療費負担対象額に係るも
の、所得の少ない者又は六歳に達する日以後の最初の三月三十一
日以前である被保険者について行う保険料又は国民健康保険税の
減額に係るもの、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財
政の状況その他の事情を勘案して行うもの並びに特定健康診査及
び特定保健指導に要するもの並びに財政安定化基金への繰入れに
要する経費のうち都道府県の負担に係るものを除く。）、第十条
の二第四号に掲げる経費及び第十条の三第六号に掲げる経費につ
いては、この限りでない。
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○

正

案

行

（船員保険法等の適用に関する特例）
第九十三条 前条第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関
係に係る派遣船員は、船員保険法第二条第一項に規定する船員保
険の被保険者（同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除
く。）に含まれるものとして、同法及び同法に基づく命令の規定
を適用する。この場合において、同条第一項中「船員（以下「船
員」という。）」とあるのは「船員（派遣船員（船員職業安定法
第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。）を含む。以下「船
員」という。）」と、同法第三十三条第三項中「船員法第八十九
条第二項」とあるのは「船員法第八十九条第二項（船員職業安定
法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。）」と
、同法第四十六条第一項中「船員法」とあるのは「船員法（船員
職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む
。以下同じ。）」と、同法第五十三条第三項第二号及び第六十七
条第一項中「雇入契約存続中」とあるのは「船員職業安定法第六
条第十一項に規定する船員派遣の役務に従事するために乗組み中
」とする。
２～４ （略）

現

船員職業安定法（昭和二十三年法律第百三十号）（抄）（附則第十八条関係）【令和四年一月一日施行】
（傍線の部分は改正部分）
改
（船員保険法等の適用に関する特例）
第九十三条 前条第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関
係に係る派遣船員は、船員保険法第二条第一項に規定する船員保
険の被保険者（同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除
く。）に含まれるものとして、同法及び同法に基づく命令の規定
を適用する。この場合において、同条第一項中「船員（以下「船
員」という。）」とあるのは「船員（派遣船員（船員職業安定法
第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。）を含む。以下「船
員」という。）」と、同法第三十三条第四項中「船員法第八十九
条第二項」とあるのは「船員法第八十九条第二項（船員職業安定
法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。）」と
、同法第四十六条第一項中「船員法」とあるのは「船員法（船員
職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む
。以下同じ。）」と、同法第五十三条第三項第二号及び第六十七
条第一項中「雇入契約存続中」とあるのは「船員職業安定法第六
条第十一項に規定する船員派遣の役務に従事するために乗組み中
」とする。
２～４ （略）
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○

正

案

行

（船員保険法等の適用に関する特例）
第十五条 前条第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係
（同条第二項の規定により同法第十章の規定が適用されない場合
における当該労働関係を除く。次条第一項において同じ。）に係
る労務供給船員は、船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）第
二条第一項に規定する船員保険の被保険者（同条第二項に規定す
る疾病任意継続被保険者を除く。）に含まれるものとして、同法
及び同法に基づいて発する命令の規定を適用する。この場合にお
いて、同条第一項中「船員（以下「船員」という。）」とあるの
は「船員（労務供給船員（船員の雇用の促進に関する特別措置法
（以下「特別措置法」という。）第十一条第一項に規定する労務
供給船員をいう。）を含む。以下「船員」という。）」と、同法
第三十三条第三項中「船員法第八十九条第二項」とあるのは「船
員法第八十九条第二項（特別措置法第十四条第一項の規定により
適用される場合を含む。）」と、同法第四十六条第一項中「船員
法」とあるのは「船員法（特別措置法第十四条第一項の規定によ
り適用される場合を含む。以下同じ。）」と、同法第五十三条第
三項第二号及び第六十七条第一項中「雇入契約存続中」とあるの
は「特別措置法第八条第二号に規定する船員労務供給の役務に従
事するために乗船中」とする。
２～４ （略）

現

船員の雇用の促進に関する特別措置法（昭和五十二年法律第九十六号）（抄）（附則第十八条関係）【令和四年一月一日施行】
（傍線の部分は改正部分）
改
（船員保険法等の適用に関する特例）
第十五条 前条第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係
（同条第二項の規定により同法第十章の規定が適用されない場合
における当該労働関係を除く。次条第一項において同じ。）に係
る労務供給船員は、船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）第
二条第一項に規定する船員保険の被保険者（同条第二項に規定す
る疾病任意継続被保険者を除く。）に含まれるものとして、同法
及び同法に基づいて発する命令の規定を適用する。この場合にお
いて、同条第一項中「船員（以下「船員」という。）」とあるの
は「船員（労務供給船員（船員の雇用の促進に関する特別措置法
（以下「特別措置法」という。）第十一条第一項に規定する労務
供給船員をいう。）を含む。以下「船員」という。）」と、同法
第三十三条第四項中「船員法第八十九条第二項」とあるのは「船
員法第八十九条第二項（特別措置法第十四条第一項の規定により
適用される場合を含む。）」と、同法第四十六条第一項中「船員
法」とあるのは「船員法（特別措置法第十四条第一項の規定によ
り適用される場合を含む。以下同じ。）」と、同法第五十三条第
三項第二号及び第六十七条第一項中「雇入契約存続中」とあるの
は「特別措置法第八条第二号に規定する船員労務供給の役務に従
事するために乗船中」とする。
２～４ （略）
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正

案

行

（船員保険の入院時食事療養費の額の特例）
第六十一条 協会が、特例対象期間に被災船保被保険者（船員保険
の被保険者又は被保険者であった者であって、東日本大震災によ
る被害を受けたことにより療養の給付について船員保険法第五十
七条第一項第二号の措置が採られるべきものをいう。以下この条
から第六十四条までにおいて同じ。）が受けた食事療養（同法第
五十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。第六十三条か
ら第六十五条までにおいて同じ。）につき同法第六十一条第一項
の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する入院時食事
療養費（同法第三十三条第三項に規定する下船後の療養補償（次
条から第六十四条までにおいて「下船後の療養補償」という。）
に相当する入院時食事療養費を除く。）の額は、同法第六十一条
第二項の規定にかかわらず、同項に規定する入院時食事療養費算
定額とする。

現

○ 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成二十三年法律第四十号）（抄）（附則第十八条関係）
【令和四年一月一日施行】
（傍線の部分は改正部分）
改
（船員保険の入院時食事療養費の額の特例）
第六十一条 協会が、特例対象期間に被災船保被保険者（船員保険
の被保険者又は被保険者であった者であって、東日本大震災によ
る被害を受けたことにより療養の給付について船員保険法第五十
七条第一項第二号の措置が採られるべきものをいう。以下この条
から第六十四条までにおいて同じ。）が受けた食事療養（同法第
五十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。第六十三条か
ら第六十五条までにおいて同じ。）につき同法第六十一条第一項
の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する入院時食事
療養費（同法第三十三条第四項に規定する下船後の療養補償（次
条から第六十四条までにおいて「下船後の療養補償」という。）
に相当する入院時食事療養費を除く。）の額は、同法第六十一条
第二項の規定にかかわらず、同項に規定する入院時食事療養費算
定額とする。
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正

案

行

（事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例）
第九条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し
くは特定同一世帯所属者（地方税法第七百三条の四第十項第一号
に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。）が前条第二
項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所
得、一時所得及び雑所得を有する場合における同法第七百三条の
四第六項及び第七項、第七百三条の五並びに第七百六条の二第一
項の規定の適用については、同法第七百三条の四第六項中「及び
山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所
得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税
等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子
等の額（以下「特例適用利子等の額」という。）の合計額から第
三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額（」と
あるのは「及び山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額
（」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しく
は山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、同法第七百三条の
五中「この条中山林所得金額」とあるのは「この条中山林所得金
額又は特例適用利子等の額」と、「及び山林所得金額」とあるの
は「及び山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同法第七
百六条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額
並びに特例適用利子等の額」とする。
２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは
特定同一世帯所属者が前条第四項に規定する特例適用配当等に係
る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における地方税法
第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五並びに第七百

現

○ 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和三十七年法律第百四十四号）（抄）（附則第
十九条関係）【令和四年四月一日施行】
（傍線の部分は改正部分）
改
（事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例）
第九条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し
くは特定同一世帯所属者（地方税法第七百三条の四第十項第一号
に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。）が前条第二
項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所
得、一時所得及び雑所得を有する場合における同法第七百三条の
四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の
二第一項の規定の適用については、同法第七百三条の四第六項中
「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び
山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による
所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適
用利子等の額（以下「特例適用利子等の額」という。）の合計額
から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額
（」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用利子等の額の
合計額（」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「
若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、同法第七百
三条の五第一項中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項
中山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、「及び山林所得金
額」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用利子等の額」
と、同法第七百六条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「
山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。
２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは
特定同一世帯所属者が前条第四項に規定する特例適用配当等に係
る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における地方税法
第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに
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第七百六条の二第一項の規定の適用については、同法第七百三条
の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあ
るのは「及び山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相
互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項に規
定する特例適用配当等の額（以下「特例適用配当等の額」という
。）の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得
金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用
配当等の額の合計額（」と、同条第七項中「又は山林所得金額」
とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と
、同法第七百三条の五第一項中「この項中山林所得金額」とある
のは「この項中山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、「及
び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用
配当等の額」と、同法第七百六条の二第一項中「山林所得金額」
とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

六条の二第一項の規定の適用については、同法第七百三条の四第
六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは
「及び山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義
による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項に規定する
特例適用配当等の額（以下「特例適用配当等の額」という。）の
合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の
合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用配当等
の額の合計額（」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とある
のは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、同法
第七百三条の五中「この条中山林所得金額」とあるのは「この条
中山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、「及び山林所得金
額」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用配当等の額」
と、同法第七百六条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「
山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。
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○

正

（略）

備考
（略）
第三欄の第
一号又は第
二号の登記
に該当する
ものである
ことを証す
る財務省令
で定める書
類の添付が
あるものに
限る。

案

（傍線の部分は改正部分）

行

別表第三 非課税の登記等の表（第四条関係）
名称
根拠法
非課税の登記等
備考
（略）
（略）
（略）
（略）
四 健康保険 健康保険法 一 （略）
第三欄の第
組合及び健 （大正十一 二 健康保険法第 一号又は第
康保険組合 年法律第七
百五十条第一項 二号の登記
連合会
十号）
及び第三項（保 に該当する
健事業及び福祉 ものである
事業）（同法第 ことを証す
百八十八条（準 る財務省令
用）において準 で定める書
用する場合を含 類の添付が
む。）の事業の あるものに
用に供する建物 限る。
の所有権の取得
登記又は当該事
業の用に供する
土地の権利の取
得登記
（略）
（略）
（略）
（略）
八 国民健康 国民健康保 一 （略）
保険組合及 険法（昭和 二 国民健康保険
び国民健康 三十三年法
法第八十二条第
保険団体連 律第百九十
一項及び第七項
合会
二号）
（保健事業）（
同法第八十六条

現

登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）（抄）（附則第二十条関係）【令和四年一月一日施行】

改
別表第三 非課税の登記等の表（第四条関係）
名称
根拠法
非課税の登記等
（略）
（略）
（略）
四 健康保険 健康保険法 一 （略）
組合及び健 （大正十一 二 健康保険法第
康保険組合 年法律第七
百五十条第一項
連合会
十号）
及び第五項（保
健事業及び福祉
事業）（同法第
百八十八条（準
用）において準
用する場合を含
む。）の事業の
用に供する建物
の所有権の取得
登記又は当該事
業の用に供する
土地の権利の取
得登記
（略）
（略）
（略）
八 国民健康 国民健康保 一 （略）
保険組合及 険法（昭和 二 国民健康保険
び国民健康 三十三年法
法第八十二条第
保険団体連 律第百九十
一項及び第九項
合会
二号）
（保健事業）（
同法第八十六条
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（略）

（略）

（準用規定）に
おいて準用する
場合を含む。）
の事業の用に供
する建物の所有
権の取得登記又
は当該事業の用
に供する土地の
権利の取得登記
（略）
（略）
（略）

（略）

（準用規定）に
おいて準用する
場合を含む。）
の事業の用に供
する建物の所有
権の取得登記又
は当該事業の用
に供する土地の
権利の取得登記
（略）

（略）
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○

正

案

（略）
七十二の二 全国健康

行

（略）
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）第五十三条
第一項の短期給付若しくは同法第七
十六条の退職等年金給付の支給若し
くは同法第百十二条第一項若しくは
第百十二条の二の福祉事業の実施、
地方公務員等共済組合法の長期給付
等に関する施行法（昭和三十七年法
律第百五十三号）第三条第一項、第
二項、第四項若しくは第七項若しく
は第三条の二の年金である給付の支
給又は被用者年金制度の一元化等を
図るための厚生年金保険法等の一部
を改正する法律（平成二十四年法律
第六十三号）附則第六十条第五項、
第六十一条第一項若しくは第六十五
条第一項の年金である給付の支給に
関する事務であつて総務省令で定め
るもの
（略）
健康保険法による同法第五十二条若

別表第一（第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、
第三十条の三十関係）
提供を受ける国の機関 事務
又は法人
（略）
十九 地方公務員共済
組合及び全国市町村
職員共済組合連合会

現

住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）（抄）（附則第二十一条関係）【公布日又は令和四年一月一日施行】
（傍線の部分は改正部分）
改

全国健康

別表第一（第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、
第三十条の三十関係）
提供を受ける国の機関 事務
又は法人
（略）
（略）
十九 地方公務員共済 地方公務員等共済組合法（昭和三十
組合及び全国市町村 七年法律第百五十二号）第五十三条
職員共済組合連合会 第一項の短期給付若しくは同法第七
十六条の退職等年金給付の支給若し
くは同法第百十二条第一項若しくは
第百十二条の二第一項の福祉事業の
実施、地方公務員等共済組合法の長
期給付等に関する施行法（昭和三十
七年法律第百五十三号）第三条第一
項、第二項、第四項若しくは第七項
若しくは第三条の二の年金である給
付の支給又は被用者年金制度の一元
化等を図るための厚生年金保険法等
の一部を改正する法律（平成二十四
年法律第六十三号）附則第六十条第
五項、第六十一条第一項若しくは第
六十五条第一項の年金である給付の
支給に関する事務であつて総務省令
で定めるもの
（略）
健康保険法による同法第五十二条若
（略）
七十二の二
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保険協会及び健康保 しくは第百二十七条の保険給付の支
険組合
給、同法第百五十条第一項の保健事
業若しくは同条第五項の福祉事業の
実施又は同法第百八十三条の保険料
等の徴収に関する事務であつて総務
省令で定めるもの
（略）
（略）
七十三 全国健康保険 船員保険法による同法第二十九条の
協会
保険給付の支給、同法第百十一条第
一項の保健事業若しくは同条第五項
の福祉事業の実施、同法第百三十七
条の保険料等の徴収若しくは同法附
則第五条第一項の障害前払一時金若
しくは同条第二項の遺族前払一時金
の支給又は雇用保険法等の一部を改
正する法律（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船員保
険法による保険給付の支給に関する
事務であつて総務省令で定めるもの
（略）
（略）

別表第二（第三十条の十関係）
提供を受ける通知都道 事務
府県の区域内の市町村
の市町村長その他の執
行機関
（略）
（略）
五の十一 市長又は福 生活保護法（昭和二十五年法律第百
祉事務所を管理する 四十四号）による同法第十九条第一

保険協会及び健康保
険組合

（略）
七十三 全国健康保険
協会

（略）

しくは第百二十七条の保険給付の支
給、同法第百五十条第一項の保健事
業若しくは同条第三項の福祉事業の
実施又は同法第百八十三条の保険料
等の徴収に関する事務であつて総務
省令で定めるもの
（略）
船員保険法による同法第二十九条の
保険給付の支給、同法第百十一条第
一項の保健事業若しくは同条第三項
の福祉事業の実施、同法第百三十七
条の保険料等の徴収若しくは同法附
則第五条第一項の障害前払一時金若
しくは同条第二項の遺族前払一時金
の支給又は雇用保険法等の一部を改
正する法律（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船員保
険法による保険給付の支給に関する
事務であつて総務省令で定めるもの
（略）

別表第二（第三十条の十関係）
提供を受ける通知都道 事務
府県の区域内の市町村
の市町村長その他の執
行機関
（略）
（略）
五の十一 市長又は福 生活保護法（昭和二十五年法律第百
祉事務所を管理する 四十四号）による同法第十九条第一
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町村長

（略）

項の保護の決定及び実施、同法第五
十五条の四第一項の就労自立給付金
若しくは同法第五十五条の五第一項
の進学準備給付金の支給、同法第五
十五条の八第一項の被保護者健康管
理支援事業の実施、同法第六十三条
の保護に要する費用の返還又は同法
第七十七条第一項、第七十七条の二
第一項、第七十八条第一項から第三
項まで若しくは第七十八条の二第一
項若しくは第二項の徴収金の徴収に
関する事務であつて総務省令で定め
るもの
（略）

別表第三（第三十条の十一関係）
提供を受ける通知都道 事務
府県以外の都道府県の
都道府県知事その他の
執行機関
（略）
七の七

（略）
都道府県知事 生活保護法による同法第十九条第一
項の保護の決定及び実施、同法第五
十五条の四第一項の就労自立給付金
若しくは同法第五十五条の五第一項
の進学準備給付金の支給、同法第五
十五条の八第一項の被保護者健康管
理支援事業の実施、同法第六十三条
の保護に要する費用の返還又は同法
第七十七条第一項、第七十七条の二
第一項、第七十八条第一項から第三

町村長

（略）

項の保護の決定及び実施、同法第五
十五条の四第一項の就労自立給付金
若しくは同法第五十五条の五第一項
の進学準備給付金の支給、同法第六
十三条の保護に要する費用の返還又
は同法第七十七条第一項、第七十七
条の二第一項、第七十八条第一項か
ら第三項まで若しくは第七十八条の
二第一項若しくは第二項の徴収金の
徴収に関する事務であつて総務省令
で定めるもの

（略）
別表第三（第三十条の十一関係）
提供を受ける通知都道 事務
府県以外の都道府県の
都道府県知事その他の
執行機関
（略）
七の七 都道府県知事

（略）
生活保護法による同法第十九条第一
項の保護の決定及び実施、同法第五
十五条の四第一項の就労自立給付金
若しくは同法第五十五条の五第一項
の進学準備給付金の支給、同法第六
十三条の保護に要する費用の返還又
は同法第七十七条第一項、第七十七
条の二第一項、第七十八条第一項か
ら第三項まで若しくは第七十八条の
二第一項若しくは第二項の徴収金の
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（略）

項まで若しくは第七十八条の二第一
項若しくは第二項の徴収金の徴収に
関する事務であつて総務省令で定め
るもの
（略）

別表第四（第三十条の十二関係）
提供を受ける通知都道 事務
府県以外の都道府県の
区域内の市町村の市町
村長その他の執行機関
（略）
（略）
四の十一 市長又は福 生活保護法による同法第十九条第一
祉事務所を管理する 項の保護の決定及び実施、同法第五
町村長
十五条の四第一項の就労自立給付金
若しくは同法第五十五条の五第一項
の進学準備給付金の支給、同法第五
十五条の八第一項の被保護者健康管
理支援事業の実施、同法第六十三条
の保護に要する費用の返還又は同法
第七十七条第一項、第七十七条の二
第一項、第七十八条第一項から第三
項まで若しくは第七十八条の二第一
項若しくは第二項の徴収金の徴収に
関する事務であつて総務省令で定め
るもの
（ 略）
（略）

別表第五（第三十条の十五関係）
一～九の三 （略）
九の四 生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定及び

（略）

徴収に関する事務であつて総務省令
で定めるもの

（略）

（略）

（略）
生活保護法による同法第十九条第一
項の保護の決定及び実施、同法第五
十五条の四第一項の就労自立給付金
若しくは同法第五十五条の五第一項
の進学準備給付金の支給、同法第六
十三条の保護に要する費用の返還又
は同法第七十七条第一項、第七十七
条の二第一項、第七十八条第一項か
ら第三項まで若しくは第七十八条の
二第一項若しくは第二項の徴収金の
徴収に関する事務であつて総務省令
で定めるもの

別表第四（第三十条の十二関係）
提供を受ける通知都道 事務
府県以外の都道府県の
区域内の市町村の市町
村長その他の執行機関
（略）
四の十一 市長又は福
祉事務所を管理する
町村長

（略）

別表第五（第三十条の十五関係）
一～九の三 （略）
九の四 生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定及び
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実施、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金若しくは同
法第五十五条の五第一項の進学準備給付金の支給、同法第五十
五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施、同法第六
十三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項、
第七十七条の二第一項、第七十八条第一項から第三項まで若し
くは第七十八条の二第一項若しくは第二項の徴収金の徴収に関
する事務であつて総務省令で定めるもの
九の五～三十四 （略）

（略）

実施、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金若しくは同
法第五十五条の五第一項の進学準備給付金の支給、同法第六十
三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項、第
七十七条の二第一項、第七十八条第一項から第三項まで若しく
は第七十八条の二第一項若しくは第二項の徴収金の徴収に関す
る事務であつて総務省令で定めるもの
九の五～三十四
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正

案

行

（略）
児童手当法による同法第十七条第一
項の規定により読み替えて適用する
同法第八条第一項の児童手当の支給
に関する事務であつて総務省令で定
めるもの
（新設）

（略）

（略）

別表第二（第三十条の十関係）
提供を受ける通知都道 事務
府県の区域内の市町村
の市町村長その他の執
行機関
（略）
（略）

七十一の四～七十一の
七 （略）
（略）

（新設）

別表第一（第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、
第三十条の三十関係）
提供を受ける国の機関 事務
又は法人
（略）
七十一の三 児童手当
法第十七条第一項の
表の第一号の下欄に
規定する者

現

○ 住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）（抄）（附則第二十二条関係）【公布の日から起算して三年を超えない範囲内に
おいて政令で定める日施行】
（傍線の部分は改正部分）
改
別表第一（第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、
第三十条の三十関係）
提供を受ける国の機関 事務
又は法人
（略）
（略）
（略）
（略）

七十一の四 社会保険 生活保護法（昭和二十五年法律第百
診療報酬支払基金又 四十四号）による同法第八十条の四
は国民健康保険団体 第一項の情報の収集若しくは整理又
連合会
は利用若しくは提供に関する事務で
あつて総務省令で定めるもの
七十一の五～七十一の （略）
八 （略）
（略）
（略）
別表第二（第三十条の十関係）
提供を受ける通知都道 事務
府県の区域内の市町村
の市町村長その他の執
行機関
（略）
（略）
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（略）

五の十一 市長又は福 生活保護法による同法第十九条第一
祉事務所を管理する 項の保護の決定及び実施、同法第五
町村長
十五条の四第一項の就労自立給付金
若しくは同法第五十五条の五第一項
の進学準備給付金の支給、同法第五
十五条の八第一項の被保護者健康管
理支援事業の実施、同法第六十三条
の保護に要する費用の返還又は同法
第七十七条第一項、第七十七条の二
第一項、第七十八条第一項から第三
項まで若しくは第七十八条の二第一
項若しくは第二項の徴収金の徴収に
関する事務であつて総務省令で定め
るもの
（略）

五の十一 市長又は福
祉事務所を管理する
町村長

（略）

生活保護法（昭和二十五年法律第百
四十四号）による同法第十九条第一
項の保護の決定及び実施、同法第五
十五条の四第一項の就労自立給付金
若しくは同法第五十五条の五第一項
の進学準備給付金の支給、同法第五
十五条の八第一項の被保護者健康管
理支援事業の実施、同法第六十三条
の保護に要する費用の返還又は同法
第七十七条第一項、第七十七条の二
第一項、第七十八条第一項から第三
項まで若しくは第七十八条の二第一
項若しくは第二項の徴収金の徴収に
関する事務であつて総務省令で定め
るもの
（略）
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正

案

行

（配当等に係る国民健康保険税の課税の特例）
第三条の二の三 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保
険者若しくは特定同一世帯所属者（地方税法第七百三条の四第十
一項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。次項において
同じ。）が前条第十項に規定する条約適用利子等に係る利子所得
、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合におけ
る同法第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規
定の適用については、同法第七百三条の四第六項中「及び山林所
得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額
並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法
の特例等に関する法律（以下「租税条約等実施特例法」という。
）第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額
から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額
（」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法
第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額（
」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは
山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に
規定する条約適用利子等の額」と、同法第七百三条の五及び第七
百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林
所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規
定する条約適用利子等の額」と、同法第七百三条の五中「この条
中山林所得金額」とあるのは「この条中山林所得金額又は租税条
約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等
の額」とする。
２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは

現

○ 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和四十四年法律第四十六号）（抄）（附則第
二十三条関係）【公布日又は令和四年四月一日施行】
（傍線の部分は改正部分）
改
（配当等に係る国民健康保険税の課税の特例）
第三条の二の三 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保
険者若しくは特定同一世帯所属者（地方税法第七百三条の四第十
項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。次項において同
じ。）が前条第十項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、
配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における
同法第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定
の適用については、同法第七百三条の四第六項中「及び山林所得
金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並
びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の
特例等に関する法律（以下「租税条約等実施特例法」という。）
第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額か
ら第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額（
」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第
三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額（」
と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山
林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規
定する条約適用利子等の額」と、同法第七百三条の五第一項及び
第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び
山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項
に規定する条約適用利子等の額」と、同法第七百三条の五第一項
中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項中山林所得金額
又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約
適用利子等の額」とする。
２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは
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特定同一世帯所属者が前条第十二項に規定する条約適用配当等に
係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における地方税
法第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の
適用については、同法第七百三条の四第六項中「及び山林所得金
額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並び
に租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特
例等に関する法律（以下「租税条約等実施特例法」という。）第
三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額か
ら第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額（
」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第
三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額（
」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは
山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項
に規定する条約適用配当等の額」と、同法第七百三条の五第一項
及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「
及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第
十二項に規定する条約適用配当等の額」と、同法第七百三条の五
第一項中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項中山林所
得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定
する条約適用配当等の額」とする。

特定同一世帯所属者が前条第十二項に規定する条約適用配当等に
係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における地方税
法第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の
適用については、同法第七百三条の四第六項中「及び山林所得金
額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並び
に租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特
例等に関する法律（以下「租税条約等実施特例法」という。）第
三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額か
ら第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額（
」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第
三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額（
」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは
山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項
に規定する条約適用配当等の額」と、同法第七百三条の五及び第
七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山
林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項
に規定する条約適用配当等の額」と、同法第七百三条の五中「こ
の条中山林所得金額」とあるのは「この条中山林所得金額又は租
税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用
配当等の額」とする。
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正

案

行

（公害医療機関）
第二十条 療養の給付を取り扱う者（以下「公害医療機関」という
。）は、次に掲げるもの（都道府県知事に対し公害医療機関とな
らない旨を申し出たものを除く。）とする。
一 （略）
二 生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第五十条第一
項に規定する指定医療機関
三 （略）

現

○ 公害健康被害の補償等に関する法律（昭和四十八年法律第百十一号）（抄）（附則第二十四条関係）【公布の日から起算して三年
を超えない範囲内において政令で定める日施行】
（傍線の部分は改正部分）
改
（公害医療機関）
第二十条 療養の給付を取り扱う者（以下「公害医療機関」という
。）は、次に掲げるもの（都道府県知事に対し公害医療機関とな
らない旨を申し出たものを除く。）とする。
一 （略）
二 生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第三十四条第
二項に規定する指定医療機関
（略）
三
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○

案

現

介 護 保 険 法 （平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ）（抄）（ 附 則 第 二 十 五 条 関 係 ） 【 令 和 四 年 一 月 一 日 施 行 】

正

10

（傍線の部分は改正部分）

行

（地域支援事業）
第百十五条の四十五 （略）
２～５ （略）
６ 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九
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（同号において「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。
７～
（略）
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改
（地域支援事業）
第百十五条の四十五 （略）
２～５ （略）
６ 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九
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五項に規定する高齢者の心
身の特性に応じた事業（同号において「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。
７～
（略）
10

○

正

案

行

（私立学校教職員共済法の特例）
第十一条 （略）
２ （略）
３ 前項の放送大学学園の職員に関する共済法の規定の適用につい
ては、共済法第二十七条第一項中「掛金及び加入者保険料（厚生
年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第八十二条第一項の
規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する学校
法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項において同
じ。）」とあり、同条第二項中「掛金及び加入者保険料（以下「
掛金等」という。）」とあり、並びに共済法第二十八条第二項か
ら第五項まで、第二十九条第一項、第二十九条の二、第三十条第
一項及び第三項から第六項まで、第三十一条第一項、第三十二条
、第三十三条並びに第三十四条第三項中「掛金等」とあるのは「
掛金」と、共済法第二十九条第二項中「及び厚生年金保険法によ
る標準報酬月額に係る掛金等」とあり、及び同条第三項中「及び
厚生年金保険法による標準賞与額に係る掛金等」とあるのは「に
係る掛金」とする。

現

放 送 大 学 学 園 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 五 十 六 号 ） （抄）（ 附 則 第 二 十 六 条 関 係 ） 【 令 和 四 年 十 月 一 日 施 行 】
（傍線の部分は改正部分）
改
（私立学校教職員共済法の特例）
第十一条 （略）
２ （略）
３ 前項の放送大学学園の職員に関する共済法の規定の適用につい
ては、共済法第二十七条第一項中「掛金及び加入者保険料（厚生
年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第八十二条第一項の
規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する学校
法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項において同
じ。）」とあり、同条第二項中「掛金及び加入者保険料（以下「
掛金等」という。）」とあり、並びに共済法第二十八条第二項、
第三項、第五項及び第六項、第二十九条第一項、第二十九条の二
、第三十条第一項及び第三項から第六項まで、第三十一条第一項
、第三十二条、第三十三条並びに第三十四条第三項中「掛金等」
とあるのは「掛金」と、共済法第二十九条第二項中「及び厚生年
金保険法による標準報酬月額に係る掛金等」とあり、及び同条第
三項中「及び厚生年金保険法による標準賞与額に係る掛金等」と
あるのは「に係る掛金」とする。
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正

案

行

（私立学校教職員共済法の特例）
第十六条 （略）
２ 私立大学派遣検察官等に関する私立学校教職員共済法の規定の
適用については、同法第二十七条第一項中「掛金及び加入者保険
料（厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第八十二条
第一項の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用
する学校法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項に
おいて同じ。）」とあり、同条第二項中「掛金及び加入者保険料
（以下「掛金等」という。）」とあり、並びに同法第二十八条第
二項から第五項まで、第二十九条第一項、第二十九条の二、第三
十条第一項及び第三項から第六項まで、第三十一条第一項、第三
十二条、第三十三条並びに第三十四条第三項中「掛金等」とある
のは「掛金」と、同法第二十九条第二項中「及び厚生年金保険法
による標準報酬月額に係る掛金等」とあり、及び同条第三項中「
及び厚生年金保険法による標準賞与額に係る掛金等」とあるのは
「に係る掛金」とする。
３ 私立大学派遣検察官等のうち第十三条第二項ただし書の規定に
よる給与の支給を受ける者に関する私立学校教職員共済法の規定
の適用については、同法第二十一条第一項中「準ずるもの」とあ
るのは「準ずるもの（法科大学院への裁判官及び検察官その他の
一般職の国家公務員の派遣に関する法律（平成十五年法律第四十
号）第十三条第二項ただし書の規定により国から支給される給与
であつて共済規程で定めるもの（次条において「私立大学派遣検
察官等に対する国の給与」という。）を含む。）」と、同法第二
十二条第五項及び第十項中「報酬の総額」とあるのは「報酬（当

現

○ 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律（平成十五年法律第四十号）（抄）（附則第二
十七条関係）【令和四年十月一日施行】
（傍線の部分は改正部分）
改
（私立学校教職員共済法の特例）
第十六条 （略）
２ 私立大学派遣検察官等に関する私立学校教職員共済法の規定の
適用については、同法第二十七条第一項中「掛金及び加入者保険
料（厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第八十二条
第一項の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用
する学校法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項に
おいて同じ。）」とあり、同条第二項中「掛金及び加入者保険料
（以下「掛金等」という。）」とあり、並びに同法第二十八条第
二項、第三項、第五項及び第六項、第二十九条第一項、第二十九
条の二、第三十条第一項及び第三項から第六項まで、第三十一条
第一項、第三十二条、第三十三条並びに第三十四条第三項中「掛
金等」とあるのは「掛金」と、同法第二十九条第二項中「及び厚
生年金保険法による標準報酬月額に係る掛金等」とあり、及び同
条第三項中「及び厚生年金保険法による標準賞与額に係る掛金等
」とあるのは「に係る掛金」とする。
３ 私立大学派遣検察官等のうち第十三条第二項ただし書の規定に
よる給与の支給を受ける者に関する私立学校教職員共済法の規定
の適用については、同法第二十一条第一項中「準ずるもの」とあ
るのは「準ずるもの（法科大学院への裁判官及び検察官その他の
一般職の国家公務員の派遣に関する法律（平成十五年法律第四十
号）第十三条第二項ただし書の規定により国から支給される給与
であつて共済規程で定めるもの（次条において「私立大学派遣検
察官等に対する国の給与」という。）を含む。）」と、同法第二
十二条第五項及び第十項中「報酬の総額」とあるのは「報酬（当
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該期間における私立大学派遣検察官等に対する国の給与を含む。
）の総額」と、同法第二十八条第一項中「及び」とあるのは「並
びに」と、「学校法人等」とあるのは「学校法人等及び国」と、
同条第三項及び第六項中「当該学校法人等」とあるのは「当該学
校法人等及び国」と、同法第二十九条第一項から第三項までの規
定中「学校法人等」とあるのは「学校法人等及び国」とする。
４ （略）

該期間における私立大学派遣検察官等に対する国の給与を含む。
）の総額」と、同法第二十八条第一項中「及び」とあるのは「並
びに」と、「学校法人等」とあるのは「学校法人等及び国」と、
同条第三項及び第五項中「当該学校法人等」とあるのは「当該学
校法人等及び国」と、同法第二十九条第一項から第三項までの規
定中「学校法人等」とあるのは「学校法人等及び国」とする。
４ （略）
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○

正

案

行

（機構の目的）
第三条 独立行政法人地域医療機能推進機構（以下「機構」という
。）は、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一
部を改正する法律（平成十九年法律第百十号）第七条の規定によ
る改正前の厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第七
十九条の施設及び健康保険法（大正十一年法律第七十号）第百五
十条第一項又は第三項の事業（政府が管掌していた健康保険に係
るものに限る。）の用に供していた施設であって厚生労働大臣が
定めるもの並びに附則第四条第一項の規定により厚生労働大臣が
定めた施設である病院（医療法（昭和二十三年法律第二百五号）
第一条の五第一項に規定する病院をいう。第十三条第一項第一号
において同じ。）、介護老人保健施設（介護保険法（平成九年法
律第百二十三号）第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設
をいう。第十三条第一項第二号において同じ。）等の施設の運営
等の業務を行うことにより、医療法第三十条の四第二項第五号イ
からホまでに掲げる医療、リハビリテーションその他地域におい
て必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図り、もっ
て公衆衛生の向上及び増進並びに住民の福祉の増進に寄与するこ
とを目的とする。

現

独 立 行 政 法 人 地 域 医 療 機 能 推 進 機 構 法 （ 平 成 十 七 年 法 律 第 七 十 一 号 ） （抄）（ 附 則 第 二 十 八 条 関 係 ） 【 令 和 四 年 一 月 一 日 施 行 】
（傍線の部分は改正部分）
改
（機構の目的）
第三条 独立行政法人地域医療機能推進機構（以下「機構」という
。）は、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一
部を改正する法律（平成十九年法律第百十号）第七条の規定によ
る改正前の厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第七
十九条の施設及び健康保険法（大正十一年法律第七十号）第百五
十条第一項又は第五項の事業（政府が管掌していた健康保険に係
るものに限る。）の用に供していた施設であって厚生労働大臣が
定めるもの並びに附則第四条第一項の規定により厚生労働大臣が
定めた施設である病院（医療法（昭和二十三年法律第二百五号）
第一条の五第一項に規定する病院をいう。第十三条第一項第一号
において同じ。）、介護老人保健施設（介護保険法（平成九年法
律第百二十三号）第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設
をいう。第十三条第一項第二号において同じ。）等の施設の運営
等の業務を行うことにより、医療法第三十条の四第二項第五号イ
からホまでに掲げる医療、リハビリテーションその他地域におい
て必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図り、もっ
て公衆衛生の向上及び増進並びに住民の福祉の増進に寄与するこ
とを目的とする。
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○

則

改

正

案

行

第三十一条 平成二十年十月改正健保法第百六十条第三項の規定に
基づき算定した都道府県単位保険料率のうち、第四条の規定の施
行の日の前日における旧政管健保の一般保険料率との率の差が政
令で定める基準を上回るものがある場合においては、同項の規定
にかかわらず、協会は、成立の日から、被保険者及びその被扶養
者の健康の保持増進並びに医療に要する費用の適正化に係る協会
の各支部（健康保険法第百六十条第一項に規定する各支部をいう
。）の取組の状況を勘案して平成三十六年三月三十一日までの間
において政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところに
より、都道府県単位保険料率の調整を行い、運営委員会の議を経
て、当該算定した都道府県単位保険料率とは異なる都道府県単位
保険料率を定めるものとする。

附 則

現

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）（ 附 則 第 二 十 九 条 関 係 ） 【 公 布 日 施 行 】
（傍線の部分は改正部分）

附
第三十一条 平成二十年十月改正健保法第百六十条第三項の規定に
基づき算定した都道府県単位保険料率のうち、第四条の規定の施
行の日の前日における旧政管健保の一般保険料率との率の差が政
令で定める基準を上回るものがある場合においては、同項の規定
にかかわらず、協会は、成立の日から、被保険者及びその被扶養
者の健康の保持増進並びに医療に要する費用の適正化に係る協会
の各支部（健康保険法第百六十条第一項に規定する各支部をいう
。）の取組の状況を勘案して令和六年三月三十一日までの間にお
いて政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより
、都道府県単位保険料率の調整を行い、運営委員会の議を経て、
当該算定した都道府県単位保険料率とは異なる都道府県単位保険
料率を定めるものとする。
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正

案

現

行

○ 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第三十一号）（抄）（附則
第二十九条関係）【公布日施行】
（傍線の部分は改正部分）
改

附 則

（高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
第二十四条 （略）
２・３ （略）
４ 第二号施行日以後最初に定められる新全国計画に対する第二号
改正後高確法第八条第一項の規定の適用については、同項中「六
年ごとに、六年を一期として、」とあるのは、「平成三十六年三
月三十一日までを計画期間とする」とする。

則

（高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
第二十四条 （略）
２・３ （略）
４ 第二号施行日以後最初に定められる新全国計画に対する第二号
改正後高確法第八条第一項の規定の適用については、同項中「六
年ごとに、六年を一期として、」とあるのは、「令和六年三月三
十一日までを計画期間とする」とする。

第二十五条 （略）
２・３ （略）
４ 第二号施行日以後最初に定められる新都道府県計画に対する第
二号改正後高確法第九条第一項の規定の適用については、同項中
「六年ごとに、六年を一期として、」とあるのは、「平成三十六
年三月三十一日までを計画期間とする」とする。

附

第二十五条 （略）
２・３ （略）
４ 第二号施行日以後最初に定められる新都道府県計画に対する第
二号改正後高確法第九条第一項の規定の適用については、同項中
「六年ごとに、六年を一期として、」とあるのは、「令和六年三
月三十一日までを計画期間とする」とする。
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正

案

行

（生活保護法の特例）
第十二条 （略）
２ 特定広域団体が別表第三号に掲げる事務に関する事項が定めら
れている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後に
おける生活保護法第五十四条の二第一項及び第五項並びに第八十
六条第一項の規定の適用については、同法第五十四条の二第一項
中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、国の開設し
た地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保
健施設又は介護医療院（道州制特別区域における広域行政の推進
に関する法律（平成十八年法律第百十六号）第七条の規定により
同法別表第三号に掲げる事務に関する事項が定められている道州
制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域
団体（以下この項において「計画作成特定広域団体」という。）
の区域に所在する地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施
設、介護老人保健施設又は介護医療院を除く。）について、計画
作成特定広域団体の知事は」と、「介護医療院について」とある
のは「介護医療院（当該計画作成特定広域団体の区域に所在する
地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健
施設又は介護医療院に限る。）について」と、同条第五項中「こ
の場合において」とあるのは「この場合において、第四十九条の
二第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は計画
作成特定広域団体（道州制特別区域における広域行政の推進に関
する法律（平成十八年法律第百十六号）第七条の規定により同法
別表第三号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特
別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体

現

○ 道 州 制 特 別 区 域 に お け る 広 域 行 政 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 百 十 六 号 ） （抄）（ 附 則 第 三 十 条 関 係 ） 【 公 布 の 日 か ら
起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
（傍線の部分は改正部分）
改
（生活保護法の特例）
第十二条 （略）
２ 特定広域団体が別表第三号に掲げる事務に関する事項が定めら
れている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後に
おける生活保護法第五十四条の二第一項及び第五項並びに第八十
六条の規定の適用については、同法第五十四条の二第一項中「厚
生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、国の開設した地域
密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設
又は介護医療院（道州制特別区域における広域行政の推進に関す
る法律（平成十八年法律第百十六号）第七条の規定により同法別
表第三号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別
区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体（
以下この項において「計画作成特定広域団体」という。）の区域
に所在する地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介
護老人保健施設又は介護医療院を除く。）について、計画作成特
定広域団体の知事は」と、「介護医療院について」とあるのは「
介護医療院（当該計画作成特定広域団体の区域に所在する地域密
着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又
は介護医療院に限る。）について」と、同条第五項中「この場合
において」とあるのは「この場合において、第四十九条の二第一
項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は計画作成特
定広域団体（道州制特別区域における広域行政の推進に関する法
律（平成十八年法律第百十六号）第七条の規定により同法別表第
三号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域
計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体をいう
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。以下この条において同じ。）の知事」と、同条第二項及び第三
項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は計画作成特
定広域団体の知事」と」と、同法第八十六条中「第五十四条の二
第五項」とあるのは「第五十四条の二第五項（道州制特別区域に
おける広域行政の推進に関する法律第十二条第二項の規定により
適用する場合を含む。）」とする。
３～５ （略）

をいう。以下この条において同じ。）の知事」と、同条第二項及
び第三項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は計画
作成特定広域団体の知事」と」と、同法第八十六条第一項中「第
五十四条の二第五項」とあるのは「第五十四条の二第五項（道州
制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十二条第二項
の規定により適用する場合を含む。）」とする。
３～５ （略）
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案

（略）
生活保護法による保護の決定及び実施
、就労自立給付金若しくは進学準備給
付金の支給、被保護者健康管理支援事
業の実施、保護に要する費用の返還又
は徴収金の徴収に関する事務であって
主務省令で定めるもの
（略）

正

（略）

別表第一（第九条関係）
（略）
十五 都道府県知事
等

現

（略）

（略）
生活保護法による保護の決定及び実施
、就労自立給付金若しくは進学準備給
付金の支給、保護に要する費用の返還
又は徴収金の徴収に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

行

○ 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）（抄）（附則第三十一
条関係）【公布日施行】
（傍線の部分は改正部分）
改
別表第一（第九条関係）
（略）
十五 都道府県知事
等

（ 略）
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