○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

介護保険 法（平成九年法律第百 二十三号）（抄）

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）

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）

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）

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 ）

労働安全衛生法（昭 和四十七年法律第 五十七号）（抄）

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）

住民基本 台帳法（昭和四十二 年法律第八十一号） （抄）

登録免許税法 （昭和四十二年法律 第三十五号）（抄）

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）

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）

国民健康 保険法（昭和三十三年 法律第百九十二号 ）（抄）

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）

厚生年金保険法（昭 和二十九年法律第百十 五号）（抄）

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 ）

地方税法 （昭和二十五年法律第 二百二十六号）（抄）

生活保護法（ 昭和二十五年法律第百四 十四号）（抄）

船 員職業安定法（昭 和二十三年法律第百三 十号）（抄）

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）

地方財政法（ 昭和二十三年法律 第百九号）（抄）

船員保険法（昭和十 四年法律第七十三 号）（抄）

健 康保険法（大正十一年 法律第七十号）（ 抄）

６

１

目次

○

健 康増進法（平成十四年 法律第百三号）（抄）

参照条文

○

電子署名等に係る地 方公共団体情報システ ム機構の認証業務 に関する法律（平成十 四年法律第百五十三 号）（抄）

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

○

65 64 63 62 55 54 54 54 53 47 46 42 41 33 30 29 26 20 13 12 10 10

○

○

○

○

○

○

○

○

○

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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 ）

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）

放 送大学学園法（平成十 四年法律第百五十 六号）（抄）

71 70 69 68 67 67 66 65 65

○

健 康保険法（大正十一年 法律第七十号）（ 抄）

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

（任意継続被保 険者の資格喪失）
第三十八条

二

一

保険料（初めて納 付すべき保険料を除く 。）を納付期日までに 納付しなかったと き（納付の遅延について 正当な理由がある と保険者

死亡したと き。

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。

たと きは、その日）から、 その資格を喪失する。

三

五

四
後期高齢者医療の被保 険者等となったと き。

船員保険の被保険 者となったとき。

被保険者と なったとき。

が認めた ときを除く。）。

六

任意継続被 保険者の標準報酬月額 については、第四 十一条から第四十四条 までの規定にかかわら ず、次の各号に掲 げる額のう

（任意継続被保 険者の標準報酬月額）
第 四十七条
一

前年（一月から 三月までの標準報酬 月額については、前々 年）の九月三十日 における当該任意継続 被保険者の属する保険 者が管掌す

当該任意 継続被保険者が被保 険者の資格を喪失した ときの標準報酬月 額

ちいずれ か少ない額をもっ て、その者の標準報酬月 額とする。
二

る 全被保険者の同月の標 準報酬月額を平均 した額（健康保険組合 が当該平均した額 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

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

（他の法令による保険 給付との調整）
第五十 五条

、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

- 1 -

２

３

ける ことができる場合には 、行わない。

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、家族療養費若し

くは家族訪問看 護療養費の支給は、同一 の疾病又は負傷 について、介護保険法の 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。

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、家 族療

養費、家族 訪問看護療養費若しく は家族移送費の支給は 、同一の疾病又は 負傷について、他の法 令の規定により国又 は地方公共団体の負
担で療養又は療 養費の支給を受けたとき は、その限度において 、行わない。

被保 険者（任意継続被 保険者を除く。第百二 条第一項において同じ 。）が療養のため 労務に服することができ ないときは、そ

（傷病手当 金）
第九十九条

の労務に服することが できなくなった日 から起算して三日を経 過した日から労務に服 することができな い期間、傷病手当金を 支給する。
（略）

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

２・３
４
えないものとす る。
（他の医 療保険による給付 等との調整）

日雇特例被保険者に 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

日 雇特例被保険者に 係る家族療養費、家族 訪問看護療養費、 家族移送費、家族埋葬 料又は家族出産育児一時 金の支給は、同 一の疾病、

の限度において 、行わない。

項において 同じ。）、家族訪問看 護療養費、家族移送 費、家族埋葬料又は 家族出産育児一時金の 支給に相当する給 付を受けたときは、そ

規定 によりこの章の規定に よる家族療養費（第 百四十条第二項にお いて準用する第百三十二 条の規定により支 給される療養費を含む 。次

、埋葬料若しくは出産 育児一時金の支給は 、同一の疾病、負傷 、死亡又は出産につい て、前章の規定又 はこの法律以外の医療 保険各法の

日雇特例被保 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

令の規定又 は介護保険法の規定 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。

定、 この法律以外の医療 保険各法（国民健康 保険法を除く。以下こ の条において同じ 。）の規定若しくは第五 十五条第一項に規定す る法

費、移送費、傷病手 当金、埋葬料、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 、前章の規

第百二十八条

２

３
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４

５

負傷 、死亡又は出産につい て、前章の規定若 しくはこの法律以外の 医療保険各法の規定 又は介護保険法の規定 によりこれらに相当す る給

付又はこの 章の規定による療養の 給付若しくは入院 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、埋葬料若 しくは出産育児一時金の 支給に相当する 給付を受けることができ る場合には、行わ ない。

特別療養費（第百四 十五条第六項において 準用する第百三十 二条の規定により支給 される療養費を含 む。）の支給は、同一 の疾病又は

負傷 について、前章の規定 、この法律以外の医療保 険各法の規定若 しくは第五十五条第一項 に規定する法令の 規定又は介護保険法の 規定

によりこの 章の規定による療養の 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、家族療
養費若しくは家 族訪問看護療養費の支給 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。

日 雇特例被保険者に 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

、家族療養 費、家族訪問看 護療養費、家族移送費若 しくは特別療養費の支 給は、同一の疾病 又は負傷について、他 の法令の規定によ り国
又は地方公共団 体の負担で療養又 は療養費の支給を受け たときは、その限度にお いて、行わない 。
（保 健事業及び福祉事業）

保険者は、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

厚生労働大臣 は、第一項の規定により 保険者が行う被 保険者等の健康の保持増 進のために必要な事業 に関して、その適 切かつ有効な実

る。

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

において、保険者は、 これらの事業の利用 者に対し、厚生労働 省令で定めるところに より、利用料を請 求することができる。

保険者は、第 一項及び前項の事 業に支障がない場合に 限り、被保険者等でない 者にこれらの事 業を利用させることがで きる。この場合

又は被保険 者等の出産のために 必要な費用に係る資 金の貸付けその他の被 保険者等の福祉の 増進のために必要な事 業を行うことができる 。

保 険者は、被保険者 等の療養のために必要 な費用に係る資金若し くは用具の貸付け その他の被保険者等の療 養若しくは療養環境 の向上

、適切かつ有効に行 うものとする。

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

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。

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

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

第百五十条

２
３
４
５
６

施を 図るため、指針の 公表、情報の提供その 他の必要な支援を行 うものとする。
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７

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

前 項の指針は、健康増進 法（平成十四年法 律第百三号）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。

第百五十九条

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

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

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。
（準 用）
第百八十八条

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。

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

（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

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。
（略 ）
（略）

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

一～十一
十二
（略 ）

十三 ～二十一
２～４

（基 金等への事務の委 託）
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保険者は、 第七十六条第五項 （第八十五条第九項、 第八十五条の二第 五項、第八十六条第四項 、第百十条第七項及び 第百

一

（略）

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

又は提供に関 する事務

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

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

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

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

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

三

二

準用する場合を 含む。同号において同じ 。）に規定する 事務のほか、次に掲げる 事務を基金又は国 保連合会に委託するこ とができる。

四十九条に おいて準用する場合を 含む。第一号にお いて同じ。）及び第八 十八条第十一項（第 百十一条第三項及び 第百四十九条において

第二百 五条の四

２
る保 険者と共同して委託す るものとする。

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

（関係者の連携 及び協力）
第 二百五条の五

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

則

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 。
附

（略）

（特定健康保険 組合）
第三条
（略）

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

２～５
６

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
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７

船 員保険法（昭和十四年 法律第七十三号）（抄）

（略）

「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。

○

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

（疾病任意継続 被保険者の資格喪失）
第十四 条

二

一

保険料（初めて納付す べき保険料を除く 。）を納付期日までに 納付しなかったとき（納 付の遅延について 正当な理由があると協 会が

死亡したとき。

疾病任意継 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。

ったときは 、その日）から 、その資格を喪失する。

三

五

四

後期 高齢者医療の被保 険者等となったとき。

健康保険の被保険 者となったとき。

被保険者と なったとき。

認めたと きを除く。）。

六
（他の法令による保 険給付との調整）

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。

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、

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。

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

）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

第三十 三条

２

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 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
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３

４

５

６

るこ とができる場合には、 行わない。

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 に掲げる給付及び 船員法第八十九条第二 項の規定により船舶所

有者が施し、又 は必要な費用を負担する 療養（以下「下 船後の療養補償」という 。）に相当する療 養の給付を除く。）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、家族療養費 若しくは家族訪問看 護療養費の支給は、 同一の疾病

又は 負傷について、介護保 険法（平成九年法律第百 二十三号）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。

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、家族療 養費、家族訪問

看護 療養費若しくは家 族移送費の支給は、同 一の疾病又は負傷につ いて、他の法令の 規定により国又は地方公 共団体の負担で療 養又は療
養費の支給 を受けたときは 、その限度において、行 わない。

家族療養費、 家族訪問看護療養 費、家族移送費、家族 葬祭料又は家族出産育 児一時金の支給は 、同一の疾病、負傷、死 亡又は出産につ

いて、健康保険法第五 章の規定により療 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、埋葬料若しく は出産育児一時金 の支給を受けたときは 、その限度において、行 わない。

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 に掲げる給付に限る。 ）、休業手当金、 障害年金、障害手当金

、障害差額一時 金、障害年金差額一時金 、行方不明手当 金、遺族年金、遺族一時 金又は遺族年金差額一 時金の支給は、同 一の疾病、負傷

、 障害、行方不明又は 死亡について、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。

被保険者又 は被保険者であった者 が被保険者の資格を喪 失する前に発した 職務外の事由による疾病 又は負傷及びこれに より発

（傷病手当金）
第六十 九条

した疾病に つき療養のため職務 に服することができ ない期間、傷病手当金 を支給する。
（略）

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

２～４
５

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。

（略 ）

いも のとする。
６・７
第百十 条
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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

前項の指針は、健康 増進法（平成十四年法 律第百三号）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

を図るため、指 針の公表、情報の提供そ の他の必要な支 援を行うものとする。

厚生労働 大臣は、第一項の規定 により協会が行う 被保険者等の健康の保 持増進のために必要な 事業に関して、そ の適切かつ有効な実施

おい て、協会は、これらの 事業の利用者に対 し、厚生労働省令で定 めるところにより、利用 料を請求すること ができる。

協会は、第一項及び 前項の事業に支障 がない場合に限り、被 保険者等でない者にこ れらの事業を利用 させることができる。 この場合に

は被保険者等の 出産のため必要な 費用に係る資金の貸付 けその他の被保険者等の 福祉の増進のた めに必要な事業を行うこ とができる。

協会は、 被保険者等の療 養のために必要な費用に 係る資金若しくは用具 の貸付けその他の 被保険者等の療養若し くは療養環境の向 上又

適切 かつ有効に行うも のとする。

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、

を行うよう に努めなければならな い。

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

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

（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

第百十一条

２
３
４
５
６
ない。

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

（保険料の徴収の特 例）
第百十 八条

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。

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

（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

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。

- 8 -

（略）

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

一～ 六
七
（略 ）

（略）

八～十五
２～４
（基金等へ の事務の委託）

協会は、第五十九条（ 第七十六条第六項にお いて準用する場合 を含む。第一号におい て同じ。）、第六 十一条第七項、

一

（略）

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

その他の 厚生労働省令で定める 事務に係る被保険 者等に係る情報の利用 又は提供に関する 事務

附 則第三十九条の規定に よりなお従前の例 によるものとされた同 法第四条の規定に よる改正前のこの法律の 規定による保険給付の 支給

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

第四章の 規定による保険給付 の支給、第五章の規定 による保健事業及 び福祉事業の実施、第 百十四条の規定による保 険料の徴収、附

の規定に よる保険給付の 支給その他の厚生労働省 令で定める事務 に係る被保険者等に係る 情報の収集又は整理に 関する事務

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

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

第四章 の規定による保険給付 の支給、第五章の 規定による保健事業及 び福祉事業の実施、第 百十四条の規定に よる保険料の徴収、附

三

二

十二号）第四十五条第 五項に規定する国 民健康保険団体連合会 に委託することができ る。

百二十九号）に よる社会保険診療 報酬支払基金（附則第 七条において「基金」と いう。）又は国 民健康保険法（昭和三十 三年法律第百九

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

第六 十二条第四項及び 第六十三条第四項にお いて準用する健康保険 法第七十六条第五 項並びに第六十五条第十 二項及び第七十八 条第三項

第百五十三条の十

２

定する保険者と共同し て委託するものとす る。

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

（関係者の 連携及び協力）
第百五十三条の十 一

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
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○

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。

地方財政法（昭和二 十三年法律第百九号） （抄）
（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

基 金は、第一条の目 的を達成するため、次 の業務を行う。

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）

経 費については、この 限りでない。

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

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

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

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、

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

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

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

第十一条の二

○
第十五条

各保険者（ 国民健康保険法の定 めるところにより都 道府県が当該都道府県内 の市町村ととも に行う国民健康保険にあ つては、市町村

二

診療担当者 の提出する診療報酬請求 書の審査（その審 査について不服の申出 があつた場合の再審査 を含む。以下同じ 。）を行うこと。

診療担 当者の提出する診療報 酬請求書に対して、 厚生労働大臣の定め るところにより算定し たる金額を支払う こと。

一

。第六号及び第七号 を除き、以下この項に おいて同じ。）か ら、毎月、その保険者 が過去三箇月にお いて最高額の費用を要 した月の診

三

前二号に準じ、訪 問看護療養費又は家族 訪問看護療養費の支 払及び審査を行うこ と。

療 報酬の政令で定める月 数分に相当する金額の 委託を受けること 。

四
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２

五～ 十

（略）

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

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

（略）

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
第十六条

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。
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２・３
第十七条

（略）

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。

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

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

求められて出頭 した者に対しては 、この限りでない。

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

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

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。

第十八条
２

３

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

請求 書に関する場合におい ては、当該機関と する。

（略 ）

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。

第二十一条
２

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

船員職業 安定法（昭和二十三年 法律第百三十号） （抄）

とする。

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

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

第二十六条

○
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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

（船 員保険法等の適用に関 する特例）
第九十三条

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 。
（略）

生活保護 法（昭和二十五年法律 第百四十四号）（ 抄）

２～４

○
目次
（略）

雑 則（第八十一条―第 八十六条）

第一章～ 第十二章
第十三章
附則

保護 の実施機関は、保 護の決定若しくは実施 又は第七十七条若しくは 第七十八条（第 三項を除く。次項及び次 条第一項におい

（報告、調 査及び検診）

（ 略）

ることができる 。

、これらの 事項を調査させ、又は 当該要保護者に対し て、保護の実施機関 の指定する医師若しく は歯科医師の検診 を受けるべき旨を命ず

厚生 労働省令で定めるとこ ろにより、当該要保 護者に対して、報告 を求め、若しくは当該職 員に、当該要保護 者の居住の場所に立ち 入り

て同じ。）の規定の施 行のため必要がある と認めるときは、要 保護者の資産及び収入 の状況、健康状態 その他の事項を調査す るために、

第二十八条

２
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第 一項の規定によつて立 入調査を行う当該 職員は、厚生労働省令 の定めるところに より、その身分を示す証 票を携帯し、かつ、関 係人
第一項の規定 による立入調査の権限は 、犯罪捜査のた めに認められたものと解 してはならない 。

３
４
（略）

の請求があ るときは、これを提示 しなければならな い。
５
（資料の提 供等）
（略 ）

別 表第一の上欄に掲 げる官公署の長、日本 年金機構又は共済組合 等は、それぞれ同 表の下欄に掲げる情報に つき、保護の実 施機関又は

第二十九条
２

福祉事務所 長から前項の規 定による求めがあつたと きは、速やかに、当該 情報を記載し、若 しくは記録した書類を 閲覧させ、又は資 料の
提供を行うもの とする。
（医 療扶助の方法）

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、

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

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。

第三十四条
２

受けた医 療機関にこれを委 託して行うものとする。
（略 ）

医療扶助 のための保護金品 は、被保護者に対して 交付するものとする。

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。

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

３・４
５
６
（介護扶助の方法）
（略）

（略）

２

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。

第三十 四条の二
３
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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、

（出 産扶助の方法）
第三十五条
２
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。

（略）

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。
３

保護の 実施機関は、保護の目 的を達するために必要 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

（保護の方法の 特例）
第三十 七条の二

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。

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

（報告の徴収及び立 入検査）

（略）

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。

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

（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

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

第四十 四条

２

（指 定医療機関の義務 ）
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（略）

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 。

第五十 条
２

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 設又は介護医療院につ

（介 護機関の指定等）
第五十四条の 二

いて、都道府県 知事は、その他の地域密 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 若しくは介護医療 院、その事業と

して 居宅介護を行う者 若しくはその事業とし て居宅介護支援計画を 作成する者、特定 福祉用具販売事業者、そ の事業として介護 予防を行

う者若しく はその事業とし て介護予防支援計画を作 成する者、特定介護予 防福祉用具販売事 業者又は介護予防・日 常生活支援事業者 につ

いて、この法律 による介護扶助の ための居宅介護若しく は居宅介護支援計画の作 成、福祉用具の 給付、施設介護、介護予 防若しくは介護

予防支援計画の作成、 介護予防福祉用具 又は介護予防・日常生 活支援の給付を担当さ せる機関を指定す る。
（略）

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

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。

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「

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、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

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

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

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

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

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、

２～４
５

６

、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
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「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）

都道府県知 事は、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に ついて、この法律 による出産

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、

扶助のた めの助産又はこの 法律による医療扶助のた めの施術を担当 させる機関を指定する。

第 五十五条
２

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
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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 就労支援事業）

保護の実施機関は、就労 の支援に関する 問題につき、被保護者か らの相談に応じ、必 要な情報の提供及び 助言を行う事業

前項の規定によ る委託を受けた者若し くはその役員若しくは 職員又はこれらの 者であつた者は、その 委託を受けた事務に 関して知り得

ができる。

保護 の実施機関は、被保 護者就労支援事業の事務 の全部又は一部 を当該保護の実施機関以 外の厚生労働省令で 定める者に委託する こと

（ 以下「被保護者就労 支援事業」という。） を実施するものと する。

第五十五条の七
２
３
た秘 密を漏らしてはなら ない。
（被保護者健康 管理支援事業）

保護の 実施機関は、被保 護者に対する必要な情 報の提供、保健指導、 医療の受診の勧奨 その他の被保護者の健 康の保持及

（略）

前条第二 項及び第三項の規定は 、被保護者健康管 理支援事業を行う場合 について準用する。

び増 進を図るための事業（ 以下「被保護者健康 管理支援事業」とい う。）を実施するものと する。

第五十五条の八
２
第七十 八条
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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
（略）

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

雑則

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
第十三章
第八十五条の 二

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。

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

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、

の罰金に処す る。

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

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 した場合を除く 。）、第四

、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

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

第八十 六条

２

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 。

次に掲げ る情報であつて厚生労 働省令で定めるも の

（略 ）

別表第一（第二十 九条関係）
市町村長

（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

（略）
三

（略）

一・二
四
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○

市町村長

（略）
十
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）

（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 ）

地方税法 （昭和二十五年法律第 二百二十六号）（ 抄）
（国 民健康保険税）
（略）

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

第 七百三条の四
２ （略）
３

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。
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一

二

三
４～

当該年度における次に 掲げる額の合算額
（略）
（略）

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

イ～ハ
ニ
ホ・ヘ
当該年度における次に 掲げる額の合算額
（略）

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

イ～ハ
ニ

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
（略）
（略）

一

（略 ）

（略）

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

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

（略）

当該年度 における次に掲げる 額の合算額
ロ

二

三
（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

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

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

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」

～

イ

げ る額の見込額を合算 した額とすることがで きる。

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

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

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

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

11
19
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12
20 13

（略）

を合 算した額とすることが できる。
一
（略）

当該年度に おける次に掲げる額の合 算額
イ

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

二
ロ
（略）

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）

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

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。

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

「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

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、

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

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

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

（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）

額するも のとする。

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

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

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

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

第七百三条の五

（国民健康保険 税の減額）

～
28

第七百 三条の五の二

２
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21

附

則

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

（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

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。

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 十三条の二第五項に規 定す

（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

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。

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

（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

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。
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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）

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 附則第三十四条第四項の 譲渡所得を有す

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

後の長期譲 渡所得の金額」とする 。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第三十六条

２

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 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。

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

（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
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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。

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

（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 ）
第三十七条の 二

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。

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

（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

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。
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○

私 立学校教職員共済法（ 昭和二十八年法律 第二百四十五号）（抄 ）

この節に規 定するもののほか、短 期給付及び退職等 年金給付については、 国家公務員共済組 合法第二条（第一項第 一号及び第

（国家公務員共 済組合法の準用）
第二十五条

五号 から第七号までを除く 。）、第四章（第三十九 条第二項、第四 十条、第四十一条、第四 十五条第一項、第 四十九条から第五十一 条ま

で、第六十 八条の二、第六十八条 の三、第三節第一款及 び第二款、第七十 四条、第七十九条の三 第五項、第九十六条 並びに第九十七条第

四項を除く。） 、第百十一条第一項及び 第三項、第百十二条、 第百二十六条の五 、附則第十二条、附則 第十三条、附則第 十四条並びに別

表第 一の規定を準用す る。この場合において 、これらの規定（同法 第三十九条第一項 、第五十五条第一項第一 号及び第二号、第 五十九条

第三項第二 号、第六十一条 第二項、第六十四条、第 六十六条第二項（各号 を除く。）及び第 五項、第六十七条第三 項、第七十五条第 一項

、第二項及び第 四項、第七十八条 第二項及び第五項、第 七十九条第二項及び第五 項、第七十九条 の四第一項第一号、第八 十四条第三項、

第九十条第三項、第九 十七条第一項、第 百二十六条の五第五項 第四号並びに附則第十 二条第一項から第 五項まで及び第八項の 規定を除く

。） 中「組合員」とあるの は「加入者」と、 「公務遺族年金」とあ るのは「職務遺族年金」 と、「組合」とあ り、及び「連合会」と ある

のは「事業 団」と、「標準報酬の 月額」とあるのは 「標準報酬月額」と、 「標準報酬の日額」と あるのは「標準報 酬日額」と、「財務省

令」とあるのは 「文部科学省令」と、「 公務」とあるの は「職務」と、「公務障 害年金」とあるのは「 職務障害年金」と 、「組合員期間

」 とあるのは「加入者 期間」と、「公務傷病 」とあるのは「職 務傷病」と、「任意継 続組合員」とあるのは「 任意継続加入者 」と、「特

例退職組 合員」とあるのは 「特例退職加入者」と読 み替えるほか、 次の表の上欄に掲げる同 法の規定中同表の中欄 に掲げる字句は、 それ
（略）

国家公 務員災害補償法の規定 による通勤による

（ 略）

又は傷病年金の支給

労働者災害補償保険法 の規定による休業給付

（略）

ぞれ同表の下 欄に掲げる字句に読 み替えるものとする。
第六 十六条第十四項

災害に 係る休業補償若しくは 傷病補償年金又は
（略）

（略）

（略 ）

（略 ）

（略）

これらに相当 する補償
第七 十五条の三第一項

私立 学校教職員共済法 第二十八条第二項及び

私立学校教職員 共済法第二十八条 第四項及び

第三項の規定

第百条 の二の規定
第 百条の二の二
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（略）

私立学校教職 員共済法第二十八条 第二項及び

（略）

第五 項
（略）
第 百条の二及び第 百条の二の二

第四項

附則第十二条第 九項

（福祉事業 ）
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。

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

五

四

三

二

加入 者の需要する生活 必需物資の供給

加入者の臨時の支 出に対する貸付け

加入者の貯 金の受入れ又はその運用

加入者 の利用に供する財産の 取得、管理又は貸 付け

加入者の保養若しくは 宿泊又は教養のた めの施設の経営

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

六

その他加 入者の福祉の増進に 資する事業で共済規程 で定めるもの

前項の指 針は、健康増進法（平 成十四年法律第百 三号）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

な実 施を図るため、指針の 公表、情報の提供そ の他の必要な支援を 行うものとする。

文部科学大臣は、第 一項第一号の規定 により事業団が行う加 入者等の健康の保持増 進のために必要な 事業に関して、その適 切かつ有効

連情報を活用し 、適切かつ有効に行 うものとする。

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

る。

事業団は、加入 者であつた者の福祉を 増進するため、前項各 号に掲げる事業に 準ずる事業であつて政 令で定めるものを行 うことができ

七

一

第二十六条

２
３
４
５
ない。
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（掛 金の折半負担等）

加入者及びその加入者 を使用する学校法 人等は、前条の規定に よる掛金を折半し て、これを負担する。

産前産後 休業をしている加入者 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 、その産前産後休業を

産前 産後休業が終了する日 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 が負担すべき掛金 等を免除する。

意継続加入者を除く。 ）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 をしている加入者 （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

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。

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

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、

べき掛金等 を免除する。

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

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

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

第二十八条
２

３

４

５

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。

事 業団は、次に掲げる事 務を社会保険診療報酬 支払基金法（昭和 二十三年法律第百二十 九号）による社会保 険診療報酬支

（社会保険診 療報酬支払基金等へ の事務の委託）
第四十七条の三

払基 金又は国民健康保険 法（昭和三十三年法 律第百九十二号）第四 十五条第五項に規 定する国民健康保険団体 連合会に委託すること がで
（略）

きる。
一

第二十条第一項に 規定する短期給付の 支給、第二十六条第 一項及び第二項に規定 する福祉事業の実 施その他の文部科学省 令で定める

第二十条第 一項に規定する短期給付 の支給、第二十六 条第一項及び第二項に 規定する福祉事業の実 施その他の文部科 学省令で定める

に関する 事務

事 務に係る加入者若しく は加入者であつた者又 はこれらの被扶養 者（次号において「加入 者等」という。） に係る情報の収集又は 整理

二

三

事 務に係る加入者等 に係る情報の利用又は 提供に関する事務
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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。
（関係者の連携及び協 力）

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

厚生年金保険法（昭 和二十九年法律第 百十五号）（抄）

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。

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

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

第四十 七条の四

○
（育児休業 期間中の保険料の徴収 の特例）

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

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。

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 。

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

第八十一条の二

２

）が使用される事業 所の事業主」とある のは、「除く。）」と する。

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

（保険料の 徴収等の特例）
第八十四条の二

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 。

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

（機構への事務 の委託）
第百条 の十
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自ら 行うことを妨げない。
（略）

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（

一～二十八
二十九

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

（略）

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）

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）

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

（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

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
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２・３

○

組合 員（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。 第五項、次条第一項 及び第三項並びに第 六十八条から第

（傷病手当 金）
第六十六条

六 十八条の三までにお いて同じ。）が公務に よらないで病気に かかり、又は負傷し、 療養のため引き続き勤務 に服することが できない場

合には、 勤務に服すること ができなくなつた日以後 三日を経過した 日から、その後における 勤務に服することがで きない期間、傷病 手当
（略）

金を支給する 。
２～

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

13

らに相当す る補償が行われると きは、支給しない。

14

。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 。
（ 略）

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。

一～四
五
（略）
（略 ）

六
２・３
（福祉事業）

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。

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。）

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

七

六

五

四

三

二

前各号 に掲げる事業に附帯す る事業

その他組合員の福祉の 増進に資する事業で 定款で定めるもの

組合員の需要する 生活必需物資の供給

組合員の臨 時の支出に対する貸 付け

組合員 の貯金の受入れ又は その運用

組合員の利用に供す る財産の取得、管理 又は貸付け

組合員の保養若 しくは宿泊又は教養 のための施設の経営

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

八

条の二におい て「特定健康診査 等」という。）

一の二

一

第九十 八条

２

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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３
４

財 務大臣は、第一項第一 号の規定により組 合又は連合会が行う組 合員等の健康の保 持増進のために必要な事 業に関して、その適切 かつ
有効な実施 を図るため、指針の公 表、情報の提供そ の他の必要な支援を行 うものとする。

前項の指針は 、健康増進法（平成十四 年法律第百三号 ）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。

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

（育児休業 期間中の掛金等の特例 ）
第百条の二

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。

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

（負担金）
第百二 条

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
（略 ）

ならない 。
２～４

組合は、次に 掲げる事務を社会保険 診療報酬支払基金法（ 昭和二十三年法律 第百二十九号）による 社会保険診療報酬支 払

（社 会保険診療報酬支払 基金等への事務の委 託）
第百十四条の 二

基金又は国民健 康保険法（昭和三十 三年法律第百九十二 号）第四十五条第五項に 規定する国民健 康保険団体連合会に委託 することができ
（略）

る。
一

第五十 条第一項に規定する短 期給付の支給、第九 十八条第一項に規定 する福祉事業の実施そ の他の財務省令で 定める事務に係る組合

第五十条第一項に 規定する短期給付の支 給、第九十八条第一 項に規定する福祉事 業の実施その他の財務省 令で定める事務 に係る組合

員若しくは組 合員であつた者又はこれ らの被扶養者（次号 において「組合員等 」という。）に係る情 報の収集又は整理 に関する事務

二
三
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２

員 等に係る情報の利用又 は提供に関する事 務

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。
（関 係者の連携及び協力）

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

国民健康保険法（昭 和三十三年法律第 百九十二号）（抄）

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。

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

第百十四条の 三

○
（国、都道 府県及び市町村の責務 ）
（略）

（略）

２

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

第四条
３

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
（略 ）

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

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

（市町村の特別会計へ の繰入れ等）
第七十 二条の三

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。
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２

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

都 道府県は、政令の定め るところにより、 前項の規定による繰入 金の四分の三に相 当する額を負担する。

第七十二条の四

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
２

都道府県は、 政令の定めるところによ 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。

国は、政 令の定めるところによ 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。

する 特別会計に繰り入れな ければならない。
３

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

（特定健康 診査等に要する 費用の負担）

（略）

を負担する 。

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

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

第七十二条の五

２

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、

（国の補 助）
第七十四条

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

（都道府県及び 市町村の補助及び貸 付）
第七十五条

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）
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都道府県は 、国民健康保険の 財政の安定化を図るた め財政安定化基金 を設け、次に掲げる事業 に必要な費用に充てる もの

当該都道府 県内の収納不足市町村に 対し、政令で定 めるところにより、基金 事業対象保険料収 納額が基金事業対象保 険料必要額に不

足する額を基礎とし て、当該都道府県内の 市町村における保 険料の収納状況等を勘 案して政令で定めると ころにより算定し た額の範囲
内の 額の資金を貸し付け る事業

基金事 業対象保険料収納額が 基金事業対象保険料必 要額に不足するこ とにつき特別の事情が あると認められる当 該都道府県内の収納

不足市町村に対 し、政令で定めるとこ ろにより、基金事業対 象保険料収納額が 基金事業対象保険料必 要額に不足する額を 基礎として、

当 該都道府県内の市 町村における保険料の 収納状況等を勘案して 政令で定めるとこ ろにより算定した額の二 分の一以内の額の資 金を交
付する事 業

都道府県は、 基金事業対象収入 額が基金事業対象費用 額に不足する場合に、 政令で定めるとこ ろにより、当該不足額を 基礎として、当

都道府県 は、前項の規定により 財政安定化基金を 取り崩したときは、政 令で定めるところによ り、その取り崩し た額に相当する額を財

当該 不足額に相当する額を 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もの とする。

該都道府県内の市町村 による保険給付の 状況等を勘案して政令 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、

二

一

とする。

第八十 一条の二

２

３
政安定化基金に 繰り入れなければならな い。

都道府県は、財政安 定化基金に充てるため 、政令で定めると ころにより、当該都道 府県内の市町村から財 政安定化基金拠出 金を徴収す
市町村は 、前項の規定による財 政安定化基金拠出金を 納付しなければな らない。

４
５

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

るものと する。
６
７

財政安定化基 金から生ずる収入 は、全て財政安定化基 金に充てなければならな い。

国は、政 令で定めるところ により、前項の規定に より都道府県が繰り入 れた額の三分の一 に相当する額を負担す る。

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

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。
収納不足市町村

９
一

基金事 業対象保険料収納額

市町村が当該年度中 に収納した保険料の 額のうち、国民健康保 険事業費納付金の 納付に要した費用の額

基金 事業対象保険料収納 額が基金事業対象保 険料必要額に不足する市 町村

二

、財政安定化 基金拠出金の納付に要し た費用の額、第一項 第一号に掲げる事業 による都道府県からの 借入金（次号にお いて「財政安定

化 基金事業借入金」 という。）の償還に要 した費用の額その他政 令で定める費用の 額に充てたものとして政 令で定めるとこ ろにより算
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三

四

五

定 した額
基金事 業対象保険料必要額

市町村が当該年度 中に収納することが必 要な保険料の額のう ち、国民健康保険事 業費納付金の納付に要

する費用の額 、財政安定化基金拠出金 の納付に要する 費用の額、財政安定化基 金事業借入金の償還 に要する費用の額そ の他政令で定め

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

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
基金事業対象収入額

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

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 負担した国民健康 保険保険給付費等交付 金の

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
基金事業対象費用額

交付に要 した費用の額（療養の 給付等に要した費 用の額に係るものに限 る。）、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 財政安定化基金繰 入金の繰入れに
要 した費用の額その 他政令で定める費用の 額の合計額として 政令で定めるところに より算定した額

市町村及び組合は、特 定健康診査等を行うも のとするほか、こ れらの事業以外の事業 であつて、健康教育、 健康相談及び健康

市町村は、前 項に規定する高齢者の心 身の特性に応じ た事業を行うに当たつて 必要があると認めると きは、他の市町村 及び後期高齢者

五第一項か ら第三項までに規定す る地域支援事業と一 体的に実施するよう 努めるものとする。

を行 うに当たつては、高齢 者の医療の確保に関 する法律第百二十五 条第一項に規定する高齢 者保健事業及び介 護保険法第百十五条の 四十

市町村は、第一項の 規定により市町村 が行う被保険者の健康 の保持増進のために必 要な事業のうち、 高齢者の心身の特性に 応じた事業

を活用し、適切 かつ有効に行うもの とする。

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

行う ように努めなければ ならない。

診査並びに健康管理 及び疾病の予防に係 る被保険者の自助努力 についての支援そ の他の被保険者の健康 の保持増進のために必 要な事業を

第八十二条

２
３

４

医療 広域連合（高齢者 の医療の確保に関する 法律第四十八条に規 定する後期高齢者医 療広域連合をいう。次項 において同じ。 ）に対し、
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５
６

当該 被保険者に係るこの法 律の規定による療 養に関する情報、高齢 者の医療の確保に関 する法律の規定による 療養に関する情報若し くは

同法第百二 十五条第一項に規定す る健康診査若しく は保健指導に関する記 録の写し若しくは同 法第十八条第一項に 規定する特定健康診査

若しくは特定保 健指導に関する記録の写 し又は介護保険 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 情報その他高齢

者の心身の特性に応じ た事業を効果的かつ効 率的に実施するた めに必要な情報として 厚生労働省令で定め るものの提供を求め ることがで
きる 。

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

市 町村は、第三項の 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。

保険医 療機関等が第四十五条 第四項（第五十二条 第六項、第五十二条 の二第三項及び第五十 三条第三項におい て準用する場合を含む

。）の規定に より行つた請求及び指定 訪問看護事業者が第 五十四条の二第九項 の規定により行つた請 求その他の当該市 町村による保険

給 付の審査及び支払 に係る情報（当該市町 村が、その保険給付に 関する事務を国民 健康保険団体連合会又は 支払基金に委託 した場合に
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市 町村及び組合は、被保 険者の療養のため に必要な用具の貸付け その他の被保険者の療 養環境の向上のため に必要な事業、保険給 付の

組合は、第一 項及び前項の事業に支障 がない場合に限 り、被保険者でない者に これらの事業を利用 させることができる 。

７
８

厚生労働大臣は、第 一項の規定により市町 村及び組合が行う 被保険者の健康の保持 増進のために必要な事 業に関して、その 適切かつ有

ために必要 な事業、被保険者の療 養又は出産のため の費用に係る資金の貸 付けその他の必要な事 業を行うことがで きる。
９

前項の指針は 、健康増進法（平 成十四年法律第百三号 ）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

効な実施 を図るため、指針 の公表、情報の提供その 他の必要な支援 を行うものとする。

一

とこ ろにより、当該都道府 県内の市町村に対し 、当該被保険者に係 る次に掲げる情報の提供 を求めることがで きる。

都道府県は、第一項 の規定により市町村が 行う被保険者の健 康の保持増進のために 必要な事業を支援 するため、厚生労働省 令で定める

の他の必要な支 援を行うよう努めな ければならない。

実施を図る ため、当該事業の実 施のために必要な関 係市町村相互間の連絡 調整、専門的な技 術又は知識を有する者 の派遣、情報の提供そ

都 道府県は、第一項の規 定により市町村及 び組合が行う被保険者 の健康の保持増進 のために必要な事業に関 して、その適切かつ有 効な

ない。

10
11
12

二

あ つては、当該委託され た事務に関し、国 民健康保険団体連合会 又は支払基金が保有す る情報を含む。）

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十 八条第一項に規定す る特定健康診査に関 する記録の写しその他
厚生労働省令 で定める情報

（都 道府県国民健康保険運 営方針）

都道府県は、都道 府県等が行う国民健康 保険の安定的な財 政運営並びに当該都道 府県内の市町村の 国民健康保険事業の広

三

二

一

当該都 道府県内の市町村にお ける保険給付の適 正な実施に関する事項

当該都道府県内の市町 村における保険料 の徴収の適正な実施に 関する事項

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

国民健康保 険の医療に要する 費用及び財政の見通し

三

二

一

前項各号（第一 号を除く。）及び前 三号に掲げる事項の実 施のために必要な 関係市町村相互間の連 絡調整その他都道府県 が必要と認

保健医療 サービス及び福祉サ ービスに関する施策そ の他の関連施策と の連携に関する事項

当該 都道府県内の市町 村の国民健康保険事業の 広域的及び効率 的な運営の推進に関する 事項

医療に要する費用 の適正化の取組に関す る事項

都 道府県は、都道府 県国民健康保険運営方 針を定め、又はこ れを変更しようとする ときは、あらかじめ、当 該都道府県内の 市町村の意

確保が図られた ものでなければならない 。

都道府県 国民健康保険運営方針 は、高齢者の医療 の確保に関する法律第 九条第一項に規定する 都道府県医療費適 正化計画との整合性の

のと する。

県国民健康保険運営方 針において、前項第 一号に掲げる事項と して医療に要する費用 の適正化その他の 必要な措置を定めるよ う努めるも

者の数及び年齢 階層別の分布状況そ の他の事情を勘案し てもなお著しく多額であ ると認められる ものがある場合には、そ の定める都道府

都道府県 は、当該都道府県 内の市町村のうち、当 該市町村における医療 に要する費用の額 が厚生労働省令で定め るところにより被保 険

め る事項

四

都道府県国民 健康保険運営方針におい ては、前項に規 定する事項のほか、おお むね次に掲げる事項 を定めるものとする 。

四

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。

県国 民健康保険運営方 針」という。）を定め るものとする。

域的及び効率的 な運営の推進を図るため 、都道府県及び当該都 道府県内の市町村 の国民健康保険事業の 運営に関する方針 （以下「都道府

第八十二条の 二

２

３

４

５
６
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８

７

都道府県は、都道府 県国民健康保険運営方 針の作成及び都道 府県国民健康保険運営 方針に定める施策 の実施に関して必要が あると認め

市町村は、都 道府県国民健康保険運営 方針を踏まえた 国民健康保険の事務の実 施に努めるもの とする。

都道府県 は、都道府県国民健康 保険運営方針を定 め、又はこれを変更し たときは、遅滞な く、これを公表するよ う努めるものとする。

見を 聴かなければならない 。

９

ると きは、国民健康保険団 体連合会その他の関係者 に対して必要な 協力を求めることができ る。

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

（準用規定）
第八十 六条

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 。

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

（保健事業 等に関する援助等）
第百四条

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。

保険者は、第 四十五条第五項（第五 十二条第六項、第五十 二条の二第三項、 第五十三条第三項及び 第五十四条の二第十 二

（連 合会又は支払基金へ の事務の委託）
第百十三条の 三

項において準用 する場合を含む。） に規定する事務のほ か、次に掲げる事務を第 四十五条第五項 に規定する連合会又は支 払基金に委託す

第四章の規 定による保険給付の実施 、第七十六条第一 項又は第二項の規定に よる保険料の徴収、第 八十二条第一項の 規定による保健

事業の実 施その他の厚生労働省 令で定める事務に係る 情報の収集又は整 理に関する事務

第四章の規定による保 険給付の実施、第七 十六条第一項又は第 二項の規定による保険料 の徴収、第八十二 条第一項の規定による 保健

ることができる。
一
二

事 業の実施その他の 厚生労働省令で定める 事務に係る情報の利用 又は提供に関する 事務
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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。

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

（関係者の連携及び協 力）
第百十 三条の四

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

則

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 。
附
（国 の負担等に関する読替 え）

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

（略）

被保険者」と あるのは「一般被保 険者」とする。

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「

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

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

第九条

２

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

（病床転換 支援金の経過措置）
第二十二条

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
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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。
（財政安定 化基金の特例）

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、

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）

費用 に充てることができる 。

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

第二十五条

○

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

（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

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
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金額 並びに特例適用利子等 の額」とする。

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。

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）

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

（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

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
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２

○

組合員（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。第五項、次 条第一項及び第三項 並びに第七十条から 第七

（ 傷病手当金）
第六十八 条

十条の三まで において同じ。）が 公務によらないで病気 にかかり、又は負 傷し、療養のため引き 続き勤務に服することが できない場合に

は、勤務に服するこ とができなくなつた 日以後三日を経過した 日から、その後に おける勤務に服するこ とができない期間、傷 病手当金を
（略 ）

支給 する。
２～

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

10

らに相当する補償が行 われるときは、支給 しない。

11

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。
（略）

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。

一～四
五
（略）
（略）

六
２・３
（福 祉事業）

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

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。 ）

四

三

二

組合員の需要する 生活必需物資の供給

組合員の臨 時の支出に対する貸 付け

組合員 の貯金の受入れ又は その運用

組合員の利用に供す る財産の取得、管理 又は貸付け

組合員の保 健、保養若しくは宿 泊又は教養のための施 設の経営

五

その他組合員の福祉の 増進に資する事業で 定款で定めるもの

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

るように努めな ければならない。

組合は、 前項各号に掲げる事業 を行うに当たつて は、他の組合と共同し て行う等組合員の福祉 を増進するための 事業が総合的に行われ

六

一の二

一

ができる。

第百十二条

２
３
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４
５
６

情報 を活用し、適切かつ有 効に行うものとす る。

主務大臣 は、第一項第一号の規 定により組合が行 う組合員等の健康の保 持増進のために必 要な事業に関して、そ の適切かつ有効な実施
を図るため、指 針の公表、情報の提供そ の他の必要な支 援を行うものとする。

前項の指針は、健康 増進法（平成十四年法 律第百三号）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 。
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 。

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

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。

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。

第百十 二条の二
２

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

（育 児休業期間中の掛金等 の特例）
第百十四条の 二

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

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

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。
（負担金）
第百十六条

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
（略）

ばならない。
２・３

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

（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
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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
（略）

に地方職員共済 組合に納付する義務を負 う。
２～５
（社会保険 診療報酬支払基金等へ の事務の委託）

組合は、次に掲げ る事務を社会保険診療 報酬支払基金法（ 昭和二十三年法律第百 二十九号）による 社会保険診療報

一

（略）

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

省令で定める 事務に係る組合員等に係 る情報の利用又 は提供に関する事務

第五十 三条第一項に規定する 短期給付の支給、 第百十二条第一項及び 第百十二条の二第一項 に規定する福祉事 業の実施その他の総務

収 集又は整理に関する事 務

省令で定める事務に 係る組合員若しく は組合員であつた者又 はこれらの被扶養者（ 次号において「組 合員等」という。）に 係る情報の

第五十三条 第一項に規定する 短期給付の支給、第百 十二条第一項及び第百十 二条の二第一項 に規定する福祉事業の実 施その他の総務

三

二

酬支 払基金又は国民健 康保険法第四十五条第 五項に規定する国民健 康保険団体連合会 に委託することができる 。

第百四十四条の三 十三

２
保険者と 共同して委託する ものとする。

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

（関係者の連携及び 協力）
第百四 十四条の三十四

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。

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

（主 務省令への委任）
第百四十六条
で定める。
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○

登録免許 税法（昭和四十二年法 律第三十五号）（ 抄）
（公共法人等が受ける 登記等の非課税）
国及び別表第二に掲 げる者が自己のために受 ける登記等につ いては、登録免許税を課 さない。

別表第三 の第一欄に掲げる者が 自己のために受けるそ れぞれ同表の第三 欄に掲げる登記等（同 表の第四欄に財務 省令で定める書類の添

第四条
２

附があるものに 限る旨の規定がある登記 等にあつては、当該書 類を添附して受け るものに限る。）につ いては、登録免許 税を課さない。

非課税の登記等

備考

非 課税の登記等の 表（第四条関係）
根 拠法

別表第三
名称

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

国民健康保 険法第八十二条 第一項及び

（略）

を含む 。）の事業の用に 供する建物の所 がある ものに限る。

八 十八条（準用） において準用する場合 省令で定める書類 の添付

項（保健事業 及び福祉事業）（同法 第百 であることを 証する財務

健康 保険法第百五十条第一 項及び第三 号の登 記に該当するもの

第三欄の第一号又は第 二

（略）

二

（略 ）

（ 略）

二

（略）

（略）

律第百九 十二号）

国 民健康保険法（昭 和三十三年法 一

（略）

十 号）

健康保険法（大 正十一年法律第七 一

（略）

健康保険組合及び健康

（略）
四
保険組 合連合会

国民 健康保険組合及び

（略 ）
八

国民健康保険 団体連合会

第七項（保健事業 ）（同法第八十六条（

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
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○

（略）

（略）

住民基本 台帳法（昭和四十二年 法律第八十一号）（抄 ）
（国 の機関等への本人確認 情報の提供）

（略）

（略）

第三十 条の九 機構は、 別表第一の上欄に掲げ る国の機関又は法 人から同表の下欄に掲 げる事務の処理に関し求 めがあつたとき は、政令で
定めるところにより、 第三十条の七第三 項の規定により機構が 保存する本人確認情報 であつて同項の規 定による保存期間が経 過していな

いもの（以下「 機構保存本人確認情報」 という。）のう ち住民票コード以外のも のを提供するものとす る。ただし、個人 番号については

、当該別表第一 の上欄に掲げる国 の機関又は法人が番号 利用法第九条第一 項の規定により個人番 号を利用することができ る場合に限り、
提供するも のとする。

通知都道府県の区域内 の市町村の市町村 長その他の執行機関で あつて別表第二の上欄 に掲げるものから同 表の下欄に掲げる事務 の処

（略）

理 に関し求めがあつ たとき。
二・三 （略）

一

番号を利用 することができ る場合に限り、提供する ものとする。

号に掲げる 場合にあつては、個人 番号については、 当該市町村長その他の 市町村の執行機関が番 号利用法第九条第 一項の規定により個人

し、機構保存本 人確認情報（第一 号及び第二号に掲げる 場合にあつては、住民票 コードを除く。 ）を提供するものとする 。ただし、第一

により通知した 都道府県知事が統括する 都道府県（以下「通知 都道府県」という 。）の区域内の市町村 の市町村長その他 の執行機関に対

（通 知都道府県の区域内 の市町村の執行機関 への本人確認情報の提 供）
第三十条の十 機構は、 次の各号のいずれ かに該当する場合には 、政令で定めるところ により、本人確認 情報を第三十条の七第 一項の規定

２

機構は、次 の各号のいずれか に該当する場合には、 政令で定めるところによ り、通知都道府県 以外の都道府県の都道 府県

（通知都道 府県以外の都道府 県の執行機関への本人 確認情報の提供）
第三十 条の十一

知事 その他の執行機関 に対し、機構保存本人 確認情報（第一号及び 第二号に掲げる場 合にあつては、住民票コ ードを除く。） を提供する
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２

もの とする。ただし、第一 号に掲げる場合に あつては、個人番号に ついては、当該都道 府県知事その他の都道 府県の執行機関が番号 利用

通知都道府 県以外の都道府県の都道 府県知事その他 の執行機関であつて別表 第三の上欄に掲げ るものから同表の下欄 に掲げる事務の

法第九条第 一項の規定により個人 番号を利用するこ とができる場合に限り 、提供するものとす る。
一
（略）

処理に関し求めがあ つたとき。
二・ 三
（略）
（通 知都道府県以外の 都道府県の区域内の市 町村の執行機関への本 人確認情報の提供 ）

機構は、次 の各号のいずれかに該当 する場合には、政令で 定めるところによ り、通知都道府県以外 の都道府県の区域 内の

通知都 道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 行機関であつて別表第 四の上欄に掲げる ものから通知都道府県
（略）

以外の都道府 県の都道府県知事を経て 同表の下欄に掲 げる事務の処理に関し求 めがあつたとき。
（略 ）

二 ・三

一

号利 用法第九条第一項の規 定により個人番号 を利用することができ る場合に限り、提供する ものとする。

）を提供するものとす る。ただし、第一 号に掲げる場合にあつ ては、個人番号につい ては、当該市町村 長その他の市町村の執 行機関が番

市町村の市町村 長その他の執行機 関に対し、機構保存本 人確認情報（第一号及び 第二号に掲げる 場合にあつては、住民票 コードを除く。

第三十条の十 二

２

都道府 県知事は、次の各号の いずれかに該当する場 合には、都道府県 知事保存本人確認情報（ 住民票コードを除く 。次項

（本人確認情報の利 用）
第三十 条の十五

において同 じ。）を利用するこ とができる。ただし 、個人番号については 、当該都道府県知 事が番号利用法第九条 第一項又は第二項の規

（略 ）

（略）

別表第五に掲げる 事務を遂行するとき 。

定により個人番 号を利用することが できる場合に限り、 利用することができるも のとする。
一
二～ 四
２～４

（本 人確認情報等の提 供に関する手数料）
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第三十 条の二十三

機構は、 第三十条の九又は 第三十条の九の二第一 項に規定する求め を行う別表第一の上欄に 掲げる国の機関若しく は法

人又は総務 省から、総務大臣の認 可を受けて定める 額の手数料を徴収する ことができる。

第三十条 の九、第三十条の十から 第三十条の十四 まで若しくは第三十条の 十五第二項の規定 により本人確認情報の 提供

（受領者等による本人 確認情報等の安全確保 ）

（略）

じなければなら ない。

は、受領し た本人確認情報 等の漏えい、滅失及び毀 損の防止その他の当該 受領した本人確認 情報等の適切な管理の ために必要な措置 を講

を受 けた本人確認情報 又は住民票コード（以 下「受領した本人確認 情報等」という。 ）の電子計算機処理等を 行うに当たつては 、受領者

くは法人又は第 三十条の九の二の規定に より住民票コードの提 供を受けた総務省 （以下「受領者」とい う。）がこれらの 規定により提供

を受けた市 町村長その他の市町村 の執行機関、都道府県 知事その他の都道 府県の執行機関若しく は別表第一の上欄に 掲げる国の機関若し

第三十 条の二十八

２

（略）

（本人確認 情報等の電子計算機処 理等に従事する受 領者の職員等の秘密保 持義務）

（ 略）

秘密又は本人確認情 報等の電子計算機処 理等に関する秘密を漏 らしてはならない 。

は職員若しく はこれらの職にあつ た者又は総務省の職員 若しくは職員であ つた者は、その事務に 関して知り得た本人確認 情報等に関する

報等の電 子計算機処理等に 関する事務に従事する同 欄に掲げる国の 機関の職員若しくは職員 であつた者、同欄に掲 げる法人の役員若 しく

第三十条の九又は第 三十条の九の二の規定 により別表第一の 上欄に掲げる国の機関 若しくは法人又は総務 省が提供を受けた 本人確認情

第三十条の三十
２

３

事務

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 関又は法人

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

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

（略 ）
地 方公務員共済組合及び 全国市町村職員共済組 合連合

（略 ）
十九
会

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
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（略 ）
七十一の 四
議会
七十 一の五

七 十一の六

七十一の七

（略）
七十二の二

（略 ）

市町村社会福 祉協議会又は都道府県 社会福祉協

厚生労働省

厚生労 働省

厚生労 働省

全国健 康保険協会及び健康保 険組合

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 ）

社会福祉法 （昭和二十六年 法律第四十五号）による 同法第二条第二項

第七号の生計困 難者に対して無利 子又は低利で資金を融 通する事業の

実施に関する事務であ つて総務省令で 定めるもの

身体 障害者福祉法（昭和二 十四年法律第二百 八十三号）による同法 第

三十八条第 二項の費用の徴収に関 する事務であつて 総務省令で定める
もの

特別児童扶養手当等の 支給に関する法律（昭 和三十九年法律第 百三十

四号）に よる同法第三条第 一項の特別児童扶養手当 の支給に関する 事
務であつて総 務省令で定めるもの

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）による 同法第九十五条の処遇 改

善の請求に 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）
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七十三

（略）

全国健康保 険協会

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）

事務

別表第二（第 三十条の十関係）
提供 を受ける通知都道府県 の区域内の市町村の市 町村長その

事務

（略）

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

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

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、

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

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

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

（略）

市長 又は福祉事務所を管理 する町村長

他の 執行機関
（略）
五の十一

（略）
別表第三（第 三十条の十一関 係）
提供 を受ける通知都道府県 以外の都道府県の都 道府県知事そ
の他 の執行機関
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（略）
七の七

（略）

都道府県知 事

別表第四（第三 十条の十二関係）
提供を受 ける通知都道府県以外 の都道府県の区域 内の市町村

市長又は 福祉事務所を管理する 町村長

の市 町村長その他の執行機 関
（略 ）
四の十一

（ 略）
別表第五（第三十 条の十五関係）
（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
（略）

事務

（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
（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

一～九の三
九の四

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
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○

定 めるもの
九の五～三 十四

（略）

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）
（配当等に係る 国民健康保険税の課税の 特例）

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

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 が前条第十二項に規定す る条約適用配当等に 係る利

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。

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

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

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

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

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

、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

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

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、

第三条 の二の三

２

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
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○

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。

労 働安全衛生法（昭和四 十七年法律第五十七号） （抄）
（定義）
この法律におい て、次の各号に掲げる 用語の意義は、それぞ れ当該各号に定め るところによる。
（ 略）
事 業を行う者で、労 働者を使用するものを いう。

事業者

三
（略）

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）

三の二・四

一・二

第二条

○
（公害医 療機関）

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

二

一
（略）

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

（略）

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）

三

旨を申し出たものを 除く。）とする。

第二十条

○
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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

（船 員保険法等の適用に関 する特例）
第十五条

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。
（略）

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）

２～４

○
（定義）

三

二

一

国家公務員 共済組合法（昭和三 十三年法律第百二十 八号）

国民健 康保険法（昭和三十 三年法律第百九十二 号）

船員保険法（昭和十 四年法律第七十三号 ）

健康保険法（大 正十一年法律第七十 号）

この 法律において「医療保 険各法」とは、次に掲 げる法律をいう。

四

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 ）

第七条

五

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）
（略 ）

六
２～４

（医 療費適正化基本方 針及び全国医療費適正 化計画）
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第八条

厚生労働大臣は、国 民の高齢期におけ る適切な医療の確保を 図る観点から、医 療に要する費用の適正化 （以下「医療費適正化 」と

いう。）を 総合的かつ計画的に推 進するため、医療 費適正化に関する施策 についての基本的な 方針（以下「医療費 適正化基本方針」とい

う。）を定める とともに、六年ごとに、 六年を一期とし て、医療費適正化を推進 するための計画（ 以下「全国医療費適正 化計画」という
。）を定めるものとす る。
（略）

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 。

２・３
４
（略）

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

一～三
四

（略）

（略）

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
５～８
（特定健康 診査等基本指針）

厚生労 働大臣は、特定健康診査 （糖尿病その他 の政令で定める生活習慣 病に関する健康診査 をいう。以下同じ。 ）及び特定保健

（略）

（ 略）

特定健康診査及び特 定保健指導（以下「 特定健康診査等」とい う。）の実施方法 に関する基本的な事項

特定健康診査等 基本指針においては、 次に掲げる事項を定め るものとする。

な指針（以下 「特定健康診査等基 本指針」という。）を 定めるものとする 。

識及び技 術を有する者とし て厚生労働省令で定める ものが行う保健 指導をいう。以下同じ。 ）の適切かつ有効な実 施を図るための基 本的

指 導（特定健康診査の 結果により健康の保持 に努める必要があ る者として厚生労働省 令で定めるものに対し、 保健指導に関す る専門的知

第十八条

２
一
二・三
３～５

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

（特 定健康診査等実施計画 ）
第十九条

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 。
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２・３

（略）

保険者は、特 定健康診査等実施計画 に基づき、厚生労 働省令で定めるところ により、四十歳以 上の加入者に対し、特 定健康診査

（特定健康診査 ）
第二十条

を行 うものとする。ただし 、加入者が特定健康診査 に相当する健康 診査を受け、その結果を 証明する書面の提 出を受けたとき、又は 第二
十六条第二 項の規定により特定健 康診査に関する記録の 送付を受けたとき は、この限りでない。

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

（特 定健康診査に関す る記録の保存）
第二十二条

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。

保険者は、 特定健康診査等実施計 画に基づき、厚生 労働省令で定めるとこ ろにより、特定保健指 導を行うものとす る。

（特定保健指導 ）
第 二十四条

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

（特定保健指 導に関する記録の保 存）
第二十五条

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。
（特定健康診査等に関 する記録の提供）

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

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

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。

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

第二十 七条

２
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３

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 。

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。

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

（健 康診査等指針との調和 ）
第三十一条

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。

後期高齢者 医療広域連合は、 被保険者の疾病又は負 傷に関しては、次に掲 げる療養の給付を 行う。ただし、当該被 保険者が被

（療養の給付）
第六十四条

三

二

一

居宅 における療養上の 管理及びその療養に伴う 世話その他の看 護

処置、手術その他 の治療

薬剤又は治 療材料の支給

診察

保険 者資格証明書の交付を 受けている間は、 この限りでない。

四

病院又は 診療所への入院及び その療養に伴う世話そ の他の看護
（略）

五
２～７

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

（一部負担 金）
第六十七条

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。
次号に 掲げる場合以外の場合

百分の十

一

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
百分の三 十

二

り 算定した所得の額 が政令で定める額以上 である場合
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２

（ 略）
（保険医療機関 等の診療報酬）

後期高齢者医 療広域連合は、療養の 給付に関する費用 を保険医療機関等に支 払うものとし、保 険医療機関等が療養の 給付に関し

後 期高齢者医療広域 連合は、都道府県知事 の認可を受け、保険医 療機関等との契約 により、当該保険医療機 関等において行 われる療養

た額とする。

した療養の 給付に要する費用の額 から、当該療養の給付 に関して当該保険 医療機関等に支払われ るべき一部負担金に 相当する額を控除し

後期 高齢者医療広域連合に 請求することができる費 用の額は、次条 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

第七十条

２

（略）

の給付に関 する前項の療養 の給付に要する費用につ き、同項の規定により 算定される額の範 囲内において、別段の 定めをすることが でき
る。
３～７

療養 の給付の取扱い及び担当 に関する基準並 びに療養の給付に要する 費用の額の算定に関 する基準については 、厚生労働大臣

（療養の給 付に関する基準）

（略 ）

が 中央社会保険医療協 議会の意見を聴いて定 めるものとする。

第七十一条
２
（国の負担）

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

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

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 。

」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

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

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

第九十 三条

２

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

- 59 -

３

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 医療費負担対象額」と いう
一
第百条第一項の後 期高齢者負担率

負担対象額 の十二分の一に相当する 額を療養の給付 等に要する費用の額で除 して得た率

。）の四分 の一に相当する額を負 担する。
二
（ 略）

後期高齢 者医療広域連合は、高 齢者の心身の特性に応 じ、健康教育、健 康相談、健康診査及び保 健指導並びに健 康管理及び

（高齢者保健事 業）
第百二 十五条

疾病の予防 に係る被保険者 の自助努力についての支 援その他の被保険者の 健康の保持増進の ために必要な事業（以 下「高齢者保健事 業」
２

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

（略）

という。）を行 うように努めなけ ればならない。
３

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。
（略 ）

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

４～７
８

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。

後期 高齢者医療広域連 合は、被保険者ごとの 身体的、精神的及び社 会的な状態の整理 及び分析を行い、被保 険者に対す

（高齢者保健事 業に関する情報の提 供）
第百二十五条の三

る高 齢者保健事業の効果的 かつ効率的な実施を 図る観点から、必要 があると認めるときは、 市町村及び他の後 期高齢者医療広域連合 に対

し、当該被 保険者に係る医療及び 介護に関する情報等 （当該被保険者に係 る療養に関する情報若 しくは健康診査若 しくは保健指導に関す

る記録の写し若 しくは特定健康診査若し くは特定保健指導 に関する記録の写し、 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 する情報をいう。以 下この条及び次条におい て同じ。）その 他高齢者保
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２

３
４

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 のの提供を求めること ができる。

市町村は 、前条第一項前段の規 定により、後期高 齢者医療広域連合が行 う高齢者保健事業 の委託を受けた場合で あつて、被保険者ごと

の身体的、精神 的及び社会的な状態の整 理及び分析を行 い、被保険者に対する高 齢者保健事業の効 果的かつ効率的な実施 を図る観点から

、必要があると認める ときは、他の市町村及 び後期高齢者医療 広域連合に対し、当該 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 るものの提供を求 めることができる。

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。

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。

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

（高齢者保 健事業の関係機関又は 関係団体への委託 ）

（略）

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。

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

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

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

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

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。

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

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

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

第百二十五条の四

２

３

（支 払基金等への事務 の委託）
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二

一

後期高齢 者医療広域連合は 、第七十条第四項（第 七十四条第十項、 第七十五条第七項、第七 十六条第六項及び第七 十八

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

齢者保健 事業の実施その他の厚 生労働省令で定める事 務に係る情報の利 用又は提供に関する事 務

第五十六条に規定する 後期高齢者医療給付の実 施、第百四条第 一項の規定による保険料 の徴収、第百二十 五条第一項の規定によ る高

齢者保健事業の実施 その他の厚生労働省令 で定める事務に係 る情報の収集又は整理 に関する事務

第五十六条 に規定する後期高齢者医 療給付の実施、 第百四条第一項の規定に よる保険料の徴収 、第百二十五条第一項 の規定による高

条第八項に おいて準用する場合を 含む。）に規定す る事務のほか、次に掲 げる事務を支払基金 又は国保連合会に委 託することができる。

第百六 十五条の二

２
同し て委託するものと する。
（関係者の連携 及び協力）

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

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

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）

ながら協力 するものとする。

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

第百六十五条の三

○
第十二条

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
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２

）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 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。

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
（略）

る情報を 提供することがで きる。
３

介護保険 法（平成九年法律 第百二十三号）（抄）

（略）

○
（地域支援事業）
第百十 五条の四十五
（略 ）

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

２～５
６

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
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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

健 康増進法（平成十 四年法律第百三号）（ 抄）

（略）

う努めるものとする。
７～

○

厚生労働大臣は 、生涯にわたる国 民の健康の増進に向け た自主的な努力を促進 するため、健康診 査の実施及びその結果 の通知、健

（健康診査の実 施等に関する指針 ）
第九条

康手 帳（自らの健康管理の ために必要な事項 を記載する手帳をいう 。）の交付その他の措置 に関し、健康増進 事業実施者に対する健 康診
（略）

査の実施等 に関する指針（以下「 健康診査等指針」 という。）を定めるも のとする。
２・３

市 町村は、住民の健康の 増進を図るため、医師 、歯科医師、薬剤 師、保健師、助産師、 看護師、准看護師、管 理栄養士、栄養士

（市町村 による生活習慣相 談等の実施）

（略）

その 他の保健指導を行わ せ、並びにこれらに 付随する業務を行わせ るものとする。

、歯科衛生士その他 の職員に、栄養の改 善その他の生活習慣の 改善に関する事項 につき住民からの相談 に応じさせ、及び必要 な栄養指導

第十七条

２

市町村は、第 十七条第一項に規 定する業務に係る事業 以外の健康増進事業であ って厚生労働省令 で定めるものの実施に 努め

（市町村による健康増 進事業の実施）
第十九 条の二

るものとす る。
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10

○

電 子署名等に係る地方公 共団体情報システ ム機構の認証業務に関 する法律（平成十 四年法律第百五十三号） （抄）

住民基本台 帳に記録されている者 は、住所地市町村 長を経由して、機構に 対し、自己に係る 利用者証明用電子証明 書（利用者

（利用者証明用 電子証明書の発行）
第二十二条

証明 利用者検証符号が当該 利用者証明利用者のもの であることを証 明するために作成される 電磁的記録をいう 。以下同じ。）の発行 の申
請をするこ とができる。
（略）

放送大学学園 法（平成十四年法 律第百五十六号）（抄 ）

２～８

○
（私 立学校教職員共済法の 特例）
（ 略）

（略）

第十一条
２

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

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）

掛金等」とある のは「に係る掛金」 とする。

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

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

」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

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。）

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

３

○

（私 立学校教職員共済 法の特例）

- 65 -

（略）

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

第十六 条
２

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。

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

（略）

３

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
４

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）

び国」と する。

○

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

（機構の目的）
第三条

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

- 66 -

○

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 。

則

健 康保険法等の一部 を改正する法律（平成 十八年法律第八十三号 ）（抄）
附

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

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 ）

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。

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

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

、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

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

第三十 一条

○
（生活保護法の特例）
（略）

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

第十二 条
２

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
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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。

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。
（略）

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 ）

３～５

○

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

（船員保険の入 院時食事療養費の 額の特例）
第六十一条

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。
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○

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）

（略）

（定義）
第二条
（略）

この法律 において「個人番号カ ード」とは、氏名、住 所、生年月日、性 別、個人番号その他政 令で定める事項が 記載され、本人の写真

２～６
７

が表示され、か つ、これらの事項その他 総務省令で定める事項 （以下「カード記 録事項」という。）が 電磁的方法（電子 的方法、磁気的

方法 その他の人の知覚 によって認識すること ができない方法をいう 。第十八条におい て同じ。）により記録さ れたカードであっ て、この

法律又はこ の法律に基づく 命令で定めるところによ りカード記録事項を閲 覧し、又は改変す る権限を有する者以外 の者による閲覧又 は改
（略）

変を防止するた めに必要なものと して総務省令で定める 措置が講じられたものを いう。
８～

別表第一 の上欄に掲げる行政機関 、地方公共団体 、独立行政法人等その他 の行政事務を処理す る者（法令の規定に より同表の下欄

（利用範囲 ）
第九条

に 掲げる事務の全部又 は一部を行うこととさ れている者がある 場合にあっては、その 者を含む。第四項におい て同じ。）は、 同表の下欄

に掲げる 事務の処理に関し て保有する特定個人情報 ファイルにおい て個人情報を効率的に検 索し、及び管理するた めに必要な限度で 個人
（略）

（略）

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

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

（略）

番号を利用す ることができる。当 該事務の全部又は一部 の委託を受けた者 も、同様とする。
２～６

都道府県知事

別表第一（第 九条関係）
（略）
十五
等
（略）
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15

○
則

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）
附

改正前厚生 年金保険法第八十一条の 三、第八十五条の三、 第百条の十第一項 （第三十四号に係る部 分に限る。）、第 百六条から第百

存続 厚生年金基金について は、次に掲げる規定は 、なおその効力を 有する。

（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）
一

二

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

（略）

に おいて準用する改正前 厚生年金保険法第 九十八条第一項から第 三項まで及び第四 項本文の規定

第二項及び第百七十 八条第二項におい て準用する改正前厚生 年金保険法第百条 第三項の規定並びに改 正前厚生年金保険法第 百七十四条

前厚生年金保 険法第百条第二項 において準用する改正 前厚生年金保険法 第九十六条第二項の規 定、改正前厚生年金保険 法第百四十八条

及び第八 十六条から第八 十九条までの規定、改正 前厚生年金保険 法第百四十八条第二項及 び第百七十八条第二項 において準用する 改正

ま での規定、改正前 厚生年金保険法第百四 十一条第一項にお いて準用する改正前厚 生年金保険法第八十三条 、第八十四条、 第八十五条

いて準用する 改正前厚生年金保険法第 三十六条第一項 及び第二項、第三十七条 、第三十九条第二項前 段並びに第四十条 から第四十一条

百八十一 条まで並びに附則第三 十条第一項及び第 二項、第三十一条並び に第三十二条の規定、 改正前厚生年金保 険法第百三十六条にお

項 、第百七十八条、第百 七十九条第一項か ら第四項まで及び第五 項（第一号及び第四号に 係る部分に限る。 ）並びに第百八十条か ら第

四十七条の二から第 百四十八条まで、 第百七十条から第百七 十四条まで、第百七十 六条から第百七十 七条まで、第百七十七 条の二第一

いて準用する 場合を含む。）及 び第三項、第百三十条 の三から第百三十六条の 五まで、第百三 十八条から第百四十六条 の二まで、第百

を含む。 ）、第百二十二条 から第百三十条まで、 第百三十条の二第一項 、第二項（改正前 厚生年金保険法第百三 十六条の三第二項に お

十 条まで、第百十四 条から第百二十条の四 まで、第百二十一条（ 改正前厚生年金保 険法第百四十七条の五第 一項において準用す る場合

第五条

２

厚生年金基 金

の厚生年金 保険法等の一部を 改正する法律（平

公的 年金制度の健全性 及び信頼性の確保のた め

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 前厚生年金保険法第八 十一条
の三第一 項

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
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定す る存続厚生年金基金（以 下「厚生年金基 金
（略）
解散する 場合

（ 略）

第百四十五条第一項 又は平成二十五年改 正法附

（略）

」という。 ）
改正前厚生年金保険 法第百三十八

則第 十九条第九項の規定 により解散する場合

（略）

条第 六項

平成 二十五年改正法附 則第十一条第一項に規 定

（略）

三分 の二

年金給付 等積立金の額
（略 ）
四分の三

する年金給付等 積立金の額
改正前厚 生年金保険法附則 第三十

（略）

二条第一項
（ 略）

（略）
（略）

則

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）

３・４

○
附

国は、第二号施行 日以後、速やかに、第 九条の規定による改正 後の高齢者の医療 の確保に関する法律（ 以下「第二号改正後 高

（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

確法」という。 ）に基づく全国医療 費適正化計画（以下 「新全国計画」という。 ）を定めるもの とする。
（略）

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

２・３
４

都道府県は 、第二号施行日以後、 速やかに、第二号 改正後高確法に基づく 都道府県医療費適正化計 画（以下「新都 道府県計画

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。
第二十 五条
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」と いう。）を定めるもの とする。
（略 ）

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

２・３
４

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 。
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