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生活保護 法（昭和二十五年 法律第百四十四号）（ 抄）
第七章
被保護者の権利及 び義務（第五十六条 ―第六十三条）

医療機関、介 護機関及び助産機関 （第四十九条―第五 十五条の二）

（略）

第八 章
不 服申立て（第六十四条 ―第六十九条）

第一章～第六章

第九章
費用（ 第七十条―第八十条）

（略）

雑則（第八 十一条―第八十六条）

第十章
第十 一章
附則
（介護扶助）
第十五 条の二
（略 ）

第一項第五号 に規定する介護予防支 援計画とは、居宅 において生活を営む要支 援者が介護予防 その他身体上又は精神上 の障害があるた

２～５
６

めに入浴、排せつ、食 事等の日常生活におけ る基本的な動作の 全部若しくは一部につ いて常時介護を要 し、又は日常生活を営 むのに支障

があ る状態の軽減又は悪化 の防止に資する保健医療 サービス及び福 祉サービス（以下この項 において「介護予 防等」という。）の適 切な

利用等をす ることができるように するための当該要支援 者が利用する介護 予防等の種類、内容等 を定める計画であ つて、介護保険法第百

十五条の四十六 第一項に規定する地域包 括支援センター（第三 十四条の二第二項 及び第五十四条の二第 一項において「地 域包括支援セン

ター 」という。）の職 員のうち同法第八条の 二第十八項の厚生労働 省令で定める者が 作成したものをいう。
（実施機関）
（ 略）

（略）

２

第三十条 第一項ただし書の規定 により被保護者を 救護施設、更生施設若 しくはその他の適当 な施設に入所させ、 若しくはこれらの施設

第十九条
３

に入所を委託し 、若しくは私人の家庭に 養護を委託した 場合又は第三十四条の二 第二項の規定により被 保護者に対する介 護扶助（施設介

護 に限る。）を介護老 人福祉施設（介護保険 法第八条第二十六 項に規定する介護老人 福祉施設をいう。以下 同じ。）に委託し て行う場合

におい ては、当該入所又は 委託の継続中、その者に 対して保護を行 うべき者は、その者に係 る入所又は委託前の居 住地又は現在地に よつ
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て定めるも のとする。
（略）

町村長は、保護の実 施機関又は福祉事 務所の長（以下「福祉 事務所長」という。） が行う保護事務の 執行を適切ならしめる ため、左に

４～６
７
掲げ る事項を行うものとす る。

要保護 者を発見し、又は被保 護者の生計その他の 状況の変動を発見し た場合において、すみ やかに、保護の実 施機関又は福祉事務所

二

保護の 実施機関又は福 祉事務所長から求められ た場合において、 被保護者等に対して、 保護金品を交付するこ と。

第二十四条第六項 の規定により保護の開 始又は変更の申請を 受け取つた場合にお いて、これを保護の実施 機関に送付する こと。

一

三

保護の実施 機関又は福祉事務 所長から求められた場 合において、要保護 者に関する調査を行 うこと。

長にその旨を 通報すること。

四

保護の実施機関は、保 護の開始の申請が あつたときは、保護の 要否、種類、程度 及び方法を決定し、申 請者に対して書面をも

（申 請による保護の開始及 び変更）
第二十四条
２

第 一項の通知は、申請の あつた日から十四日以 内にしなければな らない。但し、扶養義務 者の資産状況の調 査に日時を要する等特 別な

前項の書面には、決 定の理由を附さなけれ ばならない。

つて、これを通 知しなければならない。
３

理由がある 場合には、これを三十 日まで延ばすことがで きる。この場合に は、同項の書面にその 理由を明示しなけ ればならない。

保護の申請を してから三十日以内に第 一項の通知がないと きは、申請者は、保 護の実施機関が申請を 却下したものとみ なすことができ
前四項の 規定は、第七条 に規定する者から保護の 変更の申請があつた 場合に準用する。

４
５

保護の開始又 は変更の申請は、 町村長を経由してする こともできる。町村長 は、申請を受け取 つたときは、五日以内に 、その申請に、

る。
６

要保護者に対する扶養 義務者の有無、資 産状況その他保護に関 する決定をするについ て参考となるべき 事項を記載した書面を 添えて、こ
れを 保護の実施機関に送付 しなければならな い。
（職権による保 護の開始及び変更）
（略）

保 護の実施機関は、常に 、被保護者の生活状態を 調査し、保護の 変更を必要とすると認め るときは、すみやか に、職権をもつてそ の決

第 二十五条
２
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３

定を行い、 書面をもつて、これ を被保護者に通知し なければならない。前 条第二項の規定は 、この場合に準用する 。
（略）

保護の実施機関は、被 保護者が保護を必 要としなくなつたとき は、すみやかに、保護 の停止又は廃止を 決定し、書面をもつて

（保 護の停止及び廃止）
第二十六条

、これを被保護 者に通知しなければなら ない。第二十八条 第四項又は第六十二条 第三項の規定により保 護の停止又は廃止 をするときも、
同様 とする。

保護の実施 機関は、保護の決 定又は実施のため必要 があるときは、要 保護者の資産状況、健 康状態その他の事項を 調査するた

（調査及び検診 ）
第二十八条

めに 、要保護者について、 当該職員に、その 居住の場所に立ち入り 、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 るべき旨を命ずること ができる。

前項の規定に 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、 且つ、関係人の
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。

２
３

保護の実 施機関は、要保護者が 第一項の規定による立 入調査を拒み、妨 げ、若しくは忌避し、 又は医師若しくは 歯科医師の検診を受け

請求があるときは、こ れを呈示しなければな らない。
４

るべき旨の命令 に従わないときは、保護 の開始若しくは変更の 申請を却下し、又 は保護の変更、停止若 しくは廃止をする ことができる。

保護 の実施機関及び福 祉事務所長は、保護の 決定又は実施のために 必要があるときは 、要保護者又はその扶養 義務者の資産及

（調査の嘱 託及び報告の請 求）
第二十九条

び収入の状況につき、 官公署に調査を嘱 託し、又は銀行、信託 会社、要保護者若しく はその扶養義務者 の雇主その他の関係人 に、報告を

（略 ）

求め ることができる。
第三十一条

（略）

地 域密着型介護老人福祉 施設（介護保険法第八条 第二十一項に規 定する地域密着型介護老 人福祉施設をいう。 以下同じ。）、介護 老人

２ ・３
４
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５

福祉施設又 は介護老人保健施設 （同条第二十七項に 規定する介護老人保健 施設をいう。以下 同じ。）であつて第五 十四条の二第一項の規

定により指定を 受けたもの（同条第 二項の規定により同 条第一項の指定を受けた ものとみなされ た地域密着型介護老人福 祉施設及び介護

老人福祉施設を含む。 ）において施設介護 を受ける被保護者に 対して生活扶助を行う 場合の保護金品を 前項に規定する者に交 付すること

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、同項の規定にかかわ らず、当該地域密 着型介護老人福祉施設 若し
くは介護老 人福祉施設の長又は当 該介護老人保健施設 の管理者に対して交 付することができる。
（略）

（略 ）

（医療扶助 の方法）

（ 略）

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 事情がある場合におい ては、被保護者は、前 二項の規定にかか 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、

付を 行うことを妨げない。

ことのできる範囲の施 術については、第五十 五条の規定により 準用される第四十九条 の規定により指定 を受けた施術者に委託 してその給

は柔道整復師法 （昭和四十五年法律第十 九号）の規定に よりあん摩マツサージ指 圧師又は柔道整復 師（以下「施術者」と いう。）が行う

前項に規 定する医療の給付のう ち、あん摩マツサ ージ指圧師、はり師、 きゆう師等に関す る法律（昭和二十二年 法律第二百十七号）又

受け た医療機関にこれを委 託して行うものと する。

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

第三十四条
２
３

４
５
（介護扶助の方 法）
（略）

前 項に規定する現物給付 のうち、居宅介護 、福祉用具の給付、施 設介護、介護予防及び 介護予防福祉用具の 給付は、介護機関（そ の事

第三十四条の二
２

業として居 宅介護を行う者及びそ の事業として居宅 介護支援計画を作成す る者、その事業として 介護保険法第八条 第十三項に規定する特

定福祉用具販売 を行う者（第五十四条の 二第一項におい て「特定福祉用具販売事 業者」という。）、地 域密着型介護老人 福祉施設、介護

老 人福祉施設及び介護 老人保健施設、その事 業として介護予防 を行う者及び地域包括 支援センター並びにそ の事業として同法 第八条の二

第十三 項に規定する特定介 護予防福祉用具販売を行 う者（第五十四 条の二第一項において「 特定介護予防福祉用具 販売事業者」とい う。
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３

）をいう。 以下同じ。）であつ て、第五十四条の二 第一項の規定により指 定を受けたもの（ 同条第二項の規定によ り同条第一項の指定を

受けたものとみ なされた地域密着型 介護老人福祉施設及 び介護老人福祉施設を含 む。）にこれを 委託して行うものとする 。

前条第四項及び第五 項の規定は、介護 扶助について準用する 。この場合において、 同条第四項中「急 迫した事情」とあるの は、「急迫
した 事情その他やむを得な い事情」と読み替え るものとする。

（略）

（出産扶助の方 法）

（略）

に委託して行う ものとする。

前項但書 に規定する現物 給付のうち、助産の給付 は、第五十五条 の規定により準用される 第四十九条の規定によ り指定を受けた助 産師

第三十 五条
２
３
（報告の徴 収及び立入検査）

都道 府県知事は、保護施設 の管理者に対して 、その業務又は会計の状 況その他必要と 認める事項の報告を命じ 、又は当該職員

第 二十八条第二項及 び第三項の規定は、前 項の規定による立入検 査について準用す る。

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 。

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 五十四条第一項に おいて同じ。）の閲覧

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、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

第四十四条

２

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、第三十二条第二項 、第

三十四条第 五項（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

- 5 -

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。

厚生労働大臣は 、国の開設した病 院若しくは診療所又は 薬局についてその主務大 臣の同意を得て、 都道府県知事は、その 他の

（医療機関の指定）
第四十 九条

病院、診療 所（これらに準ずるも のとして政令で定め るものを含む。）若 しくは薬局又は医師若 しくは歯科医師に ついて開設者又は本人
の同意を得て、 この法律による医療扶助 のための医療を担 当させる機関を指定す る。
（指定医療 機関の義務）

前条の 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

指 定医療機関は、被保護 者の医療について 、都道府県知事の行う 指導に従わなけれ ばならない。

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

指定医療 機関は、当該指定医療 機関の名称その他 厚生労働省令で定める 事項に変更があつ たとき、又は当該指定 医療機関の

（変更の届出等 ）
第五十条の二

事業 を廃止し、休止し、若 しくは再開したときは、 厚生労働省令で 定めるところにより、十 日以内に、その旨 を第四十九条の指定を した
厚生労働大 臣又は都道府県知事に 届け出なければならな い。
（指 定の辞退及び取消 し）
指定医療機関は 、三十日以上の予告期間 を設けて、その指定 を辞退することがで きる。

指定医療機関 が、第五十条の規 定に違反したときは、 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

第五十一条
２

定した医療機関につい ては都道府県知事 が、その指定を取り消 すことができる。

厚生 労働大臣又は都道府県知 事は、診療内容 及び診療報酬請求の適否 を調査するため必要 があるときは、指定 医療機関の管理

（報告の徴 収及び立入検査）
第五十四条

者 に対して、必要と認 める事項の報告を命じ 、又は当該職員に 、当該医療機関につい て実地に、その設備若 しくは診療録その 他の帳簿書
類を検 査させることができ る。
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２

第二十八 条第二項及び第三 項の規定は、前項の規 定による検査について 準用する。
（介護機関の指定等）

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 施設又は介護老人 保健施設についてその 主務

第 五十条から前条までの 規定は、第一項の 規定により指定を受け た介護機関（第二項の 規定により第一項の 指定を受けたものとみ なさ

力が失われたときは、 その効力を失う。

十八条第一項第 一号の指定の取消 しがあつたとき、又は 同法第八十六条の二第一 項の規定により 同法第四十八条第一項第 一号の指定の効

法第四十八 条第一項第一号 の指定の辞退があつたと き、同法第九十二条第 一項若しくは第百 十五条の三十五第六項 の規定による同法 第四

指定 を受けたものとみ なされた介護老人福祉 施設に係る同項の指定 は、当該介護老人 福祉施設について、同法 第九十一条の規 定による同

条の二第一項の 規定により同法第四十二 条の二第一項本文の指 定の効力が失われ たときは、その効力を 失い、前項の規定 により第一項の

の十の規定 による同法第四十二条 の二第一項本文の指定 の取消しがあつた とき、又は同法第七十 八条の十二におい て準用する同法第七十

福祉 施設について、介護保 険法第七十八条の八の規 定による同法第 四十二条の二第一項本文 の指定の辞退があ つたとき、同法第七十 八条

前項の規定により第 一項の指定を受けたも のとみなされた地 域密着型介護老人福祉 施設に係る同項の 指定は、当該地域密着 型介護老人

なす。

法第四十八 条第一項第一号の指定 があつたときは、 その介護老人福祉施設 は、その指定の時 に、前項の規定による 指定を受けたものとみ

項本 文の指定があつたとき は、その地域密着 型介護老人福祉施設は 、その指定の時に、 前項の規定による指定 を受けたものとみなし 、同

老人福祉法（昭和三 十八年法律第百三 十三号）第二十条の五 に規定する特別養 護老人ホームについて 、介護保険法第四十二 条の二第一

又は介護予防福 祉用具の給付を担 当させる機関を指定す る。

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

う者 若しくは地域包括 支援センター又は特定 介護予防福祉用具販 売事業者について開 設者、本人又は設置者の 同意を得て、こ の法律によ

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

大臣の同意 を得て、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 若しくは介護老人 保健施設、その事業と

第五十 四条の二

２

３

４

れた地域密 着型介護老人福祉施設 及び介護老人福祉 施設を含む。）につい て準用する。この場合 において、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、第 五十三条第三項

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審査 委員会」と、同 条第四項中「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
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」とあるの は「国民健康保険団 体連合会」と読み替 えるほか、これらの規 定に関し必要な技 術的読替えは、政令で 定める。

第四十九条から 第五十一条までの 規定は、この法律によ る出産扶助のための助産 を担当する助産師 並びにこの法律による 医療

（助産機関等への準用 ）
第五十 五条

扶助のため の施術を担当するあん 摩マツサージ指圧師 及び柔道整復師につ いて、第五十二条及び 第五十三条の規定 は、医療保護施設につ
いて準用する。
（告示）

第四十九条（前条 において準用する 場合を含む。以下本条 において同じ。） 及び第五十四条の二第 一項の指定をしたとき 。

厚生労働大臣又は 都道府県知事は、次に 掲げる場合には、 その旨を告示しなけれ ばならない。

一

第五十条の二（第五十 四条の二第四項及 び前条において準用す る場合を含む。）の 規定による届出があつ たとき。

第五十五条の二
二

第五十 一条第一項（第五十四 条の二第四項及び 前条において準用する 場合を含む。）の 規定による第四十九条 の指定の辞退があつた

被保護者 の権利及び義務

第五十一条第二項 （第五十四条の二第四 項及び前条におい て準用する場合を含む 。）の規定により 第四十九条の指定を取 り消したと

とき。

三
四
き。
第八章

被保 護者は、保護を受 ける権利を譲り渡すこ とができない。

（譲渡禁止 ）
第五十九条

不服申立て

被 保護者は、常に、能力 に応じて勤労に励 み、支出の節約を図り 、その他生活の維持 、向上に努めなけれ ばならない。

（生 活上の義務）
第六十条
第 九章
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（審査庁）
第六十四条

第十 九条第四項の規定 により市町村長が保護 の決定及び実施に関する 事務の全部又は 一部をその管理に属する 行政庁に委任し

た場合における当該事 務に関する処分につ いての審査請求は、 都道府県知事に対して するものとする。
（裁決をす べき期間）

厚生 労働大臣又は都道府県知 事は、保護の決 定及び実施に関する処分 についての審査請求が あつたときは、五 十日以内に、当

審査請求 人は、前項の期 間内に裁決がないときは 、厚生労働大臣 又は都道府県知事が審査 請求を棄却したものと みなすことができ る。

該審 査請求に対する裁 決をしなければならな い。

第六十五条
２
（再審査請求）

市町村長がした 保護の決定及び実 施に関する処分又は市 町村長の管理に属 する行政庁が第十九条第 四項の規定による委任 に基

前条第一項の 規定は、再審査請求の 裁決について準用 する。この場合において 、同項中「五十 日」とあるのは、「七十 日」と読み替え

づいてした 処分に係る審査請求に ついての都道府県 知事の裁決に不服があ る者は、厚生労働 大臣に対して再審査請 求をすることができる 。

第六十 六条
２
るものとする。

この 法律の規定に基づき保護 の実施機関がした処 分の取消しの訴えは 、当該処分についての 審査請求に対する 裁決を経た後で

（審査請求 と訴訟との関係）
第六十九条

費用

なけ れば、提起するこ とができない。
第十章
（市 町村の支弁）
市 町村は、次に掲げる費 用を支弁しなけれ ばならない。

イ

第 三十条第一項ただ し書、第三十三条第二項 又は第三十六条 第二項の規定により被保 護者を保護施設に入所 させ、若しくは入 所を

保護の実施に要 する費用（以下「保護 費」という。）

その長が第 十九条第一項の規定によ り行う保護（同 条第五項の規定により委 託を受けて行う保護を 含む。）に関する 次に掲げる費用

第七十条
一
ロ
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二

ハ

委託し、又 は保護施設を利用さ せ、若しくは保護施 設にこれを委託する場合 に、これに伴い 必要な保護施設の事務費 （以下「保護施
設事務費」という 。）

第三十条第一項 ただし書の規定により 被保護者を適当な 施設に入所させ、若し くはその入所を適 当な施設に委託し、又 は私人の家
庭に養 護を委託する場合に、 これに伴い必要な 事務費（以下「委託事 務費」という。）

その長 の管理に属する福祉事 務所の所管区域内に 居住地を有する者に 対して、都道府県知事 又は他の市町村長 が第十九条第二項の規

定により行う 保護（同条第五項の規定 により委託を受けて 行う保護を含む。） に関する保護費、保護 施設事務費及び委 託事務費

その長の管理に属 する福祉事務所の所管 区域内に居住地を有 する者に対して、他 の町村長が第十九条第六 項の規定により 行う保護に

四
この法律の施行に 伴い必要なその人 件費

その設置す る保護施設の設備 に要する費用（以下「 設備費」という。）

三

五

この法律の施行に伴い 必要なその事務費 （以下「行政事務費」 という。）

関する保 護費、保護施設 事務費及び委託事務費

六
（都道府県の支 弁）

都道府県は 、左に掲げる費用を支 弁しなければなら ない。

その長の管 理に属する福祉事務所の 所管区域内に居住地を 有する者に対して 、他の都道府県知事又 は市町村長が第十 九条第二項の規

設事務費 及び委託事務費

その長が第十九条第一 項の規定により行う保護 （同条第五項の 規定により委託を受けて 行う保護を含む。 ）に関する保護費、保 護施

第七十一条
一
二

定 により行う保護（ 同条第五項の規定によ り委託を受けて行う保 護を含む。）に関 する保護費、保護施設事 務費及び委託事務 費

その長 の管理に属する 福祉事務所の所管区域内 に現在地を有する者（ その所管区域外に 居住地を有する者を除 く。）に対して、 町村

四

この法律の施行に伴い 必要なその人件費

その設置する保護 施設の設備費

三

五

この法 律の施行に伴い必要な その行政事務費

長が第十九条 第六項の規定によ り行う保護に関する保 護費、保護施設事務費及 び委託事務費

六

都道府県は、政 令の定めるところにより 、次に掲げる費 用を負担しなければなら ない。

（ 都道府県の負担）
第七十 三条
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二

一

宿所提供施 設又は児童福祉法（ 昭和二十二年法律第 百六十四号）第三十八条 に規定する母子 生活支援施設にある被保 護者（これらの

居住地 がないか、又は明ら かでない被保護者に つき市町村が支弁した 保護費、保護施設 事務費及び委託事務費 の四分の一

施設を利用するに至 る前からその施設の所 在する市町村の区 域内に居住地を有して いた被保護者を除 く。）につきこれらの 施設の所在
す る市町村が支弁した保 護費、保護施設事務費 及び委託事務費の 四分の一
（国の負担及び 補助）

国は、政令 の定めるところにより 、市町村及び都道 府県が支弁した保護費 、保護施設事務費及び委 託事務費の四分 の三を負担

国は、政令の 定めるところによ り、都道府県が第七十 四条第一項の規定 により保護施設の設置 者に対して補助した金額 の三分の二以内

しなければ ならない。

第七十 五条
２
を補助することができ る。
（費用の徴 収）

被保 護者に対して民法の規 定により扶養の義 務を履行しなければなら ない者があると きは、その義務の範囲内 において、保護

前 項の場合において、扶 養義務者の負担すべき 額について、保護 の実施機関と扶養義務者 の間に協議が調わ ないとき、又は協議を する

費を支弁した都道府県 又は市町村の長は、そ の費用の全部又は 一部を、その者から徴 収することができ る。

第七十七条
２

不実の申請 その他不正な手段によ り保護を受け、又は他 人をして受けさせ た者があるときは、保護 費を支弁した都 道府県又は

ことができ ないときは、保護の実 施機関の申立により家 庭裁判所が、これ を定める。
第七十 八条

雑則

市町村の長 は、その費用の 全部又は一部を、その者 から徴収することがで きる。
第十一章

身体障害者福祉法（昭和 二十四年法律第 二百八十三号）第十八条 第二項の規定により 障害者の日常生活及 び社会生活を総

（保護の実 施機関についての特例 ）
第八十四条の三

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 五条第十二項に規定す る障害者支援施設（以 下この条において 「障害者支

援施設 」という。）に入所 している者、知的障害者 福祉法（昭和三 十五年法律第三十七号） 第十六条第一項第二号 の規定により障害 者支
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援施設若し くは独立行政法人国 立重度知的障害者総 合施設のぞみの園法（ 平成十四年法律第 百六十七号）第十一条 第一号の規定により独

立行政法人国立 重度知的障害者総合 施設のぞみの園が設 置する施設（以下この条 において「のぞ みの園」という。）に入 所している者、

老人福祉法第十一条第 一項第一号の規定に より養護老人ホーム に入所し、若しくは同 項第二号の規定に より特別養護老人ホー ムに入所し

てい る者又は障害者の日常 生活及び社会生活を 総合的に支援するた めの法律第二十九条第一 項若しくは第三十 条第一項の規定により 同法

第十九条第 一項に規定する介護給 付費等の支給を受け て障害者支援施設、 のぞみの園若しくは同 法第五条第一項の 厚生労働省令で定める

施設に入所して いる者に対する保護につ いては、その者が これらの施設に引き続 き入所している間、そ の者は、第三十条 第一項ただし書

別表の 上欄に掲げる地方 公共団体がそれぞれ同 表の下欄に掲げる 規定により処理するこ ととされている事務は 、地方自治

の規 定により入所して いるものとみなして、 第十九条第三項の規 定を適用する。
（事務の区分）
第八十四条の四

法第 二条第九項第一号に規 定する第一号法定 受託事務とする。
（権限の委任）

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

不実の申請 その他不正な手段によ り保護を受け、又は他 人をして受けさせ た者は、三年以下の懲役 又は三十万円以 下の罰金に

前 項の規定により地方厚 生局長に委任された権 限は、厚生労働省 令で定めるところにより 、地方厚生支局長 に委任することができ る。

第八十四条の五
２
（罰則）
第八十 五条

処する。た だし、刑法（明 治四十年法律第四十五号 ）に正条があるときは 、刑法による。

第四十四条 第一項、第五十四 条第一項（第五十四条 の二第四項において 準用する場合を含む 。以下この項において 同じ。）若

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、

、三十万円以下 の罰金に処する。

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

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、又は第 二十八条第一項（ 要保護者が違反した場 合を

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 。
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第十九条第一項 から第五項まで、 第二十四条第一項（同条 第五項において 準用する場合を含む。） 、第二

（第八十四 条の四関係）

都道府県、市及び福 祉事

十五条第一項及び第 二項、第二十六条、 第二十七条第一項、第 二十八条第一項及 び第四項、第二十九条 、

第三十条か ら第三十七条の二まで （第三十条第二項及 び第三十三条第三項 を除く。）、第四十七条 第一項

、第四十八条第四 項、第五十三条第四項 （第五十四条の二 第四項及び第五十五条 において準用する場合 を

含む 。）、第六十一条 、第六十二条第三項及び 第四項、第六十三 条、第七十六条第一項 、第七十七条第二
項、第八十 条並びに第八十一 条

第二 十三条第一項及び第二項 、第四十条第二項、 第四十一条第二項か ら第五項まで、第四十 二条、第四十

三条第一項、第四十四 条第一項、第四十 五条、第四十六条第二 項及び第三項、第 四十八条第三項、第四 十

九条 （第五十五条において準 用する場合を含む 。）、第五十条第二項 、第五十条の二、 第五十一条第二項

並びに第五 十三条第一項及び第三 項（第五十四条の 二第四項及び第五十五 条においてこれら の規定を準用

する場合を含む。 ）、第五十四条第一項 （第五十四条の二 第四項において準用す る場合を含む

。）、第五十四条の二 第一項、第五十五条の二 、第六十五条第 一項、第七十四条第二項 第二号及び第三 号

、第 七十七条第一項、第七十 八条並びに第七十四条 の二において準用 する社会福祉法第五十 八条第二項か
ら第四項ま で

第四十三条 第二項、第七十七条第 一項及び第七十八 条並びに第七十四条の 二において準用する 社会福祉法
第五 十八条第二項から 第四項まで
第十九条第六項及び第 七項、第二十四条第六項 並びに第二十五 条第三項

健康保険 法（大正十一年法律第 七十号）（抄）

町村

福祉事務 所を設置しない

市町村

都道府県

務所 を設置する町村

別表

○

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。

（療養の給付）
診察

第 六十三条
一
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四

三

二
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

（略）

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

２

第一項の給付 を受けようとする者は、 厚生労働省令で 定めるところにより、次 に掲げる病院若しくは 診療所又は薬局の うち、自己の選

五
３
定す るものから受ける ものとする。

厚生労 働大臣の指定を 受けた病院若しくは診療 所（第六十五条の 規定により病床の全部 又は一部を除いて指定 を受けたときは、 その

特定の保険者が管 掌する被保険者に 対して診療又は調剤を 行う病院若しくは 診療所又は薬局であっ て、当該保険者が指定 したもの

一
二

健康保険組合である保 険者が開設する病 院若しくは診療所又は 薬局

除外された病 床を除く。以下「 保険医療機関」という 。）又は薬局（以下「 保険薬局」という 。）
三
（保険医療機関 又は保険薬局の指定の更 新）

第六十三条 第三項第一号の指定は 、指定の日から起 算して六年を経過した ときは、その効力 を失う。

保 険医療機関（第六十五 条第二項の病院及び診 療所を除く。）又 は保険薬局であって厚生 労働省令で定める ものについては、前項 の規

第六十八条
２

定によりそ の指定の効力を失う日 前六月から同日前三月 までの間に、別段 の申出がないときは、 同条第一項の申請 があったものとみなす 。

厚 生労働大臣は、 次の各号のいずれかに該 当する場合において は、当該保険医療機 関又は保険薬局に係る 第六十三条第三項 第一

（保 険医療機関又は保 険薬局の指定の取消し ）
第八十条

療 養の給付に関する費 用の請求又は第八十五条 第五項（第八十 五条の二第五項及び第八 十六条第四項において 準用する場合を含 む。

十 条第七項及び第百 四十九条において準用 する場合を含む。 ）の規定に違反したと き。

前号のほか 、保険医療機関又は保険 薬局が、第七十 条第一項（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

たとき（ 当該違反を防止するた め、当該保険医療 機関又は保険薬局が相 当の注意及び監督を尽 くしたときを除く 。）。

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 項及び第百四十九条にお いて準用する場合 を含む。）の規定に違 反し

保険医療機関にお いて診療に従事す る保険医又は保険薬局 において調剤に従事す る保険薬剤師が、 第七十二条第一項（第 八十五条第

号の指定を取り 消すことができる 。
一

二
三
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○

四

五

六

七
八
九

）若しく は第百十条第四項（こ れらの規定を第百 四十九条において準用 する場合を含む。 ）の規定による支払に 関する請求について不
正があったと き。

保険医療機関又は 保険薬局が、第七十 八条第一項（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 び第百四十九条におい て準用する場合を含む 。次号において同 じ。）の規定により報告 若しくは診療録そ の他の帳簿書類の提出 若し
くは提示 を命ぜられてこれに従 わず、又は虚偽の報告 をしたとき。

保険医療機 関又は保険薬局の開設者 又は従業者が、第 七十八条第一項の規定 により出頭を求められ てこれに応ぜず、 同項の規定によ

る 質問に対して答弁 せず、若しくは虚偽の 答弁をし、又は同項の 規定による検査を 拒み、妨げ、若しくは忌 避したとき（当 該保険医療

機関又は 保険薬局の従業 者がその行為をした場合 において、その行為 を防止するため、当 該保険医療機関又は保 険薬局が相当の注 意及
び監督を尽く したときを除く。 ）。

この法律以外の医 療保険各法による 療養の給付若しくは被 保険者若しくは被 扶養者の療養又は高齢 者の医療の確保に関す る法律によ

る 療養の給付、入院時食 事療養費に係る療 養、入院時生活療養費 に係る療養若しくは保 険外併用療養費に係 る療養に関し、前各号 のい
ずれかに 相当する事由があった とき。

保険医療機 関又は保険薬局の開設者 又は管理者が、 この法律その他国民の保 健医療に関する法 律で政令で定めるもの の規定により罰

金の刑に処せられ、 その執行を終わり、又 は執行を受けるこ とがなくなるまでの者 に該当するに至った とき。

保険医療機関又は保険 薬局の開設者又は管理者 が、禁錮以上の 刑に処せられ、その執行 を終わり、又は執 行を受けることがなく なる
までの者 に該当するに至ったと き。

前各号に掲 げる場合のほか、保険医 療機関又は保険薬局の 開設者が、この法 律その他国民の保健医 療に関する法律で 政令で定めるも
の 又はこれらの法律 に基づく命令若しくは 処分に違反したとき。

恩給法（大正十二年 法律第四十八号） （抄）
普通恩給 、増加恩給及扶助料ハ 年金トシ傷病賜金 、一時恩給及一時扶助 料ハ一時金トス

本法ニ於テ恩給トハ 普通恩給、増加恩 給、傷病賜金、一時恩 給、扶助料及一時扶助 料ヲ謂フ

②

労 働者災害補償保険法（ 昭和二十二年法律第五十 号）（抄）

第二条

○
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第二条

労働 者災害補償保険は 、政府が、これを管掌 する。

労働者の業務上の負傷 、疾病、障害又は死 亡（以下「業務災害 」という。）に関する保 険給付

この法律による 保険給付は、次に 掲げる保険給付とする 。

一

労働者 の通勤による負傷、疾 病、障害又は死亡（ 以下「通勤災害」と いう。）に関する保険 給付

第七条
二
二次健康診 断等給付
（略）

三
②・③

四

三

二

一

葬祭料

遺族補償給付

障害補 償給付

休 業補償給付

療養補償給付

第 七条第一項第一 号の業務災害に関する保 険給付は、次に掲 げる保険給付とする。

五
傷 病補償年金

第十二条の八

六
介護補 償給付
（略）

七
②～④

五

四

三

二

一

傷病年金

葬祭給付

遺族給 付

障害給付

休業給付

療養給付

第七条第一項第 二号の通勤災害に関する 保険給付は、次に掲 げる保険給付とする 。

六

介 護給付

第二十一条

七

- 16 -

地方自治法（昭和二 十二年法律第六十 七号）（抄）
（略）

○
第二条
（略 ）

法律又はこれに基 づく政令により市 町村又は特別区が処理 することとされる 事務のうち、都道府県 が本来果たすべき役割 に係るもの

第一号法定受 託事務」という。 ）

ものであ つて、国におい てその適正な処理を特に 確保する必要がある ものとして法律又は これに基づく政令に特 に定めるもの（以 下「

法律又はこれに基 づく政令により都道府 県、市町村又は特別 区が処理することと される事務のうち、国が 本来果たすべき 役割に係る

この法律にお いて「法定受託事務」と は、次に掲げる 事務をいう。

②～⑧
⑨
一

二

で あつて、都道府県にお いてその適正な処 理を特に確保する必要 があるものとして法律 又はこれに基づく政 令に特に定めるもの（ 以下
（略）

「第二号 法定受託事務」という 。）
⑩～⑰
第一号法定受託事 務（第二条関係）
事務

この表 の下欄の用語の意義及 び字句の意味は、上欄 に掲げる法律にお ける用語の意義及び字 句の意味によるも のとする。

別表第 一
備考
法律

（略）

都道府県、市及び 福祉事務所を設置する町 村が第十九条第 一項から第五項まで、第 二十四条第一項（

都 道府県が第二十三条第 一項及び第二項、第四 十条第二項、第四 十一条第二項から第五 項まで、第四

り 処理することとさ れている事務

び第四項、第六 十三条、第七十六条第 一項、第七十七条 第二項、第八十条並び に第八十一条の規定に よ

十四条の 二第四項及び第五十五 条において準用す る場合を含む。）、第 六十一条、第六十二条第 三項及

項 及び第三十三条第三項を 除く。）、第四十 七条第一項、第四十八 条第四項、第五十三条 第四項（第五

第一項、第二十八条 第一項及び第四項 、第二十九条、第三十 条から第三十七条の二ま で（第三十条第 二

同 条第五項において準用す る場合を含む。）、第 二十五条第一項及 び第二項、第二十六条 、第二十七条

一

（略 ）
生活保護 法（昭和二十五
年法律第百四十 四号）

二
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三

十二条、 第四十三条第一項、第 四十四条第一項、 第四十五条、第四十六 条第二項及び第三 項、第四十八

条第三項、第四 十九条（第五十五条 において準用する場 合を含む。）、第五十 条第二項、第五十 条の二

、第五十一条第二項 並びに第五十三条第一 項及び第三項（第 五十四条の二第四項及び 第五十五条にお い

て これらの規定を準用する 場合を含む。）、第 五十四条第一項（第 五十四条の二第四項に おいて準用す

る場合を 含む。）、第五十四条 の二第一項、第五十五 条の二、第六十五 条第一項、第七十四条第 二項第

二号及び第三号 、第七十七条第一項、 第七十八条並びに第 七十四条の二におい て準用する社会福祉事 業

法 第五十六条第二項 から第四項までの規定に より処理することと されている事務

市町村 が第四十三条第二 項、第七十七条第一項 及び第七十八条並 びに第七十四条の二に おいて準用す

る社会福祉事業 法第五十六条第 二項から第四項までの規 定により処理するこ ととされている事務

福祉事務所を設置 しない町村が第十 九条第六項及び第七項 、第二十四条第六 項並びに第二十五条第 三

（略）

第十四条第 四項においてその 例によるものとされた 生活保護法別表の下 欄に掲げる規定によ りそれぞれ同

（略 ）

四

中国残留邦人等 の円滑な

表の上欄に掲げる 地方公共団体が 処理することとされてい る事務

項 の規定により処理するこ ととされている事 務

帰国の促進及び永住 帰国
後の 自立の支援に関する
法律（平 成六年法律第三

中国残留 邦人等の円滑な

（略 ）

する 法律第十四条第四項にお いてその例によるもの とされた生活保護 法別表の下欄に掲げる 規定によりそ

附則第四条第二項にお いて準用する中国残留邦 人等の円滑な帰 国の促進及び永住帰国後 の自立の支援に関

（略）

十号）

帰国の促進及び 永住帰国

れぞれ同表 の上欄に掲げる地方公 共団体が処理することと されている事務

（略）

後の自立の支援に関 する
法律 の一部を改正する法
律（平成 十九年法律第百
二十七号）
（ 略）
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○

職業安定法（ 昭和二十二年法律 第百四十一号）（抄）

公共職業安定所は、 職業紹介、職業指 導、雇用保険その他こ の法律の目的を達成する ために必要な業務 を行い、無料で公共に 奉仕

（公共職業安定所）
第八条
②

戸籍法（昭和 二十二年法律第二 百二十四号）（抄）

（抄）

する機関と する。

○
戸籍に関する事 務は、市町村長が これを管掌する。

戸籍は、 市町村の区域内に本籍 を定める一の夫婦 及びこれと氏を同じくす る子ごとに、こ れを編製する。ただし、 日本人でない者

（ 抄）

第一条
②
第六条

（以下「外国人」とい う。）と婚姻をした者 又は配偶者がない 者について新たに戸籍 を編製するときは 、その者及びこれと氏 を同じくす
る子 ごとに、これを編製す る。

六

五

四

三

二

一

他の戸籍か ら入つた者については、 その戸籍の表示

夫婦に ついては、夫又は妻で ある旨

養子であるときは、養 親の氏名及び養親 との続柄

実父母の氏名及び 実父母との続柄

戸籍に入つ た原因及び年月日

出生の 年月日

氏名

戸籍に は、本籍の外、戸籍内の 各人について、左の 事項を記載しなけれ ばならない。

七

その他法務省令で 定める事項
（ 略）

八

第十三条

２
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○

市町村長は、当該 市町村の区域内に 居住する間に定期の予 防接種又は臨時の予防接 種を受けた者が、 疾病にかかり、障害の 状態

予防接種法（昭和二 十三年法律第六十 八号）（抄）

（ 略）

ときは、次条及 び第十三条に定めるとこ ろにより、給付を 行う。

となり、又 は死亡した場合におい て、当該疾病、障害 又は死亡が当該予防 接種を受けたことによ るものであると厚 生労働大臣が認定した

第十一 条

２

一類疾 病に係る定期の予 防接種若しくは臨時の 予防接種又は二類 疾病に係る臨時の予防 接種を受けたことによる 疾病、障害又は

四

三

二

一

葬祭料

死亡一時金

障害年金

障害児 養育年金

医療費及び医療手当

予防接種を受けた ことによる疾病につい て医療を受ける者

三

二

一

遺族年金又は遺族 一時金

障害年金

障害児 養育年金

医療費及び医療手 当

予防接種を受けた ことによる疾病につい て政令で定める程 度の医療を受ける者

四
葬祭料

船員職業安定法（昭 和二十三年法律第百三 十号）（抄）

予防接種を受 けたことにより死 亡した者の葬祭を行う 者

予防接種 を受けたことにより死 亡した者の政令で定め る遺族

予防接種を受けた ことにより政令で定め る程度の障害の状態にあ る十八歳以上の 者

予防 接種を受けたことにより 政令で定める程度の障 害の状態にある十 八歳未満の者を養育す る者

五

るとおりとし、 それぞれ当該各号に定め る者に対して行う。

二類疾病 に係る定期の予防接種 を受けたことによる疾 病、障害又は死亡 について行う前条第一 項の規定による給 付は、次の各号に掲げ

予防接種を受 けたことにより死亡した 者の葬祭を行う 者

予防 接種を受けたことによ り死亡した者の政 令で定める遺族

予防接種を受けたことに より政令で定め る程度の障害の状態にあ る十八歳以上の者

予防接種を 受けたことにより 政令で定める程度の障 害の状態にある十 八歳未満の者を養育す る者

五

死亡について行う前条 第一項の規定によ る給付は、次の各号に 掲げるとおりとし 、それぞれ当該各号に 定める者に対して行う 。

第十二条

２

○

（政府 の行う業務）
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海上労働力 の需要供給の適正か つ円滑な調整を図る こと及びその労働力を最 も有効に発揮さ せるために必要な計画を 樹立すること。

政府 は、第一条の目的 を達成するため、次の 業務を行う。

一

政府以外の者の行 う船員職業紹介事業 、船員の募集、船員 労務供給事業又は船員 派遣事業を船員及 び公共の利益を増進す るように、

五

四

三

海上労働力の需要 供給に関する情報その 他の資料を集め、又 はこれを周知させる こと。

求職者に対 し必要がある場合には職 業指導又は部員職 業補導を行うこと。

求職者 に対し、迅速に、その 能力に適当な船員の 職業に就くことをあ つせんすること。

相続税法（昭和二十 五年法律第七十三号） （抄）

介 、職業指導又は部員職 業補導を行い、雇 用保険制度の健全な運 用を図ること。

船員の職業に就こ うとする者であつ て雇用保険法（昭和四 十九年法律第百十 六号）の規定により給 付を受けるべき者につ いて職業紹

る業務の運営 の改善向上を図る こと。

個人、 団体、学校又は 関係行政庁の協力を得て 、地方運輸局長（ 運輸監理部長を含む。 以下同じ。）の行う船 員の職業の安定に 関す

七

六

指 導監督すること。

二

第五条

○

相続又は遺贈（当該相 続に係る被相続人から の贈与により取得 した財産で第二十一条 の九第三項の規定 の適用を受けるものに

（相 続税の申告書）
第二十七条

係る贈与を含む 。以下この条において同 じ。）により財産を取 得した者及び当該 被相続人に係る相続時 精算課税適用者は 、当該被相続人

から これらの事由によ り財産を取得したすべ ての者に係る相続税の 課税価格（第十九 条又は第二十一条の十四 から第二十一条 の十八まで

の規定の適 用がある場合に は、これらの規定により 相続税の課税価格とみ なされた金額）の 合計額がその遺産に係 る基礎控除額を超 える

場合において、 その者に係る相続 税の課税価格（第十九 条又は第二十一条の十四 から第二十一条 の十八までの規定の適用 がある場合には

、これらの規定により 相続税の課税価格 とみなされた金額）に 係る第十五条から第十 九条まで、第十九 条の三から第二十条の 二まで及び

第二 十一条の十四から第二 十一条の十八まで の規定による相続税額 があるときは、その相続 の開始があつたこ とを知つた日の翌日か ら十

月以内（そ の者が国税通則法第百 十七条第二項（納 税管理人）の規定によ る納税管理人の届出を しないで当該期間 内にこの法律の施行地

に住所及び居所 を有しないこととなると きは、当該住所 及び居所を有しないこと となる日まで）に課税 価格、相続税額そ の他財務省令で
（略）

定 める事項を記載した 申告書を納税地の所轄 税務署長に提出し なければならない。
２～６

- 21 -

贈与により 財産を取得した者 は、その年分の贈与税 の課税価格に係る第二 十一条の五、第二 十一条の七及び第二十 一条の八の

（贈与税の申告 書）
第二十八条

規定 による贈与税額がある とき又は当該財産が 第二十一条の九第三 項の規定の適用を受ける ものであるときは 、その年の翌年二月一 日か

ら三月十五 日まで（同年一月一日 から三月十五日まで に国税通則法第百十 七条第二項（納税管理 人）の規定による 納税管理人の届出をし

ないでこの法律 の施行地に住所及び居所 を有しないことと なるときは、当該住所 及び居所を有しないこ ととなる日まで） に、課税価格、
（略 ）

贈与 税額その他財務省 令で定める事項を記載 した申告書を納税地 の所轄税務署長に提 出しなければならない。
２～４

第四条に規定す る事由が生じたた め新たに第二十七条第 一項に規定する申 告書を提出すべき要件に 該当することとなつた 者は

（相続財産法人に係る 財産を与えられた 者に係る相続税の申告 書）

（略）

しな ければならない。

居所を有しないことと なる日まで）に課税価 格、相続税額その 他財務省令で定める事 項を記載した申告 書を納税地の所轄税務 署長に提出

）の規定による 納税管理人の届出をしな いで当該期間内 にこの法律の施行地に住 所及び居所を有し ないこととなるときは 、当該住所及び

、同項の規 定にかかわらず、当該 事由が生じたこと を知つた日の翌日から 十月以内（その者 が国税通則法第百十七 条第二項（納税管理人

第二十 九条

２

○地方税法（ 昭和二十五年法 律二百二十六号）（抄）
地方団体は、こ の法律の定めると ころによつて、地方税 を賦課徴収すること ができる。

（地方団体の課 税権）
第二条

（地方税の 賦課徴収に関する規定 の形式）

地方団体 は、その地方税の税目、 課税客体、課税 標準、税率その他賦課徴 収について定をする には、当該地方団体 の条例によらな

（ 略）

け ればならない。

第三条
２
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（道府県が課す ることができる税目 ）
道府県税は、普 通税及び目的税と する。

道 府県は、普通税として 、次に掲げるもの を課するものとする。 ただし、徴収に要すべき 経費が徴収すべき 税額に比して多額であ ると

第四条
２

七

六

五

四

三

二

一

軽油引取税

自動車 取得税

ゴルフ場利用税

道府県たばこ税

不動産取得 税

地方消 費税

事業税

道府県民税

認められる ものその他特別の事情 があるものについて は、この限りでない 。

八

道府県は 、前項各号に掲げるも のを除くほか、別に税 目を起こして、普 通税を課することがで きる。

自動車税

３

道府県は、目 的税として、狩猟税を課 するものとする。

九

４

道 府県は、前項に規 定するものを除くほか 、目的税として、水利 地益税を課するこ とができる。

鉱区税

５

道府県は 、前二項に規定 するものを除くほか、別 に税目を起こして、 目的税を課すること ができる。

十

６

（市町村が課すること ができる税目）
市町村税は、普通税 及び目的税とする 。

市町村は 、普通税として、次に 掲げるものを課す るものとする。ただし 、徴収に要すべき経 費が徴収すべき税額 に比して多額であると

第五条
２
一

固 定資産税

市町村民税

認められるもの その他特別の事情がある ものについては 、この限りでない。
二
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五

四

三

特別土地保有税

鉱産税

市町村たば こ税

軽自動 車税

市町村は 、前項に掲げるものを 除く外、別に税目 を起して、普通税を課 することができる。

六
３

都市計画税

鉱泉浴場所在 の市町村は、目的税とし て、入湯税を課 するものとする。

一
水利地益税

４

二
共同施設税

指 定都市等（第七百 一条の三十一第一項第 一号の指定都市等 をいう。）は、目的税 として、事業所税を課す るものとする。

三
宅地開 発税

５

四
国民健康保 険税

市町村は 、前二項に規定 するものを除くほか、目 的税として、次 に掲げるものを課するこ とができる。

五

市町村は、第四項及 び第五項に規定するも の並びに前項各号 に掲げるものを除くほ か、別に税目を起 こして、目的税を課す ることがで
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６

７
きる 。

市町村 民税は、第一号の者に 対しては均等割額及び 所得割額の合算額 によつて、第三号の者に 対しては均等割 額及び法人

（市町村民税の 納税義務者等）
第二百 九十四条

（略）

（略）

税割額の合 算額によつて、 第二号及び第四号の者に 対しては均等割額によ つて、第五号の者 に対しては法人税割額 によつて課する。
一～五
２～９

所 得割の課税標準は、前年 の所得について 算定した総所得金額、退 職所得金額及び山林 所得金額とする。

（所得割の 課税標準）
（略）

第三百十三条
２～
16

市 町村は、第二百九 十四条第一項第一号の 者に対して所得割を課す る場合において は、次の各号に定めると ころによつて、

（所得の計 算）
第三百十五条
（略）

その者の第三百十三条 第一項の総所得金額 、退職所得金額又は 山林所得金額を算定す るものとする。
一・ 二

第二 百九十四条第一項第一 号の者は、三月十 五日までに、総務省令 の定めるところによつて 、次に掲げる事 項を記載し

（市町村民税の 申告等）
第三百 十七条の二

た申告書を 賦課期日現在に おける住所所在地の市町 村長に提出しなけ ればならない。ただし 、第三百十七条の六第 一項又は第四項の 規定

によつて給与支 払報告書又は公的 年金等支払報告書を提 出する義務がある者 から一月一日現在に おいて俸給、給料、賃金 、歳費及び賞与

並びにこれらの性質を 有する給与（以下 この節において「給与 」と総称する。） 又は所得税法第三十五 条第三項に規定する公 的年金等（

以下 この節において「公的 年金等」という。 ）の支払を受けている 者で前年中において 給与所得以外の所得又 は公的年金等に係る所 得以

外の所得を 有しなかつたもの（公 的年金等に係る所 得以外の所得を有しな かつた者で社会保 険料控除額（政令で定 めるものを除く。）、

小規模企業共済 等掛金控除額、生命保険 料控除額、地震 保険料控除額、寡婦（寡 夫）控除額、勤労 学生控除額、配偶者特 別控除額若しく

は第三百十四条の二第 五項に規定する扶養控 除額の控除又はこ れらと併せて雑損控除 額若しくは医療費 控除額の控除、第三百 十三条第八

項に 規定する純損失の金額 の控除、同条第九項に規 定する純損失若 しくは雑損失の金額の控 除若しくは第三百 十四条の七第一項（同 項第

四号に掲げ る寄附金（租税特別措 置法第六十六条の十一 の二第三項に規定 する認定特定非営利活 動法人に対するも のを除く。第五項にお

いて同じ。）に 係る部分を除く。）及び 第二項の規定によつて 控除すべき金額（ 以下この条において「 寄附金税額控除額 」という。）の

控除 を受けようとする ものを除く。）並びに 所得割の納税義務を負 わないと認められ る者のうち当該市町村の 条例で定めるも のについて
（略）

は、この限 りでない。
一～七
（略）

道路運送車両 法（昭和二十六年法律第 百八十五号）（ 抄）

２～７

○

自動車（軽自動車、 小型特殊自動車及び二輪 の小型自動車を 除く。以下第二十九条か ら第三十二条までを 除き本章において同 じ。

（ 登録の一般的効力）
第四条
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○

）は、自動 車登録ファイルに登 録を受けたものでな ければ、これを運行の 用に供してはなら ない。

戦 傷病者戦没者遺族等援 護法（昭和二十七 年法律第百二十七号） （抄）
（援護の種 類）
一
遺族年 金及び遺族給与 金の支給

障害年金及び障害 一時金の支給

この法律 による援護は、次のとお りとする。

二
弔慰金の支 給

第五条

三

障害 年金、障害一時金、遺 族年金、遺族給与 金又は弔慰金を受ける 権利の裁定は、こ れらの援護を受けよう とする者の請求に基づ

（裁 定）
第六条
いて厚生労働大 臣が行う。
（障 害年金及び障害一時金 の支給）

軍人 軍属であつた者が在職 期間内に公務上負傷し 、又は疾病にかか り、昭和二十七年四月 一日（同日以後復 員する者については、

改 正前の恩給法第二十一 条に規定する軍人 又は準軍人であつた者 が昭和十二年七月七日 から昭和十六年十二 月七日までの間の本邦 その

項の政令で定める審議 会等の議決により 、その者にその障害の 程度に応じて障害年金 を支給する。

る者については 、その復員の日以 後）において、当該負 傷又は疾病により前項に 規定する程度の 障害の状態になつたとき は、第四条第一

軍人軍属 であつた者が在 職期間内に、公務上負傷 し、又は疾病にかか つた場合において、 昭和二十七年四月一日 以後（同日以後復 員す

いて は、その者にその 障害の程度に応じて障 害年金を支給する。

その復員の日） において、当該負傷又は 疾病により恩給法別表 第一号表ノ二及び 第一号表ノ三に定める 程度の障害の状態 にある場合にお

第七条

２

３

他の政令で 定める地域（第四条第 二項に規定する事 変地を除く。）におけ る在職期間（旧恩給法 施行令（大正十二 年勅令第三百六十七号

）第七条に規定 する元の陸軍又は海軍の 学生生徒につい ては、それらの身分を有 していた期間を含む。 第五項、第二十三 条第一項第四号

及 び第十一号並びに第 三十四条第二項におい て同じ。）内の事 変に関する勤務（政令 で定める勤務を除く。 第二十三条第一項 第四号及び

第十一 号並びに第三十四条 第二項第一号において同 じ。）に関連す る負傷又は疾病（公務上 の負傷又は疾病を除く 。）により、昭和 四十
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４

５

６

７

８

９

七年十月一 日（同日後復員する 者については、その 復員の日）において、 第一項に規定する 程度の障害の状態にあ る場合においては、そ
の者にその障害 の程度に応じて障害 年金を支給する。

軍人軍属（改正前の 恩給法第二十一条 に規定する軍人及び準 軍人を除く。第六項及 び第七項において 同じ。）であつた者が 昭和十二年

七月 七日から昭和十六年十 二月七日までの間の 前項に規定する地域 における在職期間内の同 項に規定する負傷 又は疾病により、昭和 四十

八年十月一 日（同日後復員する者 については、その復 員の日）において、 第一項に規定する程度 の障害の状態にあ る場合においては、そ
の者にその障害 の程度に応じて障害年金 を支給する。

軍 人軍属であつた者 が昭和十二年七月七日 から昭和十六年十 二月七日までの間の第 三項に規定する地域にお ける在職期間内 の同項に規

定する負傷 又は疾病により 、昭和五十五年十二月一 日において第一項 に規定する程度の障害 の状態にある場合（そ の者が、同日にお いて

未復員の状態に ある場合及び前二 項の規定により障害年 金を支給される場合 を除く。）又は同日 後（同日後復員する者に ついては、その

復員の日後）第一項に 規定する程度の障 害の状態になつた場合 においては、第四 条第一項の政令で定め る審議会等の議決によ り、その者
にそ の障害の程度に応じて 障害年金を支給す る。

軍人軍属 であつた者が本邦その 他の政令で定める 地域（第四条第二項に 規定する戦地を除 く。）における在職期 間内の次に掲げる負傷

又は疾病（公務 上の負傷又は疾病を除く 。）により、昭 和四十六年十月一日（同 日後復員する者に ついては、その復員の 日）において、

昭和二十年 九月二日以後における負 傷又は疾病で厚生労働 大臣が戦争に関す る勤務に関連する負傷 又は疾病と同視す ることを相当と

に第三十 四条第二項において同 じ。）に関連する負傷 又は疾病

昭和十六年十二月八日 以後における戦争に関す る勤務（政令で 定める勤務を除く。次号 、第二十三条第一 項第五号及び第十一号 並び

第一項に規定する程度 の障害の状態にある場 合においては、そ の者にその障害の程度 に応じて障害年金 を支給する。
一
二
認 めるもの

軍人軍属 であつた者が前 項に規定する地域におけ る在職期間内の同項 に規定する負傷又は 疾病により、昭和五十 五年十二月一日に おい

て第一項に規定 する程度の障害の 状態にある場合（その 者が、同日において未復 員の状態にある 場合及び前項の規定によ り障害年金を支

給される場合を除く。 ）又は同日後（同 日後復員する者につい ては、その復員の日後 ）第一項に規定す る程度の障害の状態に なつた場合

にお いては、第四条第一項 の政令で定める審 議会等の議決により、 その者にその障害の程度 に応じて障害年金 を支給する。

準軍属で あつた者が公務上負傷 し、又は疾病にか かり、昭和三十四年一 月一日（昭和二十年 九月二日以後引き続 き海外にあつて、昭和

三十四年一月一 日以後帰還する者につい ては、その帰還 の日）において、当該負 傷又は疾病により第一 項に規定する程度 の障害の状態に
あ る場合においては、 その者にその障害の程 度に応じて障害年 金を支給する。

準 軍属であつた者が公務 上負傷し、又は疾病にか かつた場合にお いて、昭和三十四年一月 一日以後（昭和二十 年九月二日以後引き 続き
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海外にあつ て、昭和三十四年一 月一日以後帰還する 者については、その帰 還の日以後）にお いて、当該負傷又は疾 病により第一項に規定

する程度の障害 の状態になつたとき は、第四条第一項の 政令で定める審議会等の 議決により、そ の者にその障害の程度に 応じて障害年金
を支給する。

準 軍属であつた者が昭和 十二年七月七日から昭 和十六年十二月七 日までの間における準軍 属としての勤務（ 政令で定める勤務を除 く。

次項、第十 二項、第二十三条第二 項第四号及び第九号 並びに第三十四条第 四項において同じ。） に関連して負傷し 、又は疾病にかかり、

昭和四十八年十 月一日（昭和二十年九月 二日以後引き続き 海外にあつて、昭和四 十八年十月一日後帰還 する者については 、その帰還の日

）に おいて、当該負傷 又は疾病（公務上の負 傷又は疾病を除く。 ）により第一項に規 定する程度の障害の状態 にある場合にお いては、そ
の者にその 障害の程度に応 じて障害年金を支給する 。

準軍属であつ た者が昭和十六年 十二月八日以後におけ る準軍属としての勤務 に関連して負傷し 、又は疾病にかかり、昭 和四十六年十月

一日（昭和二十年九月 二日以後引き続き 海外にあつて、昭和四 十六年十月一日後 帰還する者については 、その帰還の日）にお いて、当該

負傷 又は疾病（公務上の負 傷又は疾病を除く 。）により第一項に規 定する程度の障害の 状態にある場合におい ては、その者にその障 害の
程度に応じ て障害年金を支給する 。

準軍属であつ た者が昭和十二年七月七 日以後における 準軍属としての勤務に関 連して負傷し、又は 疾病にかかり、昭和 五十五年十二月

一日において当該負傷 又は疾病（公務上の負 傷又は疾病を除く 。以下この項において 同じ。）により第 一項に規定する程度の 障害の状態

にあ る場合（その者が、昭 和二十年九月二日以後引 き続き海外にあ つて、昭和五十五年十二 月一日において帰 還していない場合及び 前二

項の規定に より障害年金を支給さ れる場合を除く。）又 は同日後（昭和二 十年九月二日以後引き 続き海外にあつて 、昭和五十五年十二月

一日後帰還する 者については、その帰還 の日後）当該負傷又は 疾病により第一項 に規定する程度の障害 の状態になつた場 合においては、

第四 条第一項の政令で 定める審議会等の議決 により、その者にその 障害の程度に応じ て障害年金を支給する。

前各項の 規定により障害 年金の支給を受けるべき 者であつて、その障害 の程度が恩給法別 表第一号表ノ三に定め る程度であるものに 対

しては、前各項 の規定にかかわら ず、その者の請求によ り、その障害の程度に応 じて障害一時金 を支給し、障害年金を支 給しないものと
することができる。
（遺族年金 及び遺族給与金の支給 ）
次に 掲げる遺族には、遺族年 金を支給する。

在職期間内に公務 上負傷し、又は疾病に かかり、在職期間 内又は在職期間経過後 に、これにより死亡し た軍人軍属又は軍 人軍属であ

第二十三条
一

つた者 の遺族
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10
11
12
13

二

三

四

五

六

七

障害年 金（当該障害年金の 支給事由である公務 上の負傷又は疾病によ る障害の程度が恩 給法別表第一号表ノ二 に規定する程度又は同

法別表第一号 表ノ三の第一款症に該 当する程度である ものに限る。）又は軍人 たるによる増加 恩給を受ける権利を有す るに至つた後、

その権利を失うこと なく、当該障害年金又 は増加恩給の支給 事由である公務上の負 傷又は疾病以外の 事由により死亡した軍 人軍属又は

軍 人軍属であつた者（当 該障害年金又は増加恩 給の支給事由であ る公務上の負傷又は疾病 による障害の程度 が同法別表第一号表ノ 三の

第一款症 に該当する程度である ものにあつては、昭和 二十九年四月一日 以後に死亡した者に限 る。）の遺族

在職期間内 に公務上負傷し、又は疾 病にかかり、当該 負傷又は疾病以外の事 由により昭和二十七年 四月一日前に死亡 した軍人軍属又

は 軍人軍属であつた 者で、死亡の日におい て当該負傷又は疾病に より恩給法別表第 一号表ノ二に定める程度 の障害の状態に あつたもの

（重大な 過失によつて公 務上負傷し、又は疾病に かかり、これにより 障害の状態になつた 者及び当該障害の状態 になつた日におい て日
本の国籍を有 しなかつたか、又 はその後日本の国籍を 失つた者を除く。）の 遺族

昭和十二年七月七 日から昭和十六年 十二月七日までの間に 第七条第三項に規 定する地域における在 職期間内において事変 に関する勤

務 に関連して負傷し、又 は疾病にかかり、 在職期間内又は在職期 間経過後に、これによ り死亡した軍人軍属 又は軍人軍属であつた 者の
遺族（前 三号に掲げる遺族を除 く。）

第七条第六 項に規定する地域におけ る在職期間内の 次に掲げる負傷又は疾病 により、在職期間 内又は在職期間経過後 に死亡した軍人

軍属又は軍人軍属で あつた者（改正前の恩 給法第二十一条に 規定する軍人及び準軍 人並びにこれらの者 であつた者を除く。 ）の遺族（
イ

昭和二十 年九月二日以後における 負傷又は疾病で厚生労 働大臣が戦争に関 する勤務に関連する負 傷又は疾病と同視す ることを相当

昭和 十六年十二月八日以後 における戦争に関する 勤務に関連する負 傷又は疾病

第 一号から第三号までに 掲げる遺族を除く。）
ロ
と認め るもの

障害年 金（当該障害年 金の支給事由である公務 上の負傷又は疾病によ る障害の程度が恩 給法別表第一号表ノ三 の第二款症から第 五款

症までに該当 する程度であるも のに限る。）又は軍人 たるによる傷病年金を受 ける権利を有す るに至つた後、その権利 を失うことなく

、当該障害年金又は 傷病年金の支給事 由である公務上の負傷 又は疾病以外の事由に より昭和二十九年 四月一日以後に死亡し た軍人軍属
又 は軍人軍属であつた者 の遺族

障害年 金又は特例傷病恩給（ 当該障害年金又は 特例傷病恩給の支給事 由である負傷又は疾病 （公務上の負傷又 は疾病を除く。以下こ

の号、次号、 次項第六号及び第七号に おいて同じ。） による障害の程度が恩給 法別表第一号表ノ二に 規定する程度又は 同法別表第一号

表 ノ三の第一款症に 該当する程度であるも のに限る。）を受 ける権利を有するに至 つた後、その権利を失う ことなく、当該 障害年金又

は特例 傷病恩給の支給事 由である負傷又は疾病以 外の事由により 死亡した軍人軍属又は軍 人軍属であつた者の遺 族
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２

八

九

十

障害年 金又は特例傷病恩給 （当該障害年金又は 特例傷病恩給の支給事 由である負傷又は 疾病による障害の程度 が恩給法別表第一号表

ノ三の第二款 症から第五款症までに 該当する程度であ るものに限る。）を受け る権利を有する に至つた後、その権利を 失うことなく、

当該障害年金又は特 例傷病恩給の支給事由 である負傷又は疾 病以外の事由により死 亡した軍人軍属又 は軍人軍属であつた者 の遺族

昭和十二年七月七日以 後における在職期間 内に公務上負傷し、 又は疾病にかかり、当該 在職期間内又はそ の経過後六年（厚生労 働大

臣の指定 する疾病により死亡し た者については、十二 年）以内に死亡し た軍人軍属又は軍人軍 属であつた者の遺 族（重大な過失によつ

て公務上負傷 し、又は疾病にかかつた 者の遺族及び当該公 務上の負傷又は疾病 に関連しない負傷又は 疾病のみにより死 亡したことが明
ら かである者の遺族 並びに前各号に掲げる 遺族を除く。）

第四条 第五項に規定す る戦地における引き続く 在職期間（これに 引き続き昭和二十年九 月二日以後海外にあつ て復員するまでの 期間

を含む。）が 六箇月を超え、か つ、当該在職期間経過 後一年（厚生労働大臣 の指定する疾病に より死亡した者について は、三年）以内

に死亡した軍人軍属 又は軍人軍属であ つた者の遺族（当該在 職期間経過後に発し た負傷又は疾病のみ により死亡したことが 明らかであ

次に 掲げる者であつて、当 該負傷又は疾病の 発した在職期間内又は その経過後六年（ 厚生労働大臣の指定す る疾病により死亡した

る 者の遺族及び前各号に 掲げる遺族を除く 。）
十一

者については 、十二年）以内に死亡し たものの遺族（ 当該負傷又は疾病に関連 しない負傷又は疾病 のみにより死亡した ことが明らかで

昭和二十 年九月二日以後に 第七条第六項に規定す る地域における在職期間 内において負傷 し、又は疾病にかかつた 軍人軍属又は軍

疾病にかか つた軍人軍属又は 軍人軍属であつた者

昭和十六年十二 月八日以後に第七条第 六項に規定する地域に おける在職期間内 において戦争に関する勤 務に関連して負傷 し、又は

除く。ロ及びハに おいて同じ。）

勤務に関連 して負傷し、又は疾病に かかつた軍人軍属又は 軍人軍属であつた 者（重大な過失により 負傷し、又は疾病 にかかつた者を

昭和十二年七月七日 から昭和十六年十二月七 日までの間に第 七条第三項に規定する地 域における在職期間 内において事変に関 する

ある者の遺族及び前 各号に掲げる遺族を除 く。）
イ

ロ
ハ

人軍属であつた者であ つて、その負傷又 は疾病が厚生労働大臣 が戦争に関する勤務に 関連する負傷又は疾 病と同視することを相 当と
認める 負傷又は疾病であるも の
一

障害年金（当該障 害年金の支給事由であ る公務上の負傷又 は疾病による障害の程 度が恩給法別表第一号 表ノ二に規定する 程度又は同

公務上負傷 し、又は疾病にかかり、 これにより死亡 した準軍属又は準軍属で あつた者の遺族

次に掲げ る遺族には、毎年、遺 族給与金を支給す る。
二

法別表 第一号表ノ三の第 一款症に該当する程度で あるものに限る 。）を受ける権利を有す るに至つた後、その権 利を失うことなく 、当
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三

四
五

六

七

八

九

該障害年 金の支給事由である公 務上の負傷又は疾 病以外の事由により死 亡した準軍属であ つた者の遺族

公務上負傷 し、又は疾病にかか り、当該負傷又は疾 病以外の事由により昭和 三十四年一月一 日前に死亡した準軍属又 は準軍属であつ

た者で、死亡の日に おいて当該負傷又は疾 病により恩給法別 表第一号表ノ二に定め る程度の障害の状 態にあつたもの（重大 な過失によ

つ て公務上負傷し、又は 疾病にかかり、これに より障害の状態に なつた者及び当該障害の 状態になつた日に おいて日本の国籍を有 しな
かつたか 、又はその後日本の国 籍を失つた者を除く。 ）の遺族

昭和十二年 七月七日以後に準軍属と しての勤務に関連 して負傷し、又は疾病 にかかり、これにより 死亡した準軍属又 は準軍属であつ
た 者の遺族（前三号 に掲げる遺族を除く。 ）

障害年 金（当該障害年 金の支給事由である公務 上の負傷又は疾病 による障害の程度が恩 給法別表第一号表ノ三 の第二款症から第 五款

症までに該当 する程度であるも のに限る。）を受ける 権利を有するに至つた 後、その権利を失 うことなく、当該障害年 金の支給事由で
ある公務上の負傷又 は疾病以外の事由 により死亡した準軍属 であつた者の遺族

障害年金（当該障害年 金の支給事由であ る負傷又は疾病による 障害の程度が恩給法 別表第一号表ノ二に規 定する程度又は同法別 表第

一号表ノ 三の第一款症に該当す る程度であるもの に限る。）を受ける権 利を有するに至つた 後、その権利を失う ことなく、当該障害年
金の支給事由 である負傷又は疾病以外 の事由により死 亡した準軍属であつた者 の遺族

障害年金（当該障 害年金の支給事由であ る負傷又は疾病に よる障害の程度が恩給 法別表第一号表ノ 三の第二款症から第五 款症までに

該 当する程度であるもの に限る。）を受ける権利 を有するに至つ た後、その権利を失うこ となく、当該障害年 金の支給事由である 負傷
又は疾病 以外の事由により死亡 した準軍属であつた者 の遺族

昭和十二年 七月七日以後に公務上負 傷し、又は疾病にかか り、当該負傷又は 疾病の発した準軍属た るの期間内又はそ の経過後六年（

厚 生労働大臣の指定 する疾病により死亡し た者については、十二 年）以内に死亡し た準軍属又は準軍属であ つた者の遺族（重 大な過失

によつて 公務上負傷し、 又は疾病にかかつた者の 遺族及び当該公務上の 負傷又は疾病に関 連しない負傷又は疾病 のみにより死亡した こ
とが明らかで ある者の遺族並び に前各号に掲げる遺族 を除く。）

昭和十二年七月七 日以後に準軍属と しての勤務に関連して 負傷し、又は疾病にか かり、当該負傷又 は疾病の発した準軍属 たるの期間

内 又はその経過後六年（ 厚生労働大臣の指 定する疾病により死亡 した者については、十二 年）以内に死亡し た準軍属又は準軍属で あつ

た者の遺 族（重大な過失によつ て勤務に関連して 負傷し、又は疾病にか かつた者の遺族及び当 該勤務に関連した 負傷又は疾病に関連し

ない負傷又は 疾病のみにより死亡した ことが明らかで ある者の遺族並びに前各 号に掲げる遺族を除く 。）
（弔慰 金の支給）

- 31 -

第三十四条

昭和十二年七月七 日以後における在職期 間内に、公務上負傷し 、又は疾病にかか り、これにより、昭和 十六年十二月八日以 後

において死亡し た軍人軍属又は軍人 軍属であつた者（昭 和十六年十二月八日前に 死亡したことが 、昭和二十年九月二日以 後において認定
された者を含む。）の 遺族には、弔慰のた め、弔慰金を支給す る。
（略）

未 帰還者留守家族等 援護法（昭和二十八年 法律第百六十一号 ）（抄）

２～４

○
（留守家族 手当の支給）
（略）

未帰還者 の留守家族には、 留守家族手当を支給す る。

２

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）

第五条

○

私立学校教職員共済 制度は、日本私立学校 振興・共済事業団 （以下「事業団」という 。）が、管掌する 。

（管掌）
第二条
（給付）

六

五

四

三

二

一

家族埋葬料

埋葬料

家族出 産費

出産費

高額療養費及び高 額介護合算療養費

家族療養費 、家族訪問看護療 養費及び家族移送費

療養の 給付、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 看護療養費及び移送費

この法律によ る短期給付は、次のと おりとする。

七

傷 病手当金

第二十 条

八
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２

出産手 当金
弔慰金

九
十一
家族弔慰金

休業手当金

十二
災害 見舞金

十

十三

二

一
障害一時金

障害共 済年金

退職共済年金

この法律によ る長期給付は、次のとお りとする。

三
（ 略）

遺族共済年金

３

厚生年金保険法（昭 和二十九年法律第百十 五号）（抄）

四

○
厚生 年金保険は、政府が、 管掌する。

（管 掌）
第二条
（保 険給付の種類）
一

障害厚生年金及び 障害手当金

老齢厚生年 金

この法律による 保険給付は、次のとおり とする。

二
遺族厚生年金

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

第三十二条

○

（設立 及び業務）
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第三条

各省 各庁ごとに、その 所属の職員及びその所 管する特定独立行政法 人の職員（次項各 号に掲げる各省各庁に あつては、同項各号 に

２

組 合は、第五十一条第一 項各号に掲げる短 期給付、第七十二条第 一項各号に掲げる長期給 付及び第九十八条 第一項第一号の二に掲 げる

（略）

掲げる職員を除 く。）をもつて組織 する国家公務員共済 組合（以下「組合」とい う。）を設ける 。
３
（略）

福祉事業を 行うものとする。
４・５
（設立及び 業務）

組合 の事業のうち次項 各号に掲げる業務を共 同して行うため、 すべての組合をもつて 組織する国家公務員共済 組合連合会（以

ヘ

ホ

ニ

ハ

ロ

イ

その他財務省令 で定める業務

第百二条 の二に規定する財 政調整拠出金の拠出及 び地方公務員等共済組合 法第百十六条の 二 に規定する財政調整 拠出金の受入れ

基礎 年金拠出金の納 付

積立金及び長期 給付の支払上の余裕金 の管理及び運用

積立金（ 第三十五条の二第一項に 規定する積立金をいう 。ニにおいて同じ 。）の積立て

長期 給付に要する費用（基 礎年金拠出金の納付及 び第百二条の二に 規定する財政調整拠出 金の拠出に要する費 用を含む。）の計算

長期給付の決定及び 支払

（略 ）

（略）

ト

調整拠出金の受入れ に関する業務を含む。 ）のうち次に掲げ るもの

の二に規定す る財政調整拠出金の拠出 及び地方公務員 等共済組合法（昭和三十 七年法律第百五十二 号）第百十六条の二 に規定する財政

長期給 付（第七十二条第一項 に規定する長期給 付をいう。以下同じ。 ）の事業に関する 業務（基礎年金拠出金 の納付並びに第百二条

連 合会の業務は、次に掲 げるものとする。

下「連合会」という。 ）を設ける。

第二十一条
２
一

二
３・４

この法律による 短期給付は、次のとおり とする。

（ 短期給付の種類等）
第五十 一条
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二

一
家族療養費 、家族訪問看護療養 費及び家族移送費

療養の 給付、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 看護療養費及び移送費

七

六

五

四

三

傷病手当金

家族埋 葬料

埋葬料

削除

家族出 産費

出産費

高額療養費及 び高額介護合算療養 費

八
出産手当金

二の二

九
休業手当金
育 児休業手当金

十
十の二
弔慰金

介護休 業手当金

十一
家族弔慰金

十の三
十二
災害 見舞金
（略）

十三
２～４
（長期給付 の種類等）
一
障害共済年金

退職共済年金

この 法律による長期給 付は、次のとおりとす る。

二
障害一 時金

第七十二条

三

遺族共済年 金
（略）

四
２ ・３
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○

国民健康保険 法（昭和三十三年 法律第百九十二号）（ 抄）
（保険者）
市町村及び特別区は 、この法律の定め るところにより、国民 健康保険を行うものとす る。

（略）

第三条
２
（略）

保険者は 、前項の保険給 付のほか、条例又は規約 の定めるところ により、傷病手当金の支 給その他の保険給付を 行うことができる 。

第五十 八条
２
（略）

保険者は、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、健康診査そ の他

３
第八十 二条

の被保険者 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。
（略）

国民年金 法（昭和三十四年法律 第百四十一号）（抄）

２～５

○
（管掌）

国民年金事業は 、政府が、管掌する。

国民年金 事業の事務の一部は、 政令の定めるとこ ろにより、市町村長（ 特別区の区長を含む 。以下同じ。）が行 うこととすることがで

う。 ）に行わせることがで きる。

二百四十五号）の規定 により私立学校教 職員共済制度を管掌す ることとされた日本私 立学校振興・共済 事業団（以下「共済組 合等」とい

家公務員共済組 合連合会、全国市 町村職員共済組合連合 会、地方公務員共済組合 連合会又は私立 学校教職員共済法（昭和 二十八年法律第

国民年金 事業の事務の一 部は、政令の定めるとこ ろにより、法律によ つて組織された共済 組合（以下単に「共済 組合」という。） 、国

第三条
２

３
きる。

（国民 年金原簿）
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第十四条

厚 生労働大臣は、国 民年金原簿を備え、こ れに被保険者の氏名、 資格の取得及び喪 失、種別の変更、保険 料の納付状況、基礎 年

金番号（政府管 掌年金事業（政府が 管掌する国民年金事 業及び厚生年金保険事業 をいう。）の運 営に関する事務その他当 該事業に関連す

る事務であつて厚生労 働省令で定めるもの を遂行するために用 いる記号及び番号であ つて厚生労働省令 で定めるものをいう。 ）その他厚
生労 働省令で定める事項を 記録するものとする 。
（給付の種類）

二

一
遺族基礎年金

障害基礎年 金

老齢基 礎年金

この法律によ る給付（以下単に「給 付」という。）は 、次のとおりとする。

三
付加年金、寡婦年金及 び死亡一時金

第十五 条

四
（裁定）

給付を受ける 権利は、その権利を有 する者（以下「受 給権者」という。）の 請求に基いて、厚 生労働大臣が裁定する 。

薬事法（ 昭和三十五年法律第百 四十五号）（抄）

第十六条
○
（医薬品等の製 造販売の承認）

医薬品（厚生 労働大臣が基準を定め て指定する医薬品及び 第二十三条の二第 一項の規定により指定す る体外診断用医 薬品を除く

一

申請に係る 医薬品、医薬部外品、化 粧品又は医療機 器を製造する製造所が、 第十三条第一項の許可 （申請をした品目 について製造が

申請者 が、第十二条第一項の 許可（申請をした 品目の種類に応じた許 可に限る。）を受けて いないとき。

次 の各号のいずれかに該 当するときは、前 項の承認は、与えない 。

についての厚生労働大 臣の承認を受けな ければならない。

療機器（一般医 療機器及び同項の 規定により指定する管 理医療機器を除く。）の 製造販売をしよ うとする者は、品目ごと にその製造販売

。）、医薬 部外品（厚生労 働大臣が基準を定めて指 定する医薬部外品を除 く。）、厚生労働 大臣の指定する成分を 含有する化粧品又 は医

第十四 条

２
二

で きる区分に係るも のに限る。）又は第十 三条の三第一項の 認定（申請をした品目 について製造ができる区 分に係るものに 限る。）を
受けて いないとき。
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３

４

５

６

７

三

四

申請に 係る医薬品、医薬部 外品、化粧品又は医 療機器の名称、成分、 分量、構造、用法 、用量、使用方法、効 能、効果、性能、副作

申請に係る医薬 品、医薬部外品又は医 療機器が、その申 請に係る効能、効果又 は性能を有すると 認められないとき。

用その他の品 質、有効性及び安全性 に関する事項の審 査の結果、その物が次の イからハまでの いずれかに該当するとき 。
イ

申請に係る医薬品、 医薬部外品又は医療機 器が、その効能、 効果又は性能に比して著 しく有害な作用を 有することにより、医 薬品

イ又はロ に掲げる場合のほか、医 薬品、医薬部外品、 化粧品又は医療機器 として不適当なものと して厚生労働省令 で定める場合に

、医薬部外 品又は医療機器として使 用価値がないと認 められるとき。

ロ
ハ
該当す るとき。

申請に 係る医薬品、医 薬部外品、化粧品又は医 療機器が政令で定 めるものであるときは 、その物の製造所にお ける製造管理又は 品質
管理の方法が 、厚生労働省令で 定める基準に適合して いると認められないと き。

第一項の承認を受け ようとする者は、 厚生労働省令で定める ところにより、申 請書に臨床試験の試験 成績に関する資料その 他の資料を

添付 して申請しなければな らない。この場合 において、当該申請に 係る医薬品又は医療 機器が厚生労働省令で 定める医薬品又は医療 機器

であるとき は、当該資料は、厚生 労働大臣の定める 基準に従つて収集され 、かつ、作成され たものでなければなら ない。

第一項の申請 に係る医薬品、医薬部 外品、化粧品又は 医療機器が、第十四条の 十一第一項に規 定する原薬等登録原簿に 収められている

原薬等（原薬たる医薬 品その他厚生労働省令 で定める物をいう 。以下同じ。）を原料 又は材料として製 造されるものであると きは、第一

項の 承認を受けようとする 者は、厚生労働省令で定 めるところによ り、当該原薬等が原薬等 登録原簿に登録さ れていることを証する 書面
をもつて前 項の規定により添付す るものとされた資料の 一部に代えること ができる。

第二項第三号 の規定による審査におい ては、当該品目に係 る申請内容及び第三 項前段に規定する資料 に基づき、当該品 目の品質、有効

性及 び安全性に関する 調査（既に製造販売の 承認を与えられている 品目との成分、分 量、構造、用法、用量、 使用方法、効能 、効果、性

能等の同一 性に関する調査 を含む。）を行うものと する。この場合におい て、当該品目が同 項後段に規定する厚生 労働省令で定める 医薬

品又は医療機器 であるときは、あ らかじめ、当該品目に 係る資料が同項後段の規 定に適合するか どうかについての書面に よる調査又は実
地の調査を行うものと する。

第 一項の承認を受けよう とする者又は同項 の承認を受けた者は、 その承認に係る医薬品 、医薬部外品、化粧 品又は医療機器が政令 で定

めるもので あるときは、その物の 製造所における製 造管理又は品質管理の 方法が第二項第四号に 規定する厚生労働 省令で定める基準に適

合しているかど うかについて、当該承認 を受けようとす るとき、及び当該承認の 取得後三年を下らない 政令で定める期間 を経過するごと
に 、厚生労働大臣の書 面による調査又は実地 の調査を受けなけ ればならない。

厚 生労働大臣は、第一項 の承認の申請に係る医薬 品又は医療機器 が、希少疾病用医薬品、 希少疾病用医療機器 その他の医療上特に その
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８

９

必要性が高 いと認められるもの であるときは、当該 医薬品又は医療機器に ついての第二項第 三号の規定による審査 又は前項の規定による
調査を、他の医 薬品又は医療機器の 審査又は調査に優先 して行うことができる。

厚生労働大臣は、第 一項の申請があつ た場合において、次の 各号のいずれかに該当 するときは、同項 の承認について、あら かじめ、薬

申請に係る医療機 器が、既に製造販売の 承認を与えられてい る医療機器と、構造 、使用方法、効能、効果 、性能等が明ら かに異なる

分量、用法、 用量、効能、効果等が明 らかに異なるとき。

申請に 係る医薬品、医薬部外 品又は化粧品が、既 に製造販売の承認を 与えられている医薬品 、医薬部外品又は 化粧品と、有効成分、

事・ 食品衛生審議会の意見 を聴かなければなら ない。
一
二
とき。

第一項の承認 を受けた者は、当 該品目について承認さ れた事項の一部を 変更しようとするとき （当該変更が厚生労働省 令で定める軽微

な変更であるときを除 く。）は、その変 更について厚生労働大 臣の承認を受けな ければならない。この 場合においては、第二 項から前項
まで の規定を準用する。

第一項の 承認を受けた者は、前 項の厚生労働省令 で定める軽微な変更に ついて、厚生労働省 令で定めるところに より、厚生労働大臣に

その旨を届け出 なければならない。
第一項及び第九項の 承認の申請（政令で定 めるものを除く。 ）は、機構を経由して 行うものとする。

次 の各号に掲げる医薬品又 は医療機器につき第 十四条の規定による 製造販売の承認を受け た者は、当該医薬 品又は医療機器

（新医薬品 、新医療機器等の再審 査）
第十四条の四

既に製 造販売の承認を 与えられている医薬品又 は医療機器と、医薬品 にあつては有効成 分、分量、用法、用量 、効能、効果等が 、医

につ いて、当該各号に 定める期間内に申請し て、厚生労働大臣の再 審査を受けなけれ ばならない。
一

次に掲げる 期間（以下

療機器にあつ ては構造、使用方 法、効能、効果、性能 等が明らかに異なる医薬 品又は医療機器 として厚生労働大臣がそ の製造販売の承

認の際指示したもの （以下医薬品にあ つては「新医薬品」と 、医療機器にあつては 「新医療機器」と いう。）

希少 疾病用医薬品その他厚 生労働省令で定め る医薬品又は希少疾病 用医療機器その他厚生 労働省令で定める 医療機器として厚生労

こ の条において「調査期 間」という。）を 経過した日から起算し て三月以内の期間（次号 において「申請期 間」という。）
イ

働大臣が薬事・食 品衛生審議会の意見を 聴いて指定するも のについては、その製 造販売の承認のあつた 日後六年を超え十 年を超えな

い 範囲内（希少疾病用 医療機器その他厚生労働 省令で定める医 療機器にあつては、四年 を超え七年を超えな い範囲内）において 厚生
労働大 臣の指定する期間
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10
11

二

ロ

ハ

既に 製造販売の承認を与え られている医薬品 又は医療機器と効能又 は効果のみが明ら かに異なる医薬品又は 医療機器（イに掲げる

医薬品及び医療機 器を除く。）その 他厚生労働省令で定め る医薬品又は医療機器 として厚生労働大 臣が薬事・食品衛生審 議会の意見

を聴いて指定するもの については、その製 造販売の承認のあつ た日後六年（医療機器に あつては、四年） に満たない範囲内にお いて
厚生労 働大臣の指定する期間

イ又 はロに掲げる医薬品又 は医療機器以外の医薬 品又は医療機器に ついては、その製造販 売の承認のあつた 日後六年（医療機器に
あつては、四年）

新医薬品又は新医 療機器（その製造販売 の承認のあつた日後 調査期間（次項の規 定による延長が行われた ときは、その延 長後の期間

）を経過 しているものを 除く。）と、医薬品にあ つては有効成分、分 量、用法、用量、効 能、効果等が、医療機 器にあつては構造 、使

申請期間（ 次項の規定による 調査期間の延長が行わ れたときは、その延 長後の期間に基づい て定められる申請期間 ）に合致す

用方法、効能 、効果、性能等が 同一性を有すると認め られる医薬品又は医療 機器として厚生労 働大臣がその製造販売の 承認の際指示し
たもの
（略 ）

る ように厚生労働大臣が 指示する期間
２～７
（外国製造医薬品等の 製造販売の承認）

厚生労働大臣 は、第十四条第一項に 規定する医薬品、 医薬部外品、化粧品又は 医療機器であつて 本邦に輸出されるもの につ

第 一項の承認については 、第十四条第二項（第一 号を除く。）及 び第三項から第十一項ま で並びに第十四条の 二の規定を準用する 。

す ることができる。

機器の製造販売 業者（以下「選任製造販 売業者」という 。）は、第十四条第一項 の規定にかかわらず、 当該承認に係る品 目の製造販売を

第一項の 承認を受けた者（以下 「外国特例承認取 得者」という。）が前 項の規定により選任 した医薬品、医薬部 外品、化粧品又は医療

応じ た製造販売業の許可を 受けている者に限 る。）を当該承認の申 請の際選任しなければな らない。

害の発生の防止に必要 な措置を採らせる ため、医薬品、医薬部 外品、化粧品又は医療 機器の製造販売業 者（当該承認に係る品 目の種類に

第一項の承認 を受けようとする 者は、本邦内において 当該承認に係る医薬品 、医薬部外品、化 粧品又は医療機器による 保健衛生上の危

であるとき は、前項の承認 を与えないことができる 。

申 請者が、第七十五 条の二第一項の規定に よりその受けた承認の 全部又は一部を取 り消され、取消しの日か ら三年を経過し ていない者

、化粧品又は医 療機器の製造販売業者に 製造販売をさせること についての承認を 与えることができる。

き、外国に おいてその製造等をす る者から申請があつた ときは、品目ごと に、その者が第三項の 規定により選任し た医薬品、医薬部外品

第十九 条の二

２
３

４

５
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○

６

児 童扶養手当法（昭和三 十六年法律第二百 三十八号）（抄）

前項にお いて準用する第十 四条第九項の承認につ いては、第十四条第十 一項及び第十四条 の二の規定を準用する 。

都道府県 知事、市長（特別区の区 長を含む。以下 同じ。）及び福祉事務所 （社会福祉法（昭和二 十六年法律第四十 五号）に定める

（支給要件 ）
第四条

ハ

ロ

イ

父の生死 が明らかでない児童

父が 政令で定める程度の障 害の状態にある児 童

父が死亡した児童

父母が婚姻を解 消した児童

ハ

ロ

イ

母の 生死が明らかで ない児童

母が前号ハの政 令で定める程度の障害 の状態にある児童

母が死亡 した児童

父母 が婚姻を解消した児童

当該母

当該父

福祉 に関する事務所を いう。以下同じ。）を 管理する町村長（以 下「都道府県知事等 」という。）は、次の各 号に掲げる場合 の区分に応

ニ

その他イからニ までに準ずる状態にあ る児童で政令で定 めるもの

ニ

その他イ からニまでに準ず る状態にある児童で政 令で定めるもの

第一号イからホま でのいずれかに該 当する児童を母が監護 しない場合若しくは同 号イからホまでの いずれかに該当する児 童（同号ロ

ホ

次のイからホまでのい ずれかに該当する児童の 父が当該児童を 監護し、かつ、これと生 計を同じくする場 合

ホ

次のイから ホまでのいずれか に該当する児童の母が 当該児童を監護する 場合

じ、それぞ れ当該各号に定 める者に対し、児童扶養 手当（以下「手当 」という。）を支給す る。
一

二

三

に 該当するものを除く。 ）の母がない場合 であつて、当該母以外 の者が当該児童を養育す る（児童と同居し て、これを監護し、か つ、

その生計 を維持することをいう 。以下同じ。）と き、前号イからホまで のいずれかに該当する 児童を父が監護し ないか、若しくはこれ

と生計を同じ くしない場合（父がない 場合を除く。） 若しくは同号イからホま でのいずれかに該当す る児童（同号ロに 該当するものを
当該養育者

除 く。）の父がない 場合であつて、当該父 以外の者が当該児 童を養育するとき、又 は父母がない場合であつ て、当該父母以 外の者が当
該児童 を養育するとき
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（略 ）

国 税通則法（昭和三十七 年法律第六十六号 ）（抄）

２～５

○

期限内 申告書を提出すべきであ つた者（所得税 法第百二十三条第一項（ 確定損失申告）、第百 二十五条第三項（ 年の中途で死亡

（期限後申 告）
第十八条

した 場合の確定損失申 告）又は第百二十七条 第三項（年の中途で 出国をする場合の確 定損失申告）（これらの 規定を同法第百 六十六条（

非居住者に 対する準用）に おいて準用する場合を含 む。）の規定によ る申告書を提出するこ とができる者でその提 出期限内に当該申 告書

を提出しなかつ たもの及びこれら の者の相続人その他こ れらの者の財産に属 する権利義務を包括 して承継した者（法人が 分割をした場合

にあつては、第七条の 二第四項（信託に 係る国税の納付義務の 承継）の規定によ り当該分割をした法人 の国税を納める義務を 承継した法

人に 限る。）を含む。）は 、その提出期限後 においても、第二十五 条（決定）の規定に よる決定があるまでは 、納税申告書を税務署 長に
２

期限後申告書には、 その申告に係る国税の 期限内申告書に記 載すべきものとされて いる事項を記載し 、その期限内申告書に 添付すべき

前項の規定に より提出する納税申告 書は、期限後申告 書という。

提出するこ とができる。
３

もの とされている書類があ るときは当該書類を添付 しなければなら ない。

納税申告書を 提出した者（その相続 人その他当該提出した 者の財産に属する 権利義務を包括して承継 した者（法人が 分割をした

（修正申告）
第十九 条

場合にあつ ては、第七条の 二第四項（信託に係る国 税の納付義務の承継） の規定により当該 分割をした法人の国税 を納める義務を承 継し

た法人に限る。 ）を含む。以下第 二十三条第一項及び第 二項（更正の請求）にお いて同じ。）は 、次の各号のいずれかに 該当する場合に

は、その申告について 第二十四条（更正 ）の規定による更正が あるまでは、その申告 に係る課税標準等 （第二条第六号イから ハまで（定

義） に掲げる事項をいう。 以下同じ。）又は 税額等（同号ニからヘ までに掲げる事項をいう 。以下同じ。）を 修正する納税申告書を 税務

二

一

先 の納税申告書に記載 した還付金の額に相当す る税額が過大で あるとき。

先の納税申告書に 記載した純損失等の金 額が過大であると き。

先の納税申 告書の提出により納付す べきものとして これに記載した税額に不 足額があるとき。

署長に提出 することができる。

三
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２

四

先の納 税申告書に当該申告 書の提出により納付 すべき税額を記載しな かつた場合におい て、その納付すべき税 額があるとき。

第二十四条か ら第二十六条まで （更正・決定）の規定 による更正又は決定を受 けた者（その相 続人その他当該更正又は 決定を受けた者

の財産に属する権利義 務を包括して承継し た者（法人が分割を した場合にあつては、 第七条の二第四項 の規定により当該分割 をした法人

の国 税を納める義務を承継 した法人に限る。） を含む。第二十三条 第二項において同じ。） は、次の各号のい ずれかに該当する場合 には

、その更正 又は決定について第二 十六条の規定による 更正があるまでは、 その更正又は決定に係 る課税標準等又は 税額等を修正する納税
申告書を税務署 長に提出することができ る。

その更正又は決定 により納付すべきもの としてその更正又は 決定に係る更正通知 書又は決定通知書に記載 された税額に不 足額がある
その更正に 係る更正通知書に 記載された純損失等の 金額が過大であると き。

一
二

その更正又は決定 に係る更正通知書 又は決定通知書に記載 された還付金の額 に相当する税額が過大 であるとき。

とき。
三

前二項の 規定により提出する納 税申告書は、修正 申告書という。

納付すべき税額がない 旨の更正を受けた 場合において、納付す べき税額があるとき 。

３

修正申告書に は、次に掲げる事項を 記載し、その申告 に係る国税の期限内申告 書に添付すべき ものとされている書類が あるときは当該

四
４
その申告前の課税標準 等及び税額等

書類に記載すべき事項 のうちその申告に係る ものを記載した書 類を添付しなければな らない。
一
その申 告後の課税標準等及び 税額等
その申告前の納 付すべき税額がその申 告により増加するとき は、その増加する 部分の税額

二
イ

その 申告前の還付金 の額に相当する税額がそ の申告により減少する ときは、その減少 する部分の税額

その申告に 係る次に掲げる金額
ロ

所得税法 第百四十二条第二 項（純損失の繰戻しに よる還付）（同法第百六 十六条（非居住 者に対する準用）におい て準用する場合

前三号に掲げるも ののほか、当該期限内 申告書に記載すべ きものとされている事 項でその申告に係るも のその他参考とな るべき事項

金のうちロに掲げ る税額に対応する部分 の金額

の繰戻し等 による還付金額」という 。）に係る第五 十八条第一項（還付加算 金）に規定する還付 加算金があるときは 、その還付加算

用）及 び第百四十五条第一項 （外国法人に対す る準用）において準用 する場合を含む。）の 規定により還付す る金額（以下「純損失

を含む。）又は法人税 法第八十条第六項 （欠損金の繰戻しによ る還付）（同法第八十 一条の三十一第四 項 （連結欠損金に対す る準

ハ

三

四
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（更正又 は決定の手続）

第二 十四条から第二十 六条まで（更正・決定 ）の規定による更正又は 決定（以下「更 正又は決定」という。） は、税務署長が

一
その更正後の課税 標準等及び税額等

その更正前 の課税標準等及び税額等

その更正 前の納付すべき税 額がその更正により増 加するときは、その増 加する部分の税額

二
イ

その更正前の還 付金の額に相当す る税額がその更正によ り減少するときは、 その減少する部分の 税額

その更 正に係る次に掲 げる金額
ロ

純損失の繰戻し等に よる還付金額に係 る第五十八条第一項（ 還付加算金）に規定す る還付加算金がある ときは、その還付加算 金の

ニ

その更正前の還 付金の額に相当する税 額がその更正によ り増加するときは、そ の増加する部分の税 額

その更正 前の納付すべき税額がそ の更正により減 少するときは、その減少 する部分の税額

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）

くものであ るときは、その旨を附 記しなければならない 。

決 定通知書には、その決 定に係る課税標準等及 び税額等を記載し なければならない。この 場合において、そ の決定が前条の調査に 基づ

ホ

うちロに掲 げる税額に対応する部分 の金額

ハ

三

その旨を附 記しなければならない 。

更 正通知書には、次に掲 げる事項を記載し なければならない。こ の場合において、その更 正が前条の調査に 基づくものであるとき は、

更正通知書又は決定通 知書を送達して行な う。

第二十八条
２

３

○

次の各号に掲げ る職員の区分に従 い、当該各号に掲げる 職員をもつて組織す る当該各号の地方公 務員共済組合（次項に 規定する都

（設立）
第三条

道府県 の職員（次号及び第三 号に掲げる者を除 く。）

公立学校共済組合

地方職員共済 組合

市職 員共済組合を含み、以 下「組合」という 。）を設ける。
一

公立学校の 職員並びに都道府県教育 委員会及びその 所
管 に属する教育機関 （公立学校を除く。） の職員
都 道府県警察の職員

警察共 済組合

二
三
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四
五

六

都の職 員（特別区の職員を 含み、第二号及び前 号に掲
げる者を除く 。）
地方自治法第二百 五十二条の十九第一 項に規定する指
定 都市（以下「指定都市 」という。）の職員（ 第二号に
掲げる者 を除く。）
指定都市以 外の市及び町村の職員（ 第二号に掲げる者
（略 ）

を 除く。）
２・３
（市町村連合会）

都職員共済組 合
指 定都市ごとに、指定都 市職員共済組合

都道府県の区域ごと に、市町村職員共済組 合

市町村職員共済 組合又は都市職員 共済組合の事業のうち 次項に規定する業 務を共同して行うととも に、市町村職員共済組 合又

三

二

一

その他 総務省令で定め る業務

長期給付に係る業 務上の余裕金の管理

長期給付（ 基礎年金拠出金の負担を 含む。次号において同 じ。）に充てるべ き積立金の積立て

長期給 付の決定及び支払

三

二

一

福祉事業を 行うこと。

災害給 付積立金を管理するこ と。

構成組合の短期給付、 短期給付に要する 財源の計算及び資産の 管理が適切に行われるよ うに、構成組合の 事務の指導を行うこと 。

構成組合の業務に 関する技術的及び 専門的な知識、資料等 を構成組合に提供する こと。

市町村連合会 は、前項に規定す る業務のほか次に掲げ る事業を行う。

四

務（ 基礎年金拠出金の負担 に関する業務を含む。） のうち次に掲げ るものとする。

市町村連合会の業務 は、市町村職員共済組 合又は都市職員共 済組合（以下この款に おいて「構成組合 」という。）の長期給 付に係る業

する全国市町村 職員共済組合連合会（以 下「市町村連合 会」という。）を置く。

は都市職員 共済組合の業務の適正 かつ円滑な運営を 図るため、すべての市 町村職員共済組合 及びすべての都市職員 共済組合をもつて組織

第二十 七条

２

３

四

その他その目的を 達成するために必要な 事業
（略）

五
４～７
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組合は、こ の法律で定めると ころにより、組合員の 病気、負傷、出産、死 亡、休業若しくは 災害又は被扶養者の病 気、負傷、

（組合の給付）
第四十二条

出産 、死亡若しくは災害に 関し、第五十三条第 一項に規定する短期 給付を行うほか、第五十 四条に規定する短 期給付を行うことがで きる
ものとし、 また、組合員の退職、 障害又は死亡に関し 、長期給付を行うも のとする。
（短 期給付の種類等）

療養の給付 、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 療養費及び移送費

この法律による 短期給付は、次のとおり とする。

一
家族療養費、家族 訪問看護療養費及 び家族移送費

第五十三条
二

七

六

五

四

三

傷病手当金

家族埋 葬料

埋葬料

削除

家族出産費

出産費

高額療養費及び高 額介護合算療養費

八
出産手当金

二の 二

九
休業手 当金
育児休 業手当金

十
十の二
弔慰金

介護休業手当 金

十一
家族 弔慰金

十の三
十二

災害見舞 金
（略）

十三
２ ～４
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（長期給付 の種類）
一
障害共済年金

退職共済年金

この 法律による長期給 付は、次のとおりとす る。

二
障害一 時金

第七十四条

三

老人福祉法（ 昭和三十八年法律 第百三十三号）（抄）

遺族共済年 金

○

母子及び 寡婦福祉法（昭和三十 九年法律第百二十 九号）

四

○
（母子家庭自立 支援給付金）

都道府県等 は、配偶者のない女子 で現に児童を扶養 しているものの雇用の 安定及び就職の促 進を図るため、政令で 定めるとこ

二

一

前二号 に掲げる給付金 以外の給付金であつて、 政令で定めるもの

配偶者のない女子 で現に児童を扶養して いるものの知識及び技 能の習得を容易に するための給付金

配偶者のな い女子で現に児童を扶養 しているものの求職活 動の促進とその職 業生活の安定とを図る ための給付金

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）（抄）

三

いう。）を 支給することができる 。

ろに より、配偶者のない女 子で現に児童を扶養して いるもの又は事 業主に対し、次に掲げる 給付金（以下「母 子家庭自立支援給付金 」と

第三十一条

○

国は、障 害児の父若しくは母がそ の障害児を監護 するとき、又は父母がな いか若しくは父母が 監護しない場合にお いて、当該障害

（支給要件 ）
第三条

児 の父母以外の者がそ の障害児を養育する（ その障害児と同居 して、これを監護し、 かつ、その生計を維持 することをいう。 以下同じ。

）とき は、その父若しくは 母又はその養育者に対し 、特別児童扶養 手当（以下この章におい て「手当」という。） を支給する。
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２～５

（略 ）

都道府県知事、市 長（特別区の区長 を含む。以下同じ。） 及び福祉事務所（社会福 祉法（昭和二十六 年法律第四十五号）に 定め

（支給要件）
第十七 条

る福祉に関 する事務所をいう。以 下同じ。）を管理す る町村長は、その管 理に属する福祉事務所 の所管区域内に住 所を有する重度障害児

に対し、障害児 福祉手当（以下この章に おいて「手当」と いう。）を支給する。 ただし、その者が次の 各号のいずれかに 該当するときは
（ 略）

都道府県知 事、市長及び福祉 事務所を管理する町村 長は、その管理に 属する福祉事務所の所管 区域内に住所を有する 特別

、こ の限りでない。
一・二
（支給要件）

（略）

所得税法（昭 和四十年法律第三十三号 ）（抄）

一～三

ときは、この限 りでない。

障害者に対 し、特別障害者手当（ 以下この章におい て「手当」という。） を支給する。ただ し、その者が次の各号 のいずれかに該当する

第二十 六条の二

○
（青 色申告書に添附す べき書類）

青色申告書に は、財務省令で定めると ころにより、貸借対 照表、損益計算書そ の他不動産所得の金額 、事業所得の金額 若し

雇用対策 法（昭和四十一年法律 第百三十二号）（ 抄）

くは山林所得の 金額又は純損失の 金額の計算に関する明 細書を添附しなければな らない。

第百四十九条

○

国及び都道府 県は、他の法令の規定 に基づき支給する ものを除くほか、労働 者がその有する能力 に適合する職業に就 くことを容

（職業転換給付 金の支給）
第 十八条

易にし 、及び促進するため 、求職者その他の労働者 又は事業主に対 して、政令で定める区分 に従い、次に掲げる給 付金（以下「職業 転換
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○

五

四

三

二

一

前各号に掲げるも ののほか、政令で定め る給付金

求職者を作 業環境に適応させる訓練 を行うことを促進 するための給付金

就職又 は知識若しくは技能の 習得をするための移 転に要する費用に充 てるための給付金

広範囲の地域にわたる 求職活動に要する費 用に充てるための給 付金

求職者の知識及び 技能の習得を容易に するための給付金

求職者の求 職活動の促進とその 生活の安定とを図る ための給付金

給付金」と いう。）を支給する ことができる。

六

職業能力開発促進法 （昭和四十四年法 律第六十四号）（抄）

国及び都道府県は、 労働者が段階的か つ体系的に職業に必要 な技能及びこれに 関する知識を習得する ことができるように、

（国 及び都道府県の行う職 業訓練等）
第十五条の六

次の各号に掲げ る施設を第十六条に定め るところにより 設置して、当該施設の区 分に応じ当該各号 に規定する職業訓練を 行うものとする。

ただし、当該職業訓練 のうち主として知識を 習得するために行 われるもので厚生労働 省令で定めるもの （都道府県にあつては 、当該職業

訓練 のうち厚生労働省令で 定める要件を参酌して条 例で定めるもの ）については、当該施設 以外の施設におい ても適切と認められる 方法

職業能 力開発短期大学 校（高度職業訓練（労働 者に対し、職業に必要 な高度の技能及び これに関する知識を習 得させるための職 業訓

の ものを行うための 施設をいう。以下同じ 。）

職業能力開 発校（普通職業訓練（次 号に規定する高度職業 訓練以外の職業訓 練をいう。以下同じ。 ）で長期間及び短 期間の訓練課程

により行う ことができる。
一
二

練をいう。以 下同じ。）で長期 間及び短期間の訓練課 程（次号の厚生労働省令 で定める長期間 の訓練課程を除く。）の ものを行うため
の施設をいう。以下 同じ。）

職業能力開発大学校（ 高度職業訓練で前 号に規定する長期間及 び短期間の訓練課程のも の並びに高度職業 訓練で専門的かつ応用 的な

職業能力開発促進 センター（普通職業訓 練又は高度職業訓 練のうち短期間の訓練 課程のものを行うため の施設をいう。以 下同じ。）

三

職業能力 を開発し、及び向上さ せるためのものと して厚生労働省令で定 める長期間の訓練課程 のものを行うため の施設をいう。以下同
四

障 害者職業能力開発校 （前各号に掲げる施設に おいて職業訓練 を受けることが困難な身 体又は精神に障害があ る者等に対して行 うそ

じ。）
五
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（略）

の能力に 適応した普通職業訓練 又は高度職業訓練 を行うための施設をい う。以下同じ。）
２

国及び都道府県（第 十六条第二項の規 定により市町村が職業 能力開発校を設置する 場合には、当該市 町村を含む。以下この 項において

（略）

ることによ つて行うことが できる。

いて 適切と認められる 他の施設により行われ る教育訓練を当該公 共職業能力開発施設 の行う職業訓練とみなし 、当該教育訓練 を受けさせ

にあつては厚生 労働省令で定める要件を 参酌して条例で定 める職業訓練を実施す るため必要があるとき は、職業能力の開 発及び向上につ

施設」とい う。）内において行う ほか、国にあつては 職業を転換しようと する労働者等に対する 迅速かつ効果的な 職業訓練を、都道府県

同じ 。）が第一項各号に掲 げる施設を設置して 職業訓練を行う場合 には、その設置する同項 各号に掲げる施設 （以下「公共職業能力 開発

３

４
（公 共職業能力開発施設）

国 は、職業能力開発短期 大学校、職業能力 開発大学校、職業能力 開発促進センター 及び障害者職業能力開 発校を設置し、都道府

公共職業 能力開発施設の位置、 名称その他運営につい て必要な事項は、 国が設置する公共職業 能力開発施設につ いては厚生労働省令で

開発 校を、市町村は職業能 力開発校を設置すること ができる。

前項に定めるものの ほか、都道府県は職業 能力開発短期大学 校、職業能力開発大学 校、職業能力開発 促進センター又は障害 者職業能力

県は、職業能力 開発校を設置する。

第十六条
２
３

、都道府県又は 市町村が設置する公共職 業能力開発施設につい ては条例で定める 。

国 は、第一項の規定 により設置した障害者 職業能力開発校のうち 、厚生労働省令で 定めるものの運営を独立 行政法人高齢・ 障害・求職

（略）

４

者雇用支援 機構に行わせる ものとし、当該厚生労働 省令で定めるもの以外 の障害者職業能力 開発校の運営を都道府 県に委託すること がで
５

児童手当法（ 昭和四十六年法律第七十 三号）（抄）

きる。

○

児童手当は、次の各 号のいずれかに該当する 者に支給する。

（ 支給要件）
第四条
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一

二

三
四

次のイ 又はロに掲げる児童 （以下「支給要件児 童」という。）を監護 し、かつ、これと 生計を同じくするその 父又は母（当該支給要

件児童に係る 未成年後見人があると きは、その未成年 後見人とする。以下この 項において「父 母等」という。）であつ て、日本国内に

中学校修 了前の児童を含む二人以 上の児童（施設入所 等児童を除く。）

いて「中学 校修了前の児童」という 。）

十五歳に達する日以 後の最初の三月三十一 日までの間にある 児童（施設入所等児童を 除く。以下この章 及び附則第二条第二項 にお

住所（未成年後見人 が法人である場合にあ つては、主たる事 務所の所在地とする。 ）を有するもの
イ
ロ

日本国内に住所を 有しない父母等がその 生計を維持している 支給要件児童と同居 し、これを監護し、かつ 、これと生計を 同じくする

者（当該 支給要件児童と 同居することが困難であ ると認められる場合 にあつては、当該支 給要件児童を監護し、 かつ、これと生計 を同

じくする者と する。）のうち、 当該支給要件児童の生 計を維持している父母 等が指定する者で あつて、日本国内に住所 を有するもの（
当該支給要件児童の 父母等を除く。以 下「父母指定者」とい う。）

父母等又は父母指定者 のいずれにも監護 されず又はこれらと生 計を同じくしない支 給要件児童を監護し、 かつ、その生計を維持 する
者であつ て、日本国内に住所を 有するもの

十五歳に達 する日以後の最初の三月 三十一日までの 間にある施設入所等児童 （以下「中学校修 了前の施設入所等児童 」という。）が

委託されている小規 模住居型児童養育事業 を行う者若しくは 里親又は中学校修了前 の施設入所等児童が 入所若しくは入院を している障

害 児入所施設、指定医療 機関、乳児院等、障害者 支援施設、のぞ みの園、救護施設、更生 施設若しくは婦人保 護施設（以下「障害 児入
（略）
則

（ 昭和五十四年法律 第三十六号）（抄）

所施設等 」という。）の設置者
２～４
附
（特例給付）

当分の間、第四 条に規定する要件 に該当する者（第五条 第一項の規定により 児童手当が支給され ない者に限る。）に対 し、国庫、

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）

都道 府県及び市町村又は第 十八条第四項各号 に定める者の負担によ る給付を行う。

第二条

○

（補償 給付の種類等）
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第三条

四

三

二

一

児童補償手当

遺族補償一 時金

遺族補 償費

障害補償費

療養の給付及び療 養費

第一 条に規定する健康 被害に対する補償のた め支給されるこの法律 による給付（以下 「補償給付」という。 ）は、次のとおりと す

五
療養手 当

る。

六
（略）

葬祭料

２

雇用保険法（ 昭和四十九年法律第百 十六号）（抄）

七

○
（管掌）
雇用保険は、政府が 管掌する。

（略）

第二条
２

失業 等給付は、求職 者給付、就職促進給付、 教育訓練給付及び雇 用継続給付とする。

（失 業等給付）
第十条
（略）

漁業経営 の改善及び再建整備に 関する特別措置法 （昭和五十一年法律第 四十三号）（抄）

２～６

○

政府は、他の 法令の規定に基づき支 給するものを除く ほか、前条に規定する 者のうち政令で定め る業種に係る漁業に 従事してい

（職業転換給付 金）
第 十三条

た者で あつて船員職業安定 法 （昭和二十三年法律 第百三十号）第六 条第一項 に規定する船 員となろうとするもの がその有する能力 に適
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合する職業 に就くことを容易に し、及び促進するた め、求職者又は事業主 に対して、次に掲 げる給付金（以下「職 業転換給付金」という 。

三

二

一

前三号に掲 げる給付金以外の給付金 であつて、政令で 定めるもの

就職又 は知識若しくは技能の 習得をするための移 転に要する費用に充 てるための給付金

求職者の知識及び技能 の習得を容易にする ための給付金

求職者の求職活動 の促進とその生活の 安定とを図るための 給付金

）を支給するこ とができる。

四
（略）

国は、他の法令の規 定に基づき支給す るものを除くほか、手 帳所持者（船員職 業安定法第六条第一項に 規定する船員となろう とす

国際協定の締結等に 伴う漁業離職者に 関する臨時措置法（昭 和五十二年法律第 九十四号）（抄）

２・３

○
第七条

る者に限る 。以下この項において 同じ。）がその有 する能力に適合する職 業に就くことを容 易にし、及び促進する ため、手帳所持者又は
事業主に対し、 次の各号に掲げる給付金 を支給すること ができる。

地方運輸局長（運 輸監理部長を含む。） の指示した職業訓 練を受けるために待期 している間につい ての訓練待期手当又は 手帳所持者

二

就職又は知 識若しくは技能の習得を するための住所又は居 所の変更に要する 費用に充てるための移 転費

手帳所 持者の知識及び技能の 習得を容易にするため の技能習得手当

一

三

前各号に掲げる給 付金以外の給付金であ つて、政令で定めるも の

の 再就職の促進を図るた めの就職促進手当

四
（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）

２・３

○

政府は、 他の法令の規定に基づき 支給するものを 除くほか、海上企業をめ ぐる経済事情及び国 際環境の変化等によ る事業の規模の

（就職促進 給付金）
第三条

縮 小等に伴い離職を余 儀なくされた船員であ つて再び船員とな ろうとするもののうち 政令で定める者の就職 を容易にし、及び 促進するた

め、求 職者又は事業主に対 して、次に掲げる給付金 （以下「就職促 進給付金」という。）を 支給することができる 。
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四

三

二

一

前三号に掲げる給付金 以外の給付金であつ て、政令で定めるも の

就職又は知識若し くは技能の習得をす るための移転に要す る費用に充てるための 給付金

求職者の知 識及び技能の習得を 容易にするための給 付金

求職者 の求職活動の促進と その生活の安定とを 図るための給付金

（略 ）

国は、 他の法令の規定に 基づき支給するものを 除くほか、手帳所 持者（船員となろうと する者に限る。以下この 項において同じ 。

本州四国 連絡橋の建設に 伴う一般旅客定期航路事 業等に関する特 別措置法（昭和五十六年 法律第七十二号）（抄 ）

２・３

○
第二十条

）がその有する能力に 適合する職業に就 くことを容易にし、及 び促進するため、 手帳所持者又は事業主 に対して、次の各号に 掲げる給付

三

二

一

前三号に掲げる給付金 以外の給付金であつて、 政令で定めるも の

就職又は知識若し くは技能の習得をする ための移転に要す る費用に充てるための 給付金

手帳所持者 の知識及び技能の習得を 容易にするため の給付金

手帳所 持者の求職活動の促進 とその生活の安定 とを図るための給付金

金（ 以下この条において「 就職促進給付金」 という。）を支給する ことができる。

四
（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・３

○

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

後期高齢者医 療広域連合は、健康教育 、健康相談、健 康診査その他の被保険者 の健康の保持増進の ために必要な事業を 行う

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。
第百二 十五条
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（略）

ように努め なければならない。
２～４

第二十四条
（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、 特定保健指導を行 うものとする。

（特 定保健指導）

第八十 六条

後期高齢 者医療広域連合 は、前項の給付のほか、 後期高齢者医療 広域連合の条例の定める ところにより、傷病手 当金の支給その他 の後
期高齢者医療給 付を行うことがで きる。

国民年金 法等の一部を改正する 法律（昭和六十年 法律第三十四号）（抄 ）
則
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２

○
附
（略）

（略 ）

前 項に規定する年金たる 保険給付及び脱退手当 金は、厚生年金保 険の管掌者たる政府が支 給する。

第八十七条
２
３～

施行日の前 日において二十歳以上 であり、かつ、施行日 において現に第七 条の規定による改正前の 特別児童扶養手 当等の支給

に関する法 律（以下この条 から附則第九十九条まで において「旧法」とい う。）第十七条に 規定する福祉手当の支 給要件に該当して いる

者であつて、旧 法第十九条の認定 を受け、又は同条の認 定の請求をしているもの には、引き続き 当該支給要件に該当する 間に限つて、附

則第九十九条の規定を 適用する場合及び 次項に定める事項を除 き、なお従前の例によ り旧法による福祉 手当を支給する。

行政手続法（ 平成五年法律第八十八号 ）（抄）

行政庁は、聴聞を 行うに当たっては、聴聞 を行うべき期日 までに相当な期間をおい て、不利益処分の名 あて人となるべき者 に対

（ 聴聞の通知の方式）
第十五 条

○

第九十 七条

10

２

３

○

二

一
聴聞の期日及び場所

不利益処分の原因 となる事実

予定される 不利益処分の内容及 び根拠となる法令の 条項

し、次に掲 げる事項を書面によ り通知しなければな らない。

三
聴聞に 関する事務を所掌する 組織の名称及び所在 地

聴聞が終結 する時までの間、 当該不利益処分の原因 となる事実を証する 資料の閲覧を求める ことができること。

代えて陳 述書及び証拠書 類等を提出することがで きること。

聴聞の期日に出頭 して意見を述べ、及び 証拠書類又は証拠物 （以下「証拠書類等 」という。）を提出し、 又は聴聞の期日 への出頭に

前項の書面に おいては、次に掲げる事 項を教示しなけ ればならない。

四
一
二

行政庁は、不利益処 分の名あて人とな るべき者の所在が判明 しない場合におい ては、第一項の規定に よる通知を、その者の 氏名、同項

第三 号及び第四号に掲げる 事項並びに当該行 政庁が同項各号に掲げ る事項を記載した書 面をいつでもその者に 交付する旨を当該行政 庁の

事務所の掲 示場に掲示することに よって行うことが できる。この場合にお いては、掲示を始 めた日から二週間を経 過したときに、当該通
知がその者に到 達したものとみなす。

中国残留 邦人等の円滑な帰国の 促進及び永住帰国後の 自立の支援に関す る法律（平成六年法律 第三十号）（抄）
（事務の区分）

第十四条第四 項においてその例によ るものとされた生活保 護法別表の下欄に 掲げる規定によりそれぞ れ同表の上欄に 掲げる地方

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） （抄）

託事務とする。

公共団体が 処理することと されている事務は、地方 自治法（昭和二十二年 法律第六十七号） 第二条第九項第一号に 規定する第一号法 定受

第十八 条

○

都道府県知 事は、第十一条第一項 の認定を受けた者 であって、当該認定に 係る負傷又は疾病の 状態にあるものに対 し、医療特

（医療特別手当 の支給）
第 二十四条

別手当 を支給する。
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２～４

（略 ）

都道府県知事は 、第十一条第一項 の認定を受けた者に対 し、特別手当を支給する 。ただし、その者 が医療特別手当の支給 を受

（特別手当の支給）
第二十 五条
（略）

けている場 合は、この限りでない 。
２～４

都道 府県知事は、被爆 者が死亡したときは、 葬祭を行う者に対 し、政令で定めるとこ ろにより、葬祭料を支給 する。ただし、

（葬祭料の 支給）
第三十二条

その死亡が原子爆弾の 傷害作用の影響に よるものでないことが 明らかである場合 は、この限りでない。

被爆 者であって、次の各号 のいずれかに該当 する者（次項において「 死亡者」という 。）の遺族であるものに は、特別葬祭給

（特別葬祭 給付金）
第三十三条
一

昭和四 十四年四月一日から昭 和四十九年九月三十日 までの間に死亡し た第一条各号に掲げる 者（当該死亡した 者の葬祭を行う者が、

昭和四十四年三月三十 一日以前に死亡した第一 条各号に掲げる 者

付金を支給する。
二

附則第三条の 規定による廃止前の原子 爆弾被爆者に対する特 別措置に関する法 律（昭和四十三年法律 第五十三号。以下「 旧原爆特別措
（略 ）

置 法」という。）に よる葬祭料の支給を受 け、又は受けることが できた場合におけ る当該死亡した者を除く 。）
２～５

（広島市及び長崎市に 関する特例）

この法律の規定 （第六条、第五十 一条及び第五十一条の 二を除く。）中「都道 府県知事」又は「都 道府県」とあるのは、 広島

介 護保険法（平成九年法 律第百二十三号）（抄）

市又は長崎 市については、「市長 」又は「市」と読 み替えるものとする。

第四十 九条

○
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市町 村は、要介護認定 を受けた被保険者（以 下「要介護被保険者」と いう。）のうち 居宅において介護を受け るもの（以下「

（居宅介護 サービス費の支給）
第四十一条

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

サー ビス事業を行う事業所 により行われる居宅 サービス（以下「指 定居宅サービス」という 。）を受けたとき は、当該居宅要介護被 保険

者に対し、 当該指定居宅サービス に要した費用（特定 福祉用具の購入に要 した費用を除き、通所 介護、通所リハビ リテーション、短期入

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

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

する。ただ し、当該居宅要 介護被保険者が、第三十 七条第一項の規定 による指定を受けてい る場合において、当該 指定に係る種類以 外の
（略）

居宅サービスを 受けたときは、こ の限りでない。
２～

市町村は、要介護被保 険者が、当該市町 村の長が指定する者（以 下「指定地域密 着型サービス事業者」と いう。）から当

（地域密着 型介護サービス費の支 給）
第四十二条の二

該指定に係る地域密着 型サービス事業を行う 事業所により行わ れる地域密着型サービ ス（以下「指定地 域密着型サービス」と いう。）を

受け たときは、当該要介護 被保険者に対し、当該指 定地域密着型サ ービスに要した費用（認 知症対応型通所介 護、小規模多機能型居 宅介

護、認知症 対応型共同生活介護、 地域密着型特定施設入 居者生活介護及び 地域密着型介護老人福 祉施設入所者生活 介護に要した費用につ

いては、食事の 提供に要する費用、居住 に要する費用その他の 日常生活に要する 費用として厚生労働省 令で定める費用を 除く。以下この

条に おいて同じ。）に ついて、地域密着型介 護サービス費を支給す る。ただし、当該 要介護被保険者が、第三 十七条第一項の 規定による
（略）

指定を受け ている場合にお いて、当該指定に係る種 類以外の地域密着型サ ービスを受けたと きは、この限りでない 。
２～

市町村は、居宅要介護 被保険者が、都道 府県知事が指定する者 （以下「指定居宅介 護支援事業者」とい う。）から当該指定に

（居 宅介護サービス計画費 の支給）
第四十六条

係る居宅介護支 援事業を行う事業所によ り行われる居宅 介護支援（以下「指定居 宅介護支援」という。 ）を受けたときは 、当該居宅要介
（略）

護 被保険者に対し、当 該指定居宅介護支援に 要した費用につい て、居宅介護サービス 計画費を支給する。
２～８
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12
10

市町村は、 要介護被保険者が 、次に掲げる施設サー ビス（以下「指定施設 サービス等」とい う。）を受けたときは 、当該要介

（施設介護サー ビス費の支給）
第四十八条

護被 保険者に対し、当該指 定施設サービス等に 要した費用（食事の 提供に要する費用、居住 に要する費用その 他の日常生活に要する 費用

として厚生 労働省令で定める費用 を除く。以下この条 において同じ。）に ついて、施設介護サー ビス費を支給する 。ただし、当該要介護

被保険者が、第 三十七条第一項の規定に よる指定を受けて いる場合において、当 該指定に係る種類以外 の施設サービスを 受けたときは、

（略）

（略）

「指定介護福 祉施設サービス」 という。）

都道府 県知事が指定す る介護老人福祉施設（以 下「指定介護老人 福祉施設」という。） により行われる介護福 祉施設サービス（ 以下

この 限りでない。
一
二
２～８

市町村は、 要支援認定を受けた被 保険者のうち居宅 において支援を受ける もの（以下「居宅 要支援被保険者」とい う。）が、

（介護予防サー ビス費の支給）
第五十三条

都道 府県知事が指定する者 （以下「指定介護予防サ ービス事業者」 という。）から当該指定 に係る介護予防サ ービス事業を行う事業 所に

より行われ る介護予防サービス（ 以下「指定介護予防サ ービス」という。 ）を受けたとき（当該 居宅要支援被保険 者が、第五十八条第四

項の規定により 同条第一項に規定する指 定介護予防支援を受け ることにつきあら かじめ市町村に届け出 ている場合であっ て、当該指定介

護予 防サービスが当該 指定介護予防支援の対 象となっているときそ の他の厚生労働省 令で定めるときに限る。 ）は、当該居宅 要支援被保

険者に対し 、当該指定介護 予防サービスに要した費 用（特定介護予防福祉 用具の購入に要し た費用を除き、介護予 防通所介護、介護 予防

通所リハビリテ ーション、介護予 防短期入所生活介護、 介護予防短期入所療養介 護及び介護予防 特定施設入居者生活介護 に要した費用に

ついては、食事の提供 に要する費用、滞 在に要する費用その他 の日常生活に要する費 用として厚生労働 省令で定める費用を除 く。以下こ

の条 において同じ。）につ いて、介護予防サ ービス費を支給する。 ただし、当該居宅要支援 被保険者が、第三 十七条第一項の規定に よる
（略）

指定を受け ている場合において、 当該指定に係る種 類以外の介護予防サー ビスを受けたときは、 この限りでない。
２～８

（地域 密着型介護予防サー ビス費の支給）
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第五十四条の 二

市町村は、居 宅要支援被保険者が、 当該市町村の長が指定 する者（以下「指 定地域密着型介護予防 サービス事業者」と い

う。）から当該 指定に係る地域密着 型介護予防サービス 事業を行う事業所により 行われる地域密 着型介護予防サービス（ 以下「指定地域

密着型介護予防サービ ス」という。）を受 けたとき（当該居宅 要支援被保険者が、第 五十八条第四項の 規定により同条第一項 に規定する

指定 介護予防支援を受ける ことにつきあらかじ め市町村に届け出て いる場合であって、当該 指定地域密着型介 護予防サービスが当該 指定

介護予防支 援の対象となっている ときその他の厚生労 働省令で定めるとき に限る。）は、当該居 宅要支援被保険者 に対し、当該指定地域

密着型介護予防 サービスに要した費用（ 食事の提供に要す る費用その他の日常生 活に要する費用として 厚生労働省令で定 める費用を除く。

以下 この条において同 じ。）について、地域 密着型介護予防サー ビス費を支給する。 ただし、当該居宅要支援 被保険者が、第 三十七条第

（略）

一項の規定 による指定を受 けている場合において、 当該指定に係る種 類以外の地域密着型介 護予防サービスを受け たときは、この限 りで
ない。
２～

市町 村は、居宅要支援被保 険者が、当該市町 村の長が指定する者（以 下「指定介護予 防支援事業者」という。 ）から当該指定

（介護予防 サービス計画費の支給 ）
第五十八条

に係る介護予防支援事 業を行う事業所により 行われる介護予防 支援（以下「指定介護 予防支援」という 。）を受けたときは、 当該居宅要
（略 ）

支援 被保険者に対し、当該 指定介護予防支援に要し た費用について 、介護予防サービス計画 費を支給する。
２～８

第 四十一条第一項 本文の指定は、厚生労働 省令で定めるところ により、居宅サービ ス事業を行う者の申請 により、居宅サー ビス

（指 定居宅サービス事 業者の指定）
第七十条
（略）

の種類及び当該 居宅サービスの種 類に係る居宅サービス 事業を行う事業所（以下 この節において 単に「事業所」という。 ）ごとに行う。
２～８

第 四十一条第一項本文の 指定は、六年ごと にその更新を受けなけ れば、その期間の経 過によって、その効 力を失う。

（指定の更 新）
（略）

第七十条の二
２ ～４
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10

（指定居宅 サービス事業者の特 例）

病院 等について、健康 保険法第六十三条第三 項第一号の規定による保 険医療機関又は 保険薬局の指定があった とき（同法第六

前項の規 定により指定居 宅サービス事業者とみな された者に係る 第四十一条第一項本文の 指定は、当該指定に係 る病院等について 、健

項の 規定により第四十 一条第一項本文の指定 を取り消されている ときは、この限りで ない。

、厚生労働省令 で定めるところにより別 段の申出をしたと き、又はその指定の時 前に第七十七条第一項 若しくは第百十五 条の三十五第六

薬局にあっ ては居宅療養管理指導 に限る。）に係る第 四十一条第一項本文 の指定があったものと みなす。ただし、 当該病院等の開設者が

等に より行われる居宅サー ビス（病院又は診療 所にあっては居宅療 養管理指導その他厚生労 働省令で定める種 類の居宅サービスに限 り、

十九条の規定により同 号の指定があったも のとみなされたとき を含む。）は、その指 定の時に、当該病 院等の開設者について 、当該病院

第七十一条

２

康保険法第八十 条 の規定による 保険医療機関又は保険薬 局の指定の取消し があったときは、その 効力を失う。

介護老人保健施 設について、第九 十四条第一項の許可が あったときは、そ の許可の時に、当該介護 老人保健施設の開設者 につ

前 項の規定により指定居 宅サービス事業者とみ なされた者に係る 第四十一条第一項本文の 指定は、当該指定 に係る介護老人保健施 設に

により、別段の申出を したときは、この限り でない。

）に係る第四十 一条第一項本文の指定が あったものとみ なす。ただし、当該介護 老人保健施設の開 設者が、厚生労働省令 で定めるところ

いて、当該 介護老人保健施設によ り行われる居宅サ ービス（短期入所療養 介護その他厚生労 働省令で定める居宅サ ービスの種類に限る。

第七十 二条

２

ついて、第 九十四条の二第一項の 規定により許可の効力 が失われたとき又 は第百四条第一項若し くは第百十五条の 三十五第六項の規定に
より許可の取消 しがあったときは、その 効力を失う。
（変更の届 出等）
（略 ）

指定居宅サービス事 業者は、当該指定 居宅サービスの事業を 廃止し、又は休止し ようとするときは、 厚生労働省令で定める ところによ

第七十五条
２

り、 その廃止又は休止の日 の一月前までに、 その旨を都道府県知事 に届け出なければならな い。

都道府県知 事は、次の各号のいず れかに該当する場 合においては、当該指 定居宅サービス事業 者に係る第四十一条 第一項本文

（指定の取消し 等）
第 七十七条

の指定 を取り消し、又は期 間を定めてその指定の全 部若しくは一部 の効力を停止することが できる。
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２

一

指定居 宅サービス事業者が 、第七十条第二項第 四号から第五号の二ま で、第十号（第五 号の三に該当する者の あるものであるときを

除く。）、第十 号の二（第五号の三 に該当する者のある ものであるときを除く。 ）、第十一号（ 第五号の三に該当する者 であるときを除
二

指定居 宅サービス事業者が、 当該指定に係る事業 所の従業者の知識若 しくは技能又は人員に ついて、第七十四 条第一項の都道府県の

指定居宅サービス事業 者が、第七十条第八 項の規定により当該 指定を行うに当たって付 された条件に違反 したと認められるとき 。

く。）又は第十二号（ 第五号の三に該当す る者であるときを除 く。）のいずれかに該 当するに至ったと き。
三

条例で定める 基準又は同項の都道府県 の条例で定める員数 を満たすことができ なくなったとき。

指定居宅サービス 事業者が、第七十四条 第二項に規定する指 定居宅サービスの事 業の設備及び運営に関す る基準に従って 適正な指定

五
居宅介護サービス 費の請求に関し不 正があったとき。

指定居宅サ ービス事業者が、 第七十四条第六項に規 定する義務に違反し たと認められるとき 。

四

六

指定居宅サービス事業 者が、第七十六条 第一項の規定により報 告又は帳簿書類の提 出若しくは提示を命ぜ られてこれに従わず、 又は

居宅サー ビスの事業の運 営をすることができなく なったとき。

七
虚偽の報 告をしたとき。

指定居宅サ ービス事業者又は当該指 定に係る事業所 の従業者が、第七十六条 第一項の規定によ り出頭を求められてこ れに応ぜず、同

指定居宅サ ービス事業者が、不正の 手段により第四十一条 第一項本文の指定 を受けたとき。

八

項の規定による質問 に対して答弁せず、若 しくは虚偽の答弁 をし、又は同項の規定 による検査を拒み、 妨げ、若しくは忌避 したとき。

た だし、当該指定に係る 事業所の従業者がその行 為をした場合に おいて、その行為を防止 するため、当該指定 居宅サービス事業者 が相
九

前各号に掲げる場 合のほか、指定居宅サ ービス事業者が、この 法律その他国民の 保健医療若しくは福祉に 関する法律で政 令で定める

当の注意 及び監督を尽くしたと きを除く。
十
十一

指定居宅サービ ス事業者が法人で ある場合において、そ の役員等のうちに指定 の取消し又は指定 の全部若しくは一部の 効力の停止

前各号に 掲げる場合のほか 、指定居宅サービス事 業者が、居宅サービス等 に関し不正又は 著しく不当な行為をした とき。

もの又は これらの法律に 基づく命令若しくは処分 に違反したとき。
十二

指定 居宅サービス事業者が 法人でない事業所 である場合において、 その管理者が指定の取 消し又は指定の全 部若しくは一部の効力

を しようとするとき前五 年以内に居宅サー ビス等に関し不正又は 著しく不当な行為をした 者があるとき。
十三

の停止をしよ うとするとき前五年以内 に居宅サービス 等に関し不正又は著しく 不当な行為をした者で あるとき。
（略）
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第四十二条の二第 一項本文の指定は、厚 生労働省令で定めるとこ ろにより、地域 密着型サービス事業を行 う者（地域密着

（指定地域 密着型サービス事業 者の指定）
第七十八条の二

型介護老人福祉施設入 所者生活介護を行う 事業にあっては、老 人福祉法第二十条の五 に規定する特別養 護老人ホームのうち、 その入所定

員が 二十九人以下であって 市町村の条例で定め る数であるものの開 設者）の申請により、地 域密着型サービス の種類及び当該地域密 着型

サービスの 種類に係る地域密着型 サービス事業を行う 事業所（第七十八条 の十三第一項及び第七 十八条の十四第一 項を除き、以下この節

において「事業 所」という。）ごとに行 い、当該指定をす る市町村長がその長で ある市町村の行う介護 保険の被保険者に 対する地域密着
（略 ）

型介 護サービス費及び 特例地域密着型介護サ ービス費の支給につ いて、その効力を有 する。
２～
（変更の届出等）
（略）

指定地域 密着型サービス事業者 は、当該指定地域 密着型サービス（地域 密着型介護老人福 祉施設入所者生活介護 を除く。）の事業を廃

第七十 八条の五
２

止し、又は休止 しようとするときは、厚 生労働省令で定 めるところにより、その 廃止又は休止の日 の一月前までに、その 旨を市町村長に
届け出なければならな い。

第四十二条の二第 一項本文の指定を受け て地域密着型介護 老人福祉施設入所者生 活介護の事業を行 う者は、一月以上の予

（指 定の辞退）
第七十八条の 八

告期間を設けて 、その指定を辞退するこ とができる。

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

（指定の取 消し等）
第七十八条の十

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

指定地域密着型サービ ス事業者が、第七 十八条の二第四項第四 号の二から第五号の二ま で、第九号（第五 号の三に該当する者の ある

指定地域密着型サ ービス事業者が、第七 十八条の二第六項 第三号から第三号の四 までのいずれかに該当 するに至ったとき 。

一

ものであ るときを除く。）、第 十号（第五号の三 に該当する者のあるも のであるときを除く。 ）、第十一号（第 五号の三に該当する者
二

指 定地域密着型サービ ス事業者が、第七十八条 の二第八項の規 定により当該指定を行う に当たって付された条 件に違反したと認 めら

であるときを 除く。）又は第十二号（ 第五号の三に該 当する者であるときを除 く。）のいずれかに該 当するに至ったと き。
三
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11

四

れるとき 。

指定地域密 着型サービス事業者 が、当該指定に係る 事業所の従業者の知識若 しくは技能又は 人員について、第七十八 条の四第一項の

市町村の条例で定め る基準若しくは同項の 市町村の条例で定 める員数又は同条第五 項に規定する指定 地域密着型サービスに 従事する従
業 者に関する基準を満た すことができなくなっ たとき。

指定地 域密着型サービス事業 者が、第七十八条の 四第二項又は第五項 に規定する指定地域密 着型サービスの事 業の設備及び運営に関

指定地域密着型サ ービス事業者が、第七 十八条の四第八項に 規定する義務に違反 したと認められるとき。

五
六

指定地 域密着型サービ ス事業者（地域密着型介 護老人福祉施設入 所者生活介護を行うも のに限る。）が、第二 十八条第五項（第 二十

する基準に従 って適正な指定地域密着 型サービスの事業の 運営をすることがで きなくなったとき。
七

九条第二項、 第三十条第二項、 第三十一条第二項、第 三十三条第四項、第三 十三条の二第二項 、第三十三条の三第二項 及び第三十四条

第二項において準用 する場合を含む。 第八十四条、第九十二 条及び第百四条にお いて同じ。）の規定 により調査の委託を受 けた場合に
八

指定地域密 着型サービス事業者が、 第七十八条の七 第一項の規定により報告 又は帳簿書類の提 出若しくは提示を命ぜ られてこれに従

地域密 着型介護サービス費の 請求に関し不正が あったとき。

お いて、当該調査の結果 について虚偽の報 告をしたとき。
九
わず、又は虚偽の報 告をしたとき。

指定地域密着型サービ ス事業者又は当該指定に 係る事業所の従 業者が、第七十八条の七 第一項の規定によ り出頭を求められてこ れに

指定 地域密着型サー ビス事業者が、不正の手 段により第四十二条の 二第一項本文の指 定を受けたとき。

十

応ぜず、 同項の規定による質問 に対して答弁せず、若 しくは虚偽の答弁 をし、又は同項の規定 による検査を拒み、 妨げ、若しくは忌避

したとき。た だし、当該指定に係る事 業所の従業者がその行 為をした場合にお いて、その行為を防止 するため、当該指定 地域密着型サ
十一

前各号に 掲げる場合のほか 、指定地域密着型サー ビス事業者が、この法律 その他国民の保 健医療若しくは福祉に関 する法律で政令

ー ビス事業者が相当 の注意及び監督を尽く したときを除く。
十二
十三

指定 地域密着型サービス事 業者が法人である 場合において、その役 員等のうちに指定の取 消し又は指定の全 部若しくは一部の効力

前各号に掲げる場合 のほか、指定地域 密着型サービス事業者 が、居宅サービス等に関 し不正又は著しく 不当な行為をしたとき 。

で定めるもの又はこ れらの法律に基づ く命令若しくは処分に 違反したとき。
十四

指定地域密着型 サービス事業者が法人 でない事業所であ る場合において、その 管理者が指定の取消し 又は指定の全部若 しくは一部

の停止をしよ うとするとき前五年以内 に居宅サービス 等に関し不正又は著しく 不当な行為をした者が あるとき。
十五

の効力 の停止をしようと するとき前五年以内に居 宅サービス等に 関し不正又は著しく不当 な行為をした者である とき。
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（準用）
第七十八条の十二

第七 十条の二、第七十 一条及び第七十二条の 規定は、第四十二条の 二第一項本文の指 定について準用する。 この場合に

市町 村長は、第百十七条第 一項の規定により 当該市町村が定める市 町村介護保険事業計画に おいて定める当 該市町村又

おい て、これらの規定に関 し必要な技術的読替 えは、政令で定める 。
（公募指定）
第七十 八条の十三

は同条第二 項第一号の規定 により当該市町村が定め る区域における定 期巡回・随時対応型訪 問介護看護等（認知症 対応型共同生活介 護、

地域密着型特定 施設入居者生活介 護及び地域密着型介護 老人福祉施設入所者 生活介護以外の地域 密着型サービスであって 、定期巡回・随

時対応型訪問介護看護 、小規模多機能型 居宅介護その他の厚生 労働省令で定める ものをいう。以下この 項において同じ。）の 見込量の確

保及 び質の向上のために特 に必要があると認 めるときは、その定め る期間（以下「市町 村長指定期間」という 。）中は、当該見込量 の確

保のため公 募により第四十二条の 二第一項本文の指 定を行うことが適当な 区域として定める 区域（以下「市町村長 指定区域」という。）

に所在する事業 所（定期巡回・随時対応 型訪問介護看護 等のうち当該市町村長が 定めるもの（以下 「市町村長指定定期巡 回・随時対応型

訪問介護看護等」とい う。）の事業を行う事 業所に限る。以下 「市町村長指定区域・ サービス事業所」 という。）に係る同項 本文の指定
（略 ）

を、 公募により行うものと する。
２～４
（公 募指定の有効期間 等）

公募指定 は、第七十八条の十二に おいて準用する第七 十条の二の規定にか かわらず、その指定の 日から起算して六 年を

次号に掲げる指定 期間開始時有効指定以 外の指定期間開始 時有効指定

当該指定 期間開始時有効指定が された日又は従前 の第七十八

指定期間開始 時有効指定は、次の各号 に掲げる区分に 応じ、当該各号に定める 期間を経過したとき は、その効力を失う 。

二第一項本 文の指定（次項におい て「指定期間開始 時有効指定」という。 ）については、適用し ない。

ス事 業所に係る第四十二条 の二第一項本文の 指定（公募指定を除く 。）及び第七十八条の十 三第三項の規定に より行われた第四十二 条の

第七十八条の十二に おいて準用する第 七十条の二の規定は、 市町村長指定期間の 開始の際現に効力を 有する市町村長指定区 域・サービ

超えない範囲内 で当該市町村長が 定める期間を経過した ときは、その効力を失う 。

第七十八条の 十五
２

３
一

条の十 二において準用す る第七十条の二第一項の 期間（同号にお いて「従前の指定の有効 期間」という。）の満 了の日の翌日のう ち直
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近の日か ら六年

指定期間開 始時有効指定を受け ている指定地域密着 型サービス事業者が、当 該市町村長指定 区域・サービス事業所に 係る公募指定を

当該指定 期間開始時有効指定が された日又は従前 の指定の有効期間の満 了の日の翌

（略）

二
受ける場合における 当該指定期間開始時有 効指定
４

前三項の規定 は、市町村長が市町村長 指定区域を拡張 する場合又は市町村長指 定定期巡回・随時対応 型訪問介護看護等 を追加する場合

日 のうち直近の日から当 該公募指定がされた日 の前日までの期間
５

につ いて準用する。こ の場合において、必要 な技術的読替えは、 政令で定める。

公募 指定に係る第七十 八条の二第四項、第六 項及び第十一項、 第七十八条の五第二項 並びに第七十八条の九 から第七十

（公募指定に関 する読替え）
第七十八条の十七

八条 の十一までの規定の適 用については、同 項中「地域密着型介護 老人福祉施設入所者 生活介護を除く」とあ るのは「公募指定に係 る市

町村長指定 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護等に 限る」と、「一月前ま で」とあるのは「 一月以上前の日であっ て市町村長が定める日

第四十六条第一項 の指定は、六年ごとに その更新を受けな ければ、その期間の経 過によって、その 効力を失う。

まで」とするほ か、必要な技術的読替え は、政令で定め る。
（指 定の更新）
（略）

第七十九条の 二
２～４
（変更の届 出等）
（略 ）

指定居宅介護支援事 業者は、当該指定 居宅介護支援の事業を 廃止し、又は休止し ようとするときは、 厚生労働省令で定める ところによ

第八十二条
２

り、 その廃止又は休止の日 の一月前までに、 その旨を都道府県知事 に届け出なければならな い。

都道府県知 事は、次の各号のいず れかに該当する場 合においては、当該指 定居宅介護支援事業 者に係る第四十六条 第一項の指

（指定の取消し 等）
第 八十四条

定を取 り消し、又は期間を 定めてその指定の全部若 しくは一部の効 力を停止することができ る。
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一
二

指定居 宅介護支援事業者が 、第七十九条第二項 第四号、第四号の二又 は第八号（ハに該 当する者があるときを 除く。）のいずれかに
該当するに至 ったとき。

指定居宅介護支援 事業者が、当該指定 に係る事業所の介護 支援専門員の人員につ いて、第八十一条 第一項の厚生労働省令 で定める員
数 を満たすことができな くなったとき。

指定居 宅介護支援事業者が、 第八十一条第二項に 規定する指定居宅介 護支援の事業の運営に 関する基準に従っ て適正な指定居宅介護

五

四
居宅介護サ ービス計画費の請 求に関し不正があった とき。

第二十 八条第五項の規 定により調査の委託を受 けた場合において 、当該調査の結果につ いて虚偽の報告をした とき。

指定居宅介護支援 事業者が、第八十一条 第五項に規定する義 務に違反したと認め られるとき。

三

六

指定居宅介護支援 事業者が、第八十 三条第一項の規定によ り報告又は帳簿書 類の提出若しくは提示 を命ぜられてこれに従 わず、又は

支援の事業の 運営をすることができな くなったとき。

七
虚 偽の報告をしたとき。

指定居 宅介護支援事業者又は 当該指定に係る事 業所の従業者が、第八 十三条第一項の規 定により出頭を求めら れてこれに応ぜず、同

指定居 宅介護支援事業者が、 不正の手段により第四 十六条第一項の指 定を受けたとき。

八

項の規定によ る質問に対して答弁せず 、若しくは虚偽 の答弁をし、又は同項の 規定による検査を拒 み、妨げ、若しくは 忌避したとき。

ただし、当該指定に 係る事業所の従業者が その行為をした場 合において、その行為 を防止するため、当 該指定居宅介護支援 事業者が相
九

前各号に掲 げる場合のほか、指定居 宅介護支援事業者が、 この法律その他国 民の保健医療若しくは 福祉に関する法律 で政令で定める

当 の注意及び監督を尽く したときを除く。
十
十一

指定居宅 介護支援事業者の 役員等のうちに、指定 の取消し又は指定の全部 若しくは一部の 効力の停止をしようとす るとき前五年以

前各 号に掲げる場合 のほか、指定居宅介護支 援事業者が、居宅サー ビス等に関し不正 又は著しく不当な行為 をしたとき。

も の又はこれらの法 律に基づく命令若しく は処分に違反したとき 。
十二

第四十八条第一項第一号 の指定は、六年 ごとにその更新を受けな ければ、その期間の 経過によって、その 効力を失う。

内に居宅サービス等 に関し不正又は著 しく不当な行為をした 者があるとき。
（指定の更 新）
（略）

第八十六条の二
２ ～４
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指定 介護老人福祉施設 は、一月以上の予告期 間を設けて、その指定を 辞退することが できる。

（指定の辞 退）
第九十一条

都道府県知事は、次の 各号のいずれかに 該当する場合において は、当該指定介護老人 福祉施設に係る第 四十八条第一項第一号

（指 定の取消し等）
第九十二条

指定介護老 人福祉施設が、そ の行う指定介護福祉施 設サービスに従事す る従業者の人員につ いて、第八十八条第一項 の都道府県の条

当するに 至ったとき。

指定介護老人福祉 施設が、第八十六条第 二項第三号、第三号 の二又は第七号（ハ に該当する者があるとき を除く。）のい ずれかに該

の指定を取り消 し、又は期間を定めてそ の指定の全部若し くは一部の効力を停止 することができる。
一
二
例で定める員数を満 たすことができな くなったとき。

指定介護老人福祉施設 が、第八十八条第 二項に規定する指定介 護老人福祉施設の設 備及び運営に関する基 準に従って適正な指定 介護

五

四

施設介護サービス費の 請求に関し不正があった とき。

第二十八条第五項 の規定により調査の委 託を受けた場合に おいて、当該調査の結 果について虚偽の 報告をしたとき。

指定介護老 人福祉施設の開設者が、 第八十八条第六 項に規定する義務に違反 したと認められる とき。

三

六

指定介 護老人福祉施設が、第 九十条第一項の規定に より報告又は帳簿 書類の提出若しくは提 示を命ぜられてこ れに従わず、又は虚偽

老人福祉 施設の運営をすること ができなくなった とき。

七
の報告をした とき。

指定介護老人福祉 施設の開設者又はその 長若しくは従業者が、 第九十条第一項の 規定により出頭を求めら れてこれに応ぜ ず、同項の

指定介護老人福祉施設 の開設者が、不正 の手段により第四十八 条第一項第一号の指定を 受けたとき。

八

規定によ る質問に対して 答弁せず、若しくは虚偽 の答弁をし、又は同項 の規定による検査 を拒み、妨げ、若しく は忌避したとき。た だ

し、当該指定 介護老人福祉施設 の従業者がその行為を した場合において、その 行為を防止する ため、当該指定介護老人 福祉施設の開設
九

前各号 に掲げる場合のほか、 指定介護老人福祉 施設の開設者が、この 法律その他国民の保健 医療若しくは福祉 に関する法律で政令で

者又はその長が相当 の注意及び監督を 尽くしたときを除く。
十
十一

指定介護老人福祉施 設の開設者の役員又はそ の長のうちに、 指定の取消し又は指定の 全部若しくは一部の効 力の停止をしよう とす

前各号に掲げる 場合のほか、指定介護 老人福祉施設の開 設者が、居宅サービス 等に関し不正又は著し く不当な行為をし たとき。

定めるもの又 はこれらの法律に基づく 命令若しくは処 分に違反したとき。
十二
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２

るとき前 五年以内に居宅サービ ス等に関し不正又 は著しく不当な行為を した者があるとき 。
（略）
（開 設許可）

前条第 一項の許可は、六 年ごとにその更新を受 けなければ、その 期間の経過によって、 その効力を失う。

介護老人保健施設を開 設しようとする者 は、厚生労働省令で定 めるところにより、都 道府県知事の許可 を受けなければならな

（略）

第九十四条
い。
２～６
（許可の更新）
（略）

第九十四条の二
２～４
（変更の届出等 ）
（略）

介 護老人保健施設の開設 者は、当該介護老人保 健施設を廃止し、 又は休止しようとすると きは、厚生労働省 令で定めるところによ り、

第九十九条
２

その廃止又 は休止の日の一月前ま でに、その旨を都道府 県知事に届け出な ければならない。

都 道府県知事は、 次の各号のいずれかに該 当する場合において は、当該介護老人保 健施設に係る第九十四 条第一項の許可を 取り

（許 可の取消し等）
第百四条
一

介護老人保健施設が、 第九十四条第三項 第四号から第五号の二 まで、第十号（第五号の 三に該当する者の あるものであるときを 除く。

介護老人保健施設 の開設者が、第九 十四条第一項の許可を 受けた後正当の理由が ないのに、六月以 上その業務を開始しな いとき。

消し、又は期間 を定めてその許可 の全部若しくは一部の 効力を停止することがで きる。
二

四

三

第 二十八条第五項の規 定により調査の委託を受 けた場合におい て、当該調査の結果につ いて虚偽の報告をした とき。

介護老人保健施設 の開設者に犯罪又は医 事に関する不正行 為があったとき。

介護老人保 健施設の開設者が、第九 十七条第七項に 規定する義務に違反した と認められるとき。

）又は第 十一号（第五号の三に 該当する者のある ものであるときを除く 。）のいずれかに該当 するに至ったとき 。

五
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六

介護老人保 健施設の開設者等が 、第百条第一項の規 定により報告又は診療録 その他の帳簿書 類の提出若しくは提示を 命ぜられてこれ

施設介 護サービス費の請求 に関し不正があった とき。

介護老人保健施設の 開設者が法人であ る場合において、その 役員又は当該介護老 人保健施設の管理者の うちに許可の取消し又 は許

前各号に掲げる場 合のほか、介護老 人保健施設の開設者が 、居宅サービス等 に関し不正又は著しく 不当な行為をしたとき 。

るもの又はこ れらの法律に基づ く命令若しくは処分に 違反したとき。

前各号 に掲げる場合の ほか、介護老人保健施設 の開設者が、この 法律その他国民の保健 医療若しくは福祉に関 する法律で政令で 定め

相 当の注意及び監督 を尽くしたときを除く 。

業者がその行 為をした場合において、 その行為を防止する ため、当該介護老人 保健施設の開設者又は 当該介護老人保健 施設の管理者が

ず、若し くは虚偽の答弁をし、 又は同項の規定による 検査を拒み、妨げ 、若しくは忌避したと き。ただし、当該 介護老人保健施設の従

介護老人保健施設の開 設者等が、第百条第 一項の規定により出 頭を求められてこれに応 ぜず、同項の規定 による質問に対して答 弁せ

に従わず、又は虚偽 の報告をしたとき。

七
八

九
十
十一

可の全部 若しくは一部の効力の 停止をしようとす るとき前五年以内に居 宅サービス等に関し 不正又は著しく不当 な行為をした者がある

介護老人保健施 設の開設者が第九十四 条第三項第一号の 厚生労働大臣が定める 者のうち法人でな いものである場合にお いて、その

とき。
十二

管 理者が許可の取消し又 は許可の全部若しくは一 部の効力の停止 をしようとするとき前五 年以内に居宅サービ ス等に関し不正又は 著し
（略）

く不当な 行為をした者であると き。
２・３

第五十三条第一項 本文の指定は、厚生労 働省令で定めるところ により、介護予防 サービス事業を行う者の 申請により、介

（指定介護 予防サービス事 業者の指定）
第百十五条の二

護予防サービスの種類 及び当該介護予防 サービスの種類に係る 介護予防サービス事業 を行う事業所（以 下この節において「事 業所」とい
（略 ）

う。 ）ごとに行う。
２・３

（略）

（ 変更の届出等）
第百十 五条の五
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２

指定介護 予防サービス事業 者は、当該指定介護予 防サービスの事業を廃 止し、又は休止し ようとするときは、厚 生労働省令で定める と

ころにより、そ の廃止又は休止の日 の一月前までに、そ の旨を都道府県知事に届 け出なければな らない。

都道府県知事は、 次の各号のいずれ かに該当する場合にお いては、当該指定介護 予防サービス事業 者に係る第五十三条第

（指 定の取消し等）
第百十五条の 九

指定介護予防サー ビス事業者が、当 該指定に係る事業所の 従業者の知識若し くは技能又は人員につ いて、第百十五条の四 第一項の都

あるときを除 く。）又は第十二 号（第五号の三に該当 する者であるときを除 く。）のいずれか に該当するに至ったとき 。

あるとき を除く。）、第 十号の二（第五号の三に 該当する者のあるも のであるときを除く 。）、第十一号（第五 号の三に該当する 者で

指定介護予防サー ビス事業者が、第百十 五条の二第二項第四 号から第五号の二ま で、第十号（第五号の三 に該当する者の あるもので

一項本文の指定 を取り消し、又は期間を 定めてその指定の 全部若しくは一部の効 力を停止することがで きる。
一

二

道 府県の条例で定める基 準又は同項の都道 府県の条例で定める員 数を満たすことができ なくなったとき。

指定介 護予防サービス事業者 が、第百十五条の 四第二項に規定する指 定介護予防サービ スに係る介護予防のた めの効果的な支援の方

指定介護予防サービス 事業者が、第百十五条の 四第六項に規定 する義務に違反したと認 められるとき。

三

法に関する基 準又は指定介護予防サー ビスの事業の設 備及び運営に関する基準 に従って適正な介護 予防サービスの事業 の運営をするこ
四

介護予 防サービス費の請求に 関し不正があったとき 。

とができなくなった とき。
五

指定介護予 防サービス事業者が、第 百十五条の七第一項の 規定により報告又 は帳簿書類の提出若し くは提示を命ぜら れてこれに従わ

指定介 護予防サービス 事業者又は当該指定に係 る事業所の従業者が、 第百十五条の七第 一項の規定により出頭 を求められてこれ に応

ず 、又は虚偽の報告 をしたとき。

六
七

ぜず、同項の 規定による質問に 対して答弁せず、若し くは虚偽の答弁をし、又 は同項の規定に よる検査を拒み、妨げ、 若しくは忌避し

たとき。ただし、当 該指定に係る事業 所の従業者がその行為 をした場合において、 その行為を防止す るため、当該指定介護 予防サービ
指定介 護予防サービス事業者 が、不正の手段に より第五十三条第一項 本文の指定を受けたと き。

ス 事業者が相当の注意及 び監督を尽くした ときを除く。
八

前各号に掲 げる場合のほか、指定介 護予防サービス 事業者が、この法律その 他国民の保健医療若し くは福祉に関する 法律で政令で定

前 各号に掲げる場合の ほか、指定介護予防サー ビス事業者が、 居宅サービス等に関し不 正又は著しく不当な行 為をしたとき。

め るもの又はこれら の法律に基づく命令若 しくは処分に違反 したとき。

九
十
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２

十一

指定 介護予防サービス事 業者が法人である場 合において、その役員 等のうちに指定の 取消し又は指定の全部 若しくは一部の効力の

指定介護予防サ ービス事業者が法人 でない事業所である 場合において、その管 理者が指定の取消 し又は指定の全部若し くは一部の

停止をしよう とするとき前五年以内 に居宅サービス等 に関し不正又は著しく不 当な行為をした 者があるとき。
十二

第七十条 の二、第七十一条及び第 七十二条の規定 は、第五十三条第一項本 文の指定について準用 する。この場合に おい

効 力の停止をしようとす るとき前五年以内に居 宅サービス等に関 し不正又は著しく不当な 行為をした者であ るとき。
（略）
（準 用）
第百十五条の 十一
て、これらの規 定に関し必要な技 術的読替えは、政令で 定める。

第五十四条の二 第一項本文の指定 は、厚生労働省令で定 めるところにより 、地域密着型介護予防 サービス事業を行う者

（指 定地域密着型介護予防 サービス事業者の 指定）
第百十五条の 十二

の申請により、 地域密着型介護予防サー ビスの種類及び 当該地域密着型介護予防 サービスの種類に 係る地域密着型介護予 防サービス事業

を行う事業所（以下こ の節において「事業所 」という。）ごと に行い、当該指定をす る市町村長がその 長である市町村の行う 介護保険の
（略 ）

被保 険者に対する地域密着 型介護予防サービス費及 び特例地域密着 型介護予防サービス費の 支給について、そ の効力を有する。
２～７
（変 更の届出等）
（略）

指定地域密着 型介護予防サービ ス事業者は、当該指定 地域密着型介護予防サ ービスの事業を廃 止し、又は休止しようと するときは、厚

第百十五条の 十五
２

生労働省令で定めると ころにより、その 廃止又は休止の日の一 月前までに、その旨を 市町村長に届け出 なければならない。

市町村長は、次の各号 のいずれかに該 当する場合においては、 当該指定地域密着型 介護予防サービス事 業者に係る第五

（指定の取 消し等）
第百十五条の十九

指 定地域密着型介護予 防サービス事業者が、第 百十五条の十二 第二項第四号の二から第 五号の二まで、第九号 （第五号の三に該 当す

十 四条の二第一項本文 の指定を取り消し、又 は期間を定めてそ の指定の全部若しくは 一部の効力を停止する ことができる。
一
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る者のあ るものであるときを除 く。）、第十号（ 第五号の三に該当する 者のあるものであ るときを除く。）、第 十一号（第五号の三に

指定地域密着型介 護予防サービス事業 者が、第百十五条の 十二第四項第三号から 第六号までのいず れかに該当するに至っ たとき。

該当する者で あるときを除く。）又 は第十二号（第五 号の三に該当する者であ るときを除く。 ）のいずれかに該当する に至ったとき。
二

指定地域密着型介護予 防サービス事業者が 、第百十五条の十二 第六項の規定により当該 指定を行うに当た って付された条件に違 反し

指定地域密 着型介護予防サービス事 業者が、当該指定 に係る事業所の従業者 の知識若しくは技能又 は人員について、 第百十五条の十

たと認め られるとき。

三
四

四 第一項の市町村の 条例で定める基準若し くは同項の市町村の条 例で定める員数又 は同条第五項に規定する 指定地域密着型 介護予防サ
ービスに 従事する従業者 に関する基準を満たすこ とができなくなった とき。

指定地域密 着型介護予防サー ビス事業者が、第百十 五条の十四第二項又 は第五項に規定する 指定地域密着型介護予防 サービスに係る

指定地 域密着型介護予防サー ビス事業者が、第 百十五条の十四第八項 に規定する義務に 違反したと認められる とき。

五

介護予防のための効 果的な支援の方法 に関する基準又は指定 地域密着型介護予防 サービスの事業の設 備及び運営に関する基 準に従って
六

地域密着型 介護予防サービス費の請 求に関し不正が あったとき。

適 正な指定地域密着型介 護予防サービスの 事業の運営をすること ができなくなったとき 。
七

指定地域密着型介 護予防サービス事業者 が、第百十五条の 十七第一項の規定によ り報告又は帳簿書 類の提出若しくは提示 を命ぜられ

前各号に掲げる 場合のほか、指定 地域密着型介護予防サ ービス事業者が、この 法律その他国民の 保健医療若しくは福祉 に関する法

指定地域密 着型介護予防サー ビス事業者が、不正の 手段により第五十四条の 二第一項本文の 指定を受けたとき。

域密着型 介護予防サービ ス事業者が相当の注意及 び監督を尽くしたとき を除く。

し くは忌避したとき 。ただし、当該指定に 係る事業所の従業者が その行為をした場 合において、その行為を 防止するため、当 該指定地

れてこれに応 ぜず、同項の規定による 質問に対して答弁せず 、若しくは虚偽の 答弁をし、又は同項の 規定による検査を拒 み、妨げ、若

指定地 域密着型介護予防サー ビス事業者又は当該指 定に係る事業所の 従業者が、第百十五条 の十七第一項の規 定により出頭を求めら

て これに従わず、又は虚 偽の報告をしたとき。

八
九

十
十一

前各 号に掲げる場合のほか 、指定地域密着型 介護予防サービス事業 者が、居宅サービス等 に関し不正又は著 しく不当な行為をした

律 で政令で定めるもの又 はこれらの法律に 基づく命令若しくは処 分に違反したとき。
十二

指定地域密着型 介護予防サービス事業 者が法人である場 合において、その役員 等のうちに指定の取消 し又は指定の全部 若しくは一

とき。
十三

部の効 力の停止をしよう とするとき前五年以内に 居宅サービス等 に関し不正又は著しく不 当な行為をした者があ るとき。
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十四

指定 地域密着型介護予防 サービス事業者が法 人でない事業所である 場合において、そ の管理者が指定の取消 し又は指定の全部若し

第七十条の二 の規定は、第五十 四条の二第一項本文の 指定について準用する 。この場合におい て、必要な技術的読替

くは一部の効 力の停止をしようとす るとき前五年以内 に居宅サービス等に関し 不正又は著しく 不当な行為をした者であ るとき。
（準 用）
第百十五条の 二十一
えは、政令で定 める。
（変更の届 出等）
（略）

指定介護予防支援事 業者は、当該指定 介護予防支援の事業を 廃止し、又は休止 しようとするときは、 厚生労働省令で定める ところによ

第百十五条の二十 五
２

り、 その廃止又は休止の日 の一月前までに、 その旨を市町村長に届 け出なければならな い。

市 町村長は、次の各号の いずれかに該当す る場合においては、当 該指定介護予防支 援事業者に係る第五十 八条第一項

（指定の取消し 等）
第百十五条の二十九

指定介護予防支援 事業者が、当該指定に 係る事業所の従業者の 知識若しくは技能 又は人員について、第百 十五条の二十四 第一項の厚

ずれかに該当 するに至ったとき。

指定介 護予防支援事業者が、 第百十五条の二十二第 二項第四号、第四 号の二又は第八号（ハ に該当する者があ るときを除く。）のい

の指 定を取り消し、又は期 間を定めてその指定の全 部若しくは一部 の効力を停止することが できる。
一
二

生労働省 令で定める基準 又は同項の厚生労働省令 で定める員数を満たす ことができなくな ったとき。

指定介護予 防支援事業者が、 第百十五条の二十四第 二項に規定する指定介護 予防支援に係る 介護予防のための効果的 な支援の方法に

四

介護予防サ ービス計画費の請求に関 し不正があった とき。

指定介 護予防支援事業者が、 第百十五条の二十 四第五項に規定する義 務に違反したと認めら れるとき。

三

関する基準又は指定 介護予防支援の事 業の運営に関する基準 に従って適正な指定介 護予防支援の事業 の運営をすることがで きなくなっ

五

指定介護予防支援 事業者が、第百十五条 の二十七第一項の 規定により報告又は帳 簿書類の提出若しくは 提示を命ぜられて これに従わ

た とき。

六

ず、又 は虚偽の報告をし たとき。
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七

指定介 護予防支援事業者又 は当該指定に係る事 業所の従業者が、第百 十五条の二十七第 一項の規定により出頭 を求められてこれに応

ぜず、同項の 規定による質問に対し て答弁せず、若し くは虚偽の答弁をし、又 は同項の規定に よる検査を拒み、妨げ、 若しくは忌避し

たとき。ただし、当 該指定に係る事業所の 従業者がその行為 をした場合において、 その行為を防止す るため、当該指定介護 予防支援事
指定介 護予防支援事業者が、 不正の手段により第 五十八条第一項の指 定を受けたとき。

業 者が相当の注意及び監 督を尽くしたときを除 く。
八

前各号に掲 げる場合のほか、指定介 護予防支援事業者 が、この法律その他国 民の保健医療若しくは 福祉に関する法律 で政令で定める

指定介護 予防支援事業者の 役員等のうちに、指定 の取消し又は指定の 全部若しくは一部の 効力の停止をしようとす るとき前五年以

前各号 に掲げる場合の ほか、指定介護予防支援 事業者が、居宅サ ービス等に関し不正又 は著しく不当な行為を したとき。

も の又はこれらの法 律に基づく命令若しく は処分に違反したとき 。

九
十
十一

第七十条の二の規 定は、第五十八条 第一項の指定について準 用する。この場 合において、必要な技術 的読替えは、政

内に居宅サービス等 に関し不正又は著 しく不当な行為をした 者があるとき。
（準用）
第百十五条の三十 一
令で定める。

（略）

（介護サー ビス情報の報告及び公 表）
（略）

第百十五条の三十 五
２～５

都道府県 知事は、指定居 宅サービス事業者、指定 居宅介護支援事業者 若しくは指定介護予 防サービス事業者又は 指定介護老人福祉 施設

（略）

６

若しくは介護老 人保健施設の開設 者が第四項の規定によ る命令に従わないときは 、当該指定居宅 サービス事業者、指定居 宅介護支援事業

者、指定介護予防サー ビス事業者若しく は指定介護老人福祉施 設の指定若しくは介護 老人保健施設の許 可を取り消し、又は期 間を定めて
７

独 立行政法人放射線医学 総合研究所法（平成十一 年法律第百七十 六号）（抄）

その 指定若しくは許可の全 部若しくは一部の 効力を停止することが できる。

○
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（他の法令 の適用）

医療法 （昭和二十三年法 律第二百五号）第六条 及び看護師等の人材確保 の促進に関する 法律（平成四年法律第八 十六号）第十三

健 康増進法（平成十 四年法律第百三号）（ 抄）

究所 は、国とみなす。この 場合において、これ らの規定に関し必要 な技術的読替えは、政令 で定める。

条並びにこれらの規定 に基づく政令の規定 並びに生活保護法（ 昭和二十五年法律第百 四十四号）第四十 九条の規定の適用につ いては、研

第十九条

○
（市町村に よる健康増進事 業の実施）

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

特定障害者に 対する特別障害給付金 の支給に関する法 律（平成十六年法律第百 六十六号）（抄 ）

るものとする。

第十九条の二

○
（特別障害給付金の支 給）

国は、特定障害者に 対し、特別障害給付金 を支給する。

（略）

第三条
２

国会議員 互助年金法を廃 止する法律（平成十八年 法律第一号）（抄）
則

○
附

（退職者に関する経過 措置）

この法律の施行の日 （以下「施行日」 という。）前にこの法 律による廃止前の国会 議員互助年金法（以 下「旧法」という。） 第二

（ 略）

つ いては、旧法の規定 は、なおその効力を有 する。

前にこれらの権 利を有する者であって旧 法第二十一条第 一項の規定による裁定を 受けていないものに係 る当該互助年金又 は互助一時金に

十一条第一 項の規定により旧法第 二条第一項の互助 年金又は同条第二項の 互助一時金を受ける権 利についての裁定 を受けた者及び施行日

第二条

２
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○

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）（抄）

厚生労働大臣は、この 節に定めるところ により、死亡労働者等 の遺族であって、労災 保険法の規定によ る遺族補償給付を受け

（特 別遺族給付金）
第五十九条

る権利が時効に よって消滅したものに対 し、その請求に基 づき、特別遺族給付金 を支給する。
（略）

介護保険法の一 部を次のように改 正する。

健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号） （抄）

２～５

○

第二十 六条

目次中「 第百六条」を「第百十 五条」に改め、「 第三款指定介護療養型 医療施設（第百七条

－

第百十五条） 」を削る。

第八条第十項 中「、介護療養型医療施 設」を削り、同 条第二十二項中「、介護 老人保健施設及び同 項第三号に規定する 指定介護療養型

医療施設」を「及び介 護老人保健施設」に改 め、同条第二十三 項中「、介護保健施設 サービス及び介護 療養施設サービス」を 「及び介護

保健 施設サービス」に、「 、介護老人保健施設又は 介護療養型医療 施設」を「又は介護老人 保健施設」に改め 、同条第二十六項を削 る。

第八条の 二第十項中「、介護療 養型医療施設」を削る 。第四十八条第一 項第三号を削り、同条 第六項中「、第九十 七条第三項」を「又

は第九十七条第 三項」に改め、「又は第 百十条第二項に規定す る指定介護療養型 医療施設の設備及び運 営に関する基準（ 指定介護療養施
設サ ービスの取扱いに 関する部分に限る。） 」を削る。

第五十一 条の三第一項中 第三号を削り、第四号を 第三号とし、第五号を 第四号とし、第六 号を第五号とする。

第七十二条第 一項中「又は介護 療養型医療施設」、「 又は第四十八条第一項第 三号の指定」及 び「又は指定」を削り、 同条第二項中「

又は介護療養型医療施 設」を削り、「若 しくは第百四条第一項 」を「又は第百四条第 一項」に改め、「 、又は第百七条の二第 一項の規定

によ り指定の効力が失われ たとき若しくは第 百十四条第一項若しく は第百十五条の二十九第 六項の規定により 指定の取消しがあった とき
」を削る。
第七十八条の 九第七号中「、第百四条 及び第百十四条 」を「及び第百四条」に 改める。
第 九十四条第三項第 七号中「医療法」の下 に「（昭和二十三 年法律第二百五号）」 を加える。
第五章 第五節第三款の款 名を削り、第百七条から 第百十五条まで を次のように改める。
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第百七条か ら第百十五条まで削 除

第百十五条の 二十九第一項中「、介 護老人保健施設及 び指定介護療養型医療施 設」を「及び介 護老人保健施設」に改め 、「、指定介護

療養型医療施設」を削 り、同条第六項中「 、介護老人保健施設 若しくは指定介護療養 型医療施設」を「 若しくは介護老人保健 施設」に、

「、 指定介護老人福祉施設 若しくは指定介護療 養型医療施設」を「 若しくは指定介護老人福 祉施設」に改める 。

第百十八 条第二項第一号中「（ 指定介護療養型医療施 設にあっては、当 該指定介護療養型医療 施設の療養病床等 に係る必要入所定員総
数）」を削る。

則

第 二百九条第二号中 「、第百十二条第一項 」を削る。
附

生活保護法（昭 和二十五年法律第 百四十四号）の一部を 次のように改正す る。

（生活保護法の一部改 正）
第九十 一条

第十五条 の二第四項中「、同条 第二十五項に規定 する介護保健施設サー ビス及び同条第二十 六項に規定する介護 療養施設サービス」を
「及び同条第二 十五項に規定する介護保 健施設サービス 」に改める。

第三十一条第四項中 「、介護老人保健施設 （同条第二十五項 に規定する介護老人保 健施設をいう。以下 同じ。）又は介護療 養型医療施

設（ 同条第二十六項に規定 する介護療養型医療施設 をいう。以下同 じ。）」を「又は介護老 人保健施設（同条 第二十五項に規定する 介護
老人保健施 設をいう。以下同じ。 ）」に改め、「若しく は介護療養型医療 施設」を削る。

第三十四条の 二第二項中「、介護老人 保健施設及び介護療養 型医療施設」を「 及び介護老人保健施設 」に改める。

第 五十四条の二第一 項中「、介護老人保健 施設又は介護療養型医 療施設」を「又は 介護老人保健施設」に、 「、介護老人保健 施設若し
くは介護療 養型医療施設」 を「若しくは介護老人保 健施設」に改める。

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

（健康保険法等の一部 改正に伴う経過措 置）
第百三 十条の二

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

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

の 国民健康保険法の規 定、第二十条の規定に よる改正前の船員 保険法の規定、旧介護 保険法の規定、附則第 五十八条の規定に よる改正前

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

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

の促進に関する 特別措置法の規定、 附則第百十一条の規 定による改正前の高齢者 虐待の防止、高 齢者の養護者に対する支 援等に関する法

律の規定及び附則第百 十一条の二の規定に よる改正前の道州制 特別区域における広域 行政の推進に関す る法律の規定（これら の規定に基
づく 命令の規定を含む。） は、平成三十年三月 三十一日までの間、 なおその効力を有する。

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）
（生活保護 法 の特例）

特定広 域団体が別表第二 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

第 一項又は前項の道州制 特別区域計画を作成した 特定広域団体の 区域においては、公告の 日において現に生活 保護法第四十九条又 は第

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 。

八十六条第一項 中「第五十四条の二第四 項」とあるのは 「第五十四条の二第四項 （道州制特別区域にお ける広域行政の推 進に関する法律

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 祉施設又は介護老人保 健施設に限る。） について」と、同法第

大臣 の同意を得て、計画作 成特定広域団体の 知事は」と、「介護老 人保健施設について」と あるのは「介護老 人保健施設（当該計画 作成

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 又は介護老人保健 施設を除く。）につい てその主務

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

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

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、 介護老人福祉施設又は介 護老人保健施設 （道州制特

生活保護法第五 十四条の二第一項及び第 四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

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

定広 域団体の区域に所在す る病院若しくは診療所又 は薬局に限る。 ）について」とする。

く。）についてその主 務大臣の同意を得て、 計画作成特定広域 団体の知事は」と、「 薬局について」と あるのは「薬局（当該 計画作成特

に規定する特定 広域団体（以下この条に おいて「計画作 成特定広域団体」という 。）の区域に所在 する病院若しくは診療 所又は薬局を除

六号）第七 条の規定により同法別 表第二号に掲げる 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

労働 大臣は、国の開設した 病院若しくは診療 所又は薬局（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

おける生活保護法（昭 和二十五年法律第 百四十四号）第四十九 条の規定の適用に ついては、同条中「厚 生労働大臣は」とある のは「厚生

第十二条

２

３
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４

５

五十四条の 二第一項の規定によ る厚生労働大臣の指 定を受けている国が開 設した病院等（病 院若しくは診療所又は 薬局をいう。以下同じ

。）又は地域密 着型介護老人福祉施 設等（介護保険法（ 平成九年法律第百二十三 号）第八条第二 十一項に規定する地域密 着型介護老人福

祉施設、同条第二十六 項に規定する介護老 人福祉施設又は同条 第二十七項に規定する 介護老人保健施設 をいう。以下同じ。） は、当該公

告の 日に第一項又は前項の 規定により読み替え て適用する生活保護 法第四十九条又は第五十 四条の二第一項の 規定による当該特定広 域団
体の知事の 指定を受けたものとみ なす。

特定広域団体 が第一項若しくは第二項 の道州制特別区 域計画を変更し、これら の規定に規定する事項 が定められないこ ととなった場合

又は 計画期間が満了し た場合においては、変 更公告等の日におい て現にこれらの規定 により読み替えて適用す る生活保護法第 四十九条又

は第五十四 条の二第一項の 規定による当該特定広域 団体の知事の指定 を受けている国が開設 した病院等又は地域密 着型介護老人福祉 施設

等（前項の規定 により当該特定広 域団体の知事の指定を 受けたものとみなさ れたものを含む。） は、当該変更公告等の日 に同法第四十九
条又は第五十四条の二 第一項の規定によ る厚生労働大臣の指定 を受けたものとみ なす。

第 一項又は第二項の規定 により読み替えて 適用する生活保護法の 規定により特定広 域団体が処理することと されている特定事務等 につ
いては、同 法第八十四条の二の規 定は、適用しない 。

番号

事務等の 名称

関 係条項

第十二 条（第二項を除く。 ）

（略）

生活 保護法第四十九条の規 定による国が開設した 病院等の指定に関 する事務

（略）

二

（略）

第十二条（第 一項を除く。）

福祉施設 等の指定に関する 事務
（略）

生活保護 法第五十四条の二第一項 の規定による国が開設 した地域密着型介 護老人

則

執行官法 の一部を改正する法律 （平成十九年法律 第十八号）（抄）

（略）

三

（略）

別表（第二条、第十一条 ―第十六条、第十八条 関係）

○
附

次に掲げる者（第二 号に掲げる者にあっては 、退職後に限る 。）に対しては、なお従 前の例により恩給を 支給する。この場合 にお

（ 執行官法の一部改正 に伴う経過措置）
第三条
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この法律の施行の際現 に執行官である者で あって、施行日の前 日において退職したとし たならば旧執行官 法附則第十三条第一項 の規

受ける権利を有して いる者

この法律の 施行の際現にこの法 律による改正前の執 行官法（以下「旧執行官 法」という。） 附則第十三条第一項の規 定により恩給を

いて、同号 に掲げる者について は、その者が施行日 の前日に退職したもの とみなして恩給の 年額を算出する。
一
二
（略）

定により 恩給を受ける権利を有 することとなるもの
２

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成十九年法律第百二十七号）（抄）
則

○
附
（施 行前死亡者の配偶者に 対する支援給付の 実施）
（略 ）

（略）

第四条
２

前項において準用す る新法第十四条第四項 においてその例に よるものとされた生活 保護法別表の下欄 に掲げる規定によりそ れぞれ同表

職業訓練 の実施等による 特定求職者の就職の支援 に関する法律（平成 二十三年法律第四十 七号）（抄）

定する第一 号法定受託事務とする 。

の上 欄に掲げる地方公共団 体が処理することとされ ている事務は、 地方自治法（昭和二十二 年法律第六十七号 ）第二条第九項第一号 に規

３

○

（職業訓練受講 給付金の支給）

国は、第十二条 第一項の規定によ り公共職業安定所長が 指示した認定職業訓 練又は公共職業訓練 等（雇用保険法第十五 条第三項に

（略）

て、職業訓 練受講給付金を支給す ることができる。

規定 する公共職業訓練等を いう。第十一条第 二号において同じ。） を特定求職者が受けるこ とを容易にするた め、当該特定求職者に 対し

第七条

２
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○

年金生活 者支援給付金の支 給に関する法律（平成 二十四年法律第百二号 ）（抄）

国は、国民年金 法（昭和三十四年 法律第百四十一号）の 規定による老齢基礎年 金（以下単に「老 齢基礎年金」という。 ）の受給権

（老齢年金生活 者支援給付金の支給 要件）
第二条

者で あって当該老齢基礎年 金を受ける権利につ いて同法第十六条の 規定による裁定の請求を したもの（以下こ の条、第十条及び第十 一条

において「 老齢基礎年金受給権者 」という前年（一月 から七月までの月分 のこの項に規定する老 齢年金生活者支援 給付金について。）が

、その者のは、 前々年とする。以下この 項において同じ。 ）中の公的年金等の収 入金額（所得税法（昭 和四十年法律第三 十三号）第三十

五条 第二項第一号に規 定する公的年金等の収 入金額をいう。）と 前年の所得との合計 額（政令で定める場合に あっては、当該 合計額を基

準として政 令で定めるとこ ろにより算定した額とす る。以下「前年所 得額」という。）が国 民年金法第二十七条本 文に規定する老齢 基礎

年金の額を勘案 して政令で定める 額（第十条第一項にお いて「所得基準額」 という。）以下であ ることその他その者及び その者と同一の

世帯に属する者の所得 の状況を勘案して 政令で定める要件に該 当するときは、当 該老齢基礎年金受給権 者に対し、老齢年金生 活者支援給
（略 ）

付金 を支給する。
２・３
（補足的老齢年金生活 者支援給付金の支給要 件）

国は、老齢基礎年金 受給権者が、その者の 前年所得額が所得 基準額を超え、かつ、所 得基準額を勘案し て政令で定める額以下 であ

（ 略）

受給権者に対し 、補足的老齢年金生活者 支援給付金を支給する 。

ることその 他その者及びその者と 同一の世帯に属する者 の所得の状況を勘 案して政令で定める要 件に該当するとき は、当該老齢基礎年金

第十条

２

国は、国民年 金法の規定による 障害基礎年金（以下単 に「障害基礎年金」 という。）の受給権 者であって当該障害基 礎年金を受

（障害年金生活 者支援給付金の支 給要件）
第十五条

ける 権利について同法第十 六条の規定による 裁定の請求をしたもの （以下この条において「 障害基礎年金受給 権者」という。）が、 その

者の前年の 所得（一月から七月ま での月分のこの項 に規定する障害年金生 活者支援給付金につい ては、前々年の所 得とする。）がその者

の所得税法に規 定する控除対象配偶者及 び扶養親族（第 二十条第一項において「 扶養親族等」という。 ）の有無及び数に 応じて、政令で
（略）

定 める額以下であると きは、当該障害基礎年 金受給権者に対し 、障害年金生活者支援 給付金を支給する。
２・３
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国は、国民年 金法の規定による 遺族基礎年金（以下単 に「遺族基礎年金」と いう。）の受給権 者であって当該遺族基 礎年金を受

（遺族年金生活 者支援給付金の支給 要件）
第二十条

ける 権利について同法第十 六条の規定による裁 定の請求をしたもの （以下この条において「 遺族基礎年金受給 権者」という。）が、 その

者の前年の 所得（一月から七月ま での月分のこの項に 規定する遺族年金生 活者支援給付金につい ては、前々年の所 得とする。）がその者

第 号。以下「番号利用法

の扶養親族等の 有無及び数に応じて、政 令で定める額以下 であるときは、当該遺 族基礎年金受給権者に 対し、遺族年金生 活者支援給付金

則

（略 ）

を支 給する。
２・３
附

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 二十四年法律

（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 する法律の一部改正 ）
第二十一条

地方税関係情報、住 民票関係情報又は介 護保

険 給付関係情報であって主 務省令で定めるも

市町村長

よる年金 生活者支援給付金の 支給に関する事

の

年 金生活者支援給付金の 支給に関する法律に

給付金の 支給に関する事務で あって主務省令で定める もの

年金生活者支 援給付金の支給 に関する法律（平成二十 四年法律第百二号） による年金生活者支 援

」という。）の 一部を次のように改正す る。
厚生労働大臣

別表第一に次のよう に加える。
九 十五

厚生労

別表第二に次の ように加える。
百 十八
働大臣

務であって主務省 令で定めるもの

施行日が整備法の施行 の日前である場合 には、前条のうち、番 号利用法別表第一の 改正規定中「九十五 」とあるのは「九十四

（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 する法律の一部改正に伴 う調整規定）
第二十二条

」と、番号利用 法別表第二の改正規定中 「百十八」とあ るのは「百十七」とし、 整備法第六十五条のう ち、番号利用法別 表第一の改正規

定 中「同表に」とある のは「同表中九十四の 項を九十五の項と し、九十三の項の次に 」と、番号利用法別表 第二の改正規定中 「同表に」
とある のは「同表中百十七 の項を百十八の項とし、 百十六の項の次 に」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）

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。第三項 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）

還又は費用の徴収に 関する事務であって主務 省令で定めるも の

生活 保護法（昭和二 十五年法律第百四十四号 ）による保護の決 定及び実施、保護に要 する費用の返

（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。
２～５
別表第 一（第九条関係）
（略）

（略）

都道府県 知事等

一～十四
十五
十六 ～九十三

何人も、次の 各号のいずれかに該当 する場合を除き、特定 個人情報の提供を してはならない。

（特定個人情報 の提供の制限）
第十九 条
（ 略）

別表第二の 第一欄に掲げる者 （法令の規定により同 表の第二欄に掲げる事務 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

一～六
七

あっては、その者を 含む。以下「情報 照会者」という。）が 、政令で定めるところ により、同表の第 三欄に掲げる者（法令 の規定によ

り 同表の第四欄に掲げる 特定個人情報の利 用又は提供に関する事 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。以下「情報提供 者」という。）に 対し、同表の第二欄に 掲げる事務を処理する ために必要な同表 の第四欄に掲げる特定
個人情報（情 報提供者の保有する特定 個人情報ファイ ルに記録されたものに限 る
（略）

。 ）の提供を求めた 場合において、当該情 報提供者が情報提 供ネットワークシステ ムを使用して当該特定個 人情報を提供す るとき。
八～十 四
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（情報提供ネッ トワークシステム）
（略）

総 務大臣は、情報照会者 から第十九条第七 号の規定により特定個 人情報の提供の求めがあ ったときは、次に 掲げる場合を除き、政 令で

第二十一条
２

定めるとこ ろにより、情報提供ネ ットワークシステム を使用して、情報提 供者に対して特定個人 情報の提供の求め があった旨を通知しな

（略）

ものに該 当しないとき。

情報照会者、情報 提供者、情報照会者の 処理する事務又は当 該事務を処理するた めに必要な特定個人情報 の項目が別表第 二に掲げる

ければならない 。
一
二

特 定 個 人 情 報
（略）

情報提供 者
（略）

務

（略）

下「生活保護関係情報 」という。）又は中 国残

生活保護法による 保護の実施に関する情 報（以

害 児通所給付費若しくは高 額障害児通所給付

留邦 人等支援給付の支給に関 する情報（以下「

都道府県知事等

費の支給 又は障害福祉サービス の提供に関す

中国残留邦 人等支援給付関係情報 」という。）

生 活保護法による保 護の決定及び実施に関 す

（略）

期 高齢者医療広域

医療保険者又は後

（略）

るも の

医療保険給付関 係情報であって主務省令 で定め

（略 ）

労働者災害補償 関係情報、戦傷病 者戦没者遺族

る事務で あって主務省令で 定めるもの

であ って主務省令で定 めるもの

る事務であっ て主務省令で定めるもの

児 童福祉法による障害児通 所給付費、特例 障

事

別表第 二（第十九条、第二十 一条関係）
情報照会 者
市町村長

一～八
九

（

都道府

十～二十 五
略）
二十六
県 知事等

連合
厚生労働大臣

等 援護法による援護に 関する情報（以下「戦 傷

病者戦 没者遺族等援護関係情 報」という。）、
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都道府県 知事

市町村長

社 会福祉協議会

雇用保険法 による給付の支給に 関する情報（以

下「失業等給付 関係情報」という。 ）、原子爆

弾被爆者に対する援護 に関する法律による 一般

疾病 医療費の支給に関する情 報、石綿による健

康被害の救 済に関する法律による 特別遺族給付

金の支給に関す る情報（以下「石綿健康 被害救

済給 付等関係情報」と いう。）又は職業訓練 の

実施等によ る特定求職者の就 職の支援に関する

法律による職業 訓練受講給付金の 支給に関する

情報（以下「職業訓練 受講給付金関係情 報」と

いう 。）であって主務省令で 定めるもの

災害救助法 による救助若しく は扶助金の支給、

児童福祉法によ る療育の給付若しくは障 害児入

所給付費の支給又は母 子及び寡婦福祉法によ る

資金 の貸付けに関する情報で あって主務省令で
定めるもの

地方税関係情報 、母子保健法による養育 医療の

給付 若しくは養育医療 に要する費用の支給に 関

する情報、 児童手当法による 児童手当若しくは

特例給付の支給 に関する情報（以 下「児童手当

関係情報」という。） 、介護保険給付関 係情報

又は 障害者の日常生活及び社 会生活を総合的 に

支援するた めの法律による自立支 援給付の支給

に関する情報で あって主務省令で定める もの

社会福祉法による生計 困難者に対して無 利子又

は低利 で資金を融通する事業 の実施に関する情
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委員会

会 又は市町村教育

都道府県教育委員

会

都道府県 教育委員

文 部科学大臣又は

共済組合

農林漁業 団体職員

、 共済組合等又は

くは日本年金機構

厚生労働大臣 若し

児童扶養手当関 係情報又は母子及 び寡婦福祉法

るもの

ての 援助に関する情報 であって主務省令で定 め

学校保健安全法 による医療に要する費用 につい

に関する情 報であって主務省令で 定めるもの

特別 支援学校への就学のため 必要な経費の支弁

特別支援学校への就学 奨励に関する法律によ る

報であって主務 省令で定めるもの

の法律によ る年金である給付の支 給に関する情

の農 林漁業団体職員共済組 合法等を廃止する 等

林漁業団体職員共済組 合制度の統合を図 るため

年金給付関係情 報又は厚生年金保 険制度及び農

報であって 主務省令で定めるも の

都道府県知事 等

による母子家庭自立支 援給付金の支給に関す る

地 方公務員災害補

都道府県知事

厚生労働 大臣又は

通勤 による災害に対する補償 に関する情報（以

地方公務員災害補償法 による公務上の災害又 は

定めるもの

特別児童扶 養手当関係情報であっ て主務省令で

情報 であって主務省令で定め るもの

償基金

下「地方公務員 災害補償関係情報 」という。）
厚 生労働大臣又は

国後の自立 の支援に関する法 律による永住帰国

中国 残留邦人等の円滑 な帰国の促進及び永住 帰

であって主務省令で定 めるもの
都道府県 知事等

旅費、自立支度 金、一時金、一時帰国旅 費又は

中 国残留邦人等支援給 付の支給に関する情報 で

あって 主務省令で定めるもの
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都道府

二十 七～八十六
（略）
八十七
県 知事等

中国残留邦人等支援 給付の支給に関する 事務

（略）

期 高齢者医療広域

医療保険者又 は後

（ 略）

長崎市長

広島市長若し くは

都道府県 知事又は

るもの

医療保険給付関 係情報であって主 務省令で定め

（略 ）

で定めるもの

る手当等の支給 に関する情報であ って主務省令

原子爆弾被 爆者に対する援護 に関する法律によ

地方税関係情報 、母子保健法によ る養育医療の

めるもの

付金 の支給に関する情報であ って主務省令で 定

母子及び寡婦福祉法に よる母子家庭自立 支援給

生活保護関 係情報、児童扶養手当 関係情報又は

定めるもの

資金 の貸付けに関する 情報であって主務省令 で

所給付費の支給 又は母子及び寡婦福祉法 による

児童福祉法 による療育の給付若し くは障害児入

災害 救助法による救助若しく は扶助金の支給 、

係情報であって主務省 令で定めるもの

救済給付等関係 情報又は職業訓練受講給 付金関

疾病医療費 の支給に関する情報、 石綿健康被害

弾被 爆者に対する援護に関す る法律による一 般

等援護関係情報、失業 等給付関係情報、 原子爆

労働者災害 補償関係情報、戦傷病 者戦没者遺族

で あって主務省令で定める もの

連合
厚生労働大臣

都 道府県知事

都道府県知事 等

市町村長

給 付若しくは養育医療 に要する費用の支給に 関

する情 報、児童手当関係情報 、介護保険給付関
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八十八 ～百十五

（略）

係情報又は 障害者の日常生活及 び社会生活を総

合的に支援する ための法律による自 立支援給付

の支給に関する情報で あって主務省令で定 める
もの

社会福祉法 による生計困難者に対 して無利子又

広島市長若し くは

都道府県 知事又は

償 基金

地方公務員災害補

都道府県知事

厚生労働 大臣又は

委 員会

会又は市町村 教育

都道府県 教育委員

会

都道府県教育委員

文部科学大臣 又は

共済組合

農 林漁業団体職員

、共済組合等又は

くは日本年金 機構

厚生労働 大臣若し

で定めるもの

る手当等の支給 に関する情報であ って主務省令

原子爆弾被 爆者に対する援護 に関する法律によ

で定 めるもの

地方公務員災害 補償関係情報であって主 務省令

定めるもの

特別 児童扶養手当関係情報で あって主務省令で

るもの

ての援助に関す る情報であって主務省令 で定め

学校保健安 全法による医療に要す る費用につい

に関 する情報であって主務省 令で定めるもの

特別支援学校への就学 のため必要な経費 の支弁

特別支援学校へ の就学奨励に関す る法律による

報であって 主務省令で定める もの

の法 律による年金であ る給付の支給に関する 情

の農林漁業団体 職員共済組合法等を廃止 する等

林漁業団体 職員共済組合制度の統 合を図るため

年金 給付関係情報又は厚生年 金保険制度及び農

社会福祉 協議会

は低利で資金を 融通する事業の実施に関 する情

長 崎市長

（略 ）

報で あって主務省令で 定めるもの

（ 略）
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○

（略）

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 する法律案の施行に伴う 関係法律の整備等 に関する法律（平成二 十五
年法律第二 十八号）（抄）
住民基本台帳 法の一部を次のように 改正する。

（住民基本台帳 法の一部改正）
第十九 条
（略）

別表第二の五 の項中「（平成六 年法律第百十七号）」 を削り、「による」の 下に「同法第二条 第三項の被爆者健康手帳 の交付、同法第

（略）

（略）

十 四条第六項の申請の経由 に関する事務で あつて総務省令で定める もの

よる同法 第十四条第四項の規定 によりその例によ ることとされた生活保 護法第二

中 国残留邦人等の円滑な帰 国の促進及び永 住帰国後の自立の支援に 関する法律に

（略）

省令で定める もの

生活保護 法による同法第二 十四条第六項の申請の 経由に関する事務で あつて総務

もの

第 一項若しくは第七十八条 の費用の徴収に関する 事務であつて総務 省令で定める

の決定及 び実施、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

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

（略）

七条の健康診断、同法 第三十八条の居宅 生活支援事業若しくは 同法第三十九条の 養護事業の実施又は」 を加え、「又は同法」 を「若しく
は同 法」に改め、同項の次 に次のように加え る。
（略）

町 村長（福祉事務所を管 理する町村

市 長又は福祉事務所を管 理する町村

五の二 ～五の十
五の十一
長

五の十二
長を 除く。）
（略）

（ 略）

町村長（福祉事務 所を管理する町

五の十 三～五の二十七
五の二十八
村長を除く。）
五の二 十九～五の三十四
（略）
（略）

別 表第三の七の項の 次に次のように加える 。
七の二 ～七の六

- 90 -

七の七

（略 ）

都道府県知事

七 の八～七の二十
（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 七十七条第一項若し くは第七十八条の費用 の
徴収に関する事務で あつて総務省令で定め るもの
（略）

別表第四の四 の項中「による」の下に 「同法第二条第三項 の被爆者健康手帳の 交付、同法第七条の健 康診断、同法第三 十八条の居宅生

（略）

十 四条第六項の申請 の経由に関する事務で あつて総務省令で定める もの

よる同法 第十四条第四項の 規定によりその例によ ることとされた生活保 護法第二

中 国残留邦人等の円 滑な帰国の促進及び永 住帰国後の自立の支援 に関する法律に

（略）

省令で定 めるもの

生 活保護法による同法第二 十四条第六項の申請 の経由に関する事務 であつて総務

徴収に関 する事務であつて総務 省令で定めるもの

保護に要する 費用の返還又は同法第七 十七条第一項若し くは第七十八条の費用 の

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、同法第六 十三条の

（ 略）

活支 援事業若しくは同 法第三十九条の養護事 業の実施又は」を加 え、「又は同法」を 「若しくは同法」に改め 、同項の次に次 のように加
える。
（略）

町 村長（福祉事務所を管 理する町村

市長又 は福祉事務所を管 理する町村

四の二～四の 十
四の十一
長
四の十二
長を除く。）
（略）

（略）

町村長（福祉事 務所を管理する町

四 の十三～四の二十七
四の二十 八
村長を除く。）
四の二 十九～四の三十四
（略）

別表第五第九号中「 （昭和三十六年法 律第二百三十八号）」 を削り、「による」の 下に「同法第四条 第一項の」を加え、同 号の次に次
の六 号を加える。
（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 六十三条の保護に要す る費用の返還又は 同法第七十七

九の二・ 九の三
九の四

（略）

条 第一項若しくは第七 十八条の費用の徴収に関 する事務であつ て総務省令で定めるもの
九の五 ～九の七
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○
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

この法律 は、公布の日から起算し て一年を超えな い範囲内において政令で 定める日から施行する 。ただし、次の各 号に掲げる規定

（施行期日 ）
第一条
は、 当該各号に定める 日から施行する。
（ 略）

第号）別

附則第百四 十七条及び第百四 十八条の規定公布の日 又は行政手続におけ る特定の個人を識別 するための番号の利用等 に関する法律の

一～三
四

施行に伴う関係法律 の整備等に関する 法律（平成二十五年法 律第号）附則第一号 に掲げる規定の施行 の日のいずれか遅い日

年 金生活者支援給付金の 支給に関する法律 （平成二十四年法律第百 二号）の一部を 次のように改正する。

（年金生活 者支援給付金の支給に 関する法律の一部 改正）
第百四十八条

附則第二十一条のう ち、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

表第 一の改正規定中「別表 第一に」を「別表第一中 九十六の項を九 十七の項とし、九十五の 項を九十六の項と し、九十四の項の次に 」に

改め、同法 別表第二の改正規定中 「別表第二に」を「別 表第二中百十八の 項を百十九の項とし、 百十七の項を百十 八の項とし、百十六の
項の次に」に改 める。

附 則第二十二条中「 九十五」とあるのは「 九十四」を「九十六の 項を九十七の項と し、九十五の項を九十六 の項とし、九十四 」とある

のは「九十 五の項を九十六 の項とし、九十四の項を 九十五の項とし、九十 三」と、「九十五 厚生労働大臣」とある のは「九十四厚生 労働

厚生労働大臣」と あるのは「百十六

厚 生労働大臣

大臣」に、「百 十七」とあるのは 「百十六」を「百十八 の項を百十九の項とし、 百十七の項を百 十八の項とし、百十六」 とあるのは「百
十七の項を百十八の項 とし、百十六の項 を百十七の項とし、百 十五」と、「百十七

」に 、「同表に」とあるの は「同表中九十四 の項を九十五の項とし 、九十三の項の次に」を 「同表中」とある のは「同表中九十六の 項を

九十七の項 とし、」に、「同表に 」とあるのは「同 表中百十六の項を百十 七の項とし、百十五の 項の次に」を「同 表中」とあるのは「同
表中百十八の項 を百十九の項とし、」に 改める。
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○ 生活保護 法の一部を改正する法 律案に対する修正 案

生活保護法の 一部を改正する法律案 の一部を次のよう に修正する。

第一条のうち生活保 護法第二十四条に第一 項及び第二項とし て二項を加える改正規 定のうち第一項中 「の申請は、第七条に 規定する者

が」 を「を申請する者は」 に、「提出してしな ければならない」を 「提出しなければならな い」に改め、同項 に次のただし書を加え る。
ただし、 当該申請書を作成するこ とができない特別の 事情があるときは、 この限りでない。

正

前

（傍線部分は修正部 分）

第一条のうち 生活保護法第二十四条に 第一項及び第二項と して二項を加える改 正規定中第二項に次の ただし書を加える 。

新旧対 照条文

後

（申請による保護の 開始及び変更）

修

ただ し、当該書類を 添付することができない 特別の事情があると きは、この限りでな い。

○ 生活保護法の一部を 改正する法律案に 対する修正案

正

生 活保護法（昭和二十五 年法律第百四十四 号）
修
（ 申請による保護の開始 及び変更）

保護の開始の申 請は、第七条に規 定する者が、厚生労

働省令で 定めるところにより、 次に掲げる事項を記 載した申請書

保護の開始を申請す る者は、厚生労働省令 で定めると 第二十 四条

ころにより、 次に掲げる事項を記載し た申請書を保護の実施 機関

を保護の実施機 関に提出してしなけれ ばならない。

第二十四条

に 提出しなければな らない。ただし、当該 申請書を作成すること
一

申請者が要保護 者と異なるときは 、申請者の氏名及び住 所又

要保護者 の氏名及び住所又 は居所

二

一

申請者が要 保護者と異なる ときは、申請者の氏名及 び住所又

要保 護者の氏名及び住 所又は居所

ができな い特別の事情が あるときは、この限りで はない。
二

三

保護を受けようとする 理由

は居所並びに要保 護者との関係

保護 を受けようとする理由

要保 護者の資産及び収入の 状況（生業若しく は就労又は求職

は居所 並びに要保護者との関 係
三

四

活動の状況、 扶養義務者の扶養の状 況及び他の法律に 定める扶

要保護者 の資産及び収入の状況（ 生業若しくは就 労又は求職
活 動の状況、扶養義務 者の扶養の状況及び他の 法律に定める扶

助の状況を含む。 以下同じ。）

四

助の状 況を含む。以下同じ。 ）
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２

五

五

その他要保護者 の保護の要否、種類、程 度及び方法を決定す

るため に必要な事項とし て厚生労働省令で定め る事項

その 他要保護者の保護の要 否、種類、程度及 び方法を決定す
るために必要な事 項として厚生労働 省令で定める事項

前項の申請書 には、要保護者 の保護の要否、種類、程 度及び方

法を決定するために 必要な書類として 厚生労働省令で定める 書類

前項の申請書には 、要保護者の保護の 要否、種類、程度及 び方 ２
法 を決定するために必要 な書類として厚生労働 省令で定める書類

（ 略）

を添 付しなければならない 。
３～
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を添付し なければならない。た だし、当該書類を添付 することが
（略）

10

できない特別 の事情があるときは、こ の限りではない。
３～
10

