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附則

この法律で「中 小企業者」とは、次の 各号のいずれかに 該当する事業主（国、 地方公共団体その 他厚生労働省令で定め るこれらに

（定義）
第二条

小売業に属する事業を 主たる事業として 営む事業主であつて、 常時雇用する従業員の数 が五十人以下のも の及び資本金の額又は 出資

資の総額が五千万円 以下の法人である もの

サービス業 に属する事業を主 たる事業として営む事 業主であつて、常時雇用 する従業員の数 が百人以下のもの及び資 本金の額又は出

総額が一 億円以下の法人で あるもの

卸売業に属する事 業を主たる事業として 営む事業主であつて、 常時雇用する従業 員の数が百人以下のもの 及び資本金の額又 は出資の

でに掲げる業種 に属する事業を主たる 事業として営む事業主 を除く。）

常時雇 用する従業員の数が三 百人以下の事業主及び 資本金の額又は出 資の総額が三億円以下 の法人である事業主 （次号から第四号ま

準ず る者を除く。）をいう 。
一
二
三
四

この法律で「 退職」とは、従業員につ いて、事業主と の雇用関係が終了するこ とをいう。

の総額が 五千万円以下の法人で あるもの
２

この法律で「退職金 共済契約」とは、事業 主が独立行政法人 勤労者退職金共済機構 （第五十六条及び第五 十七条を除き、以 下「機構」

この法律で「特 定業種」とは、建設業 その他従業員の相当数 が、通常、当該業 種に属する多数の事業 の間を移動してこれ らの事業の事

を支給するこ とを約する契約であ つて、特定業種退職金 共済契約以外のも のをいう。

という。 ）に掛金を納付す ることを約し、機構がそ の事業主の雇用 する従業員の退職につい て、この法律の定める ところにより、退 職金

３

４

業主 に雇用される業種で あつて、厚生労働大 臣が指定するものをい う。

この法律 で「特定業種退職 金共済契約」とは、特 定業種に属する事業の 事業主が機構に掛 金を納付することを約 し、機構が、期間を 定

こ の法律で「共済契約者 」とは、退職金共 済契約又は特定業種退 職金共済契約の当事者で ある事業主をいう 。

５

めて雇用される 者としてその事業主 に雇用され、かつ、 当該特定業種に属する事 業に従事するこ とを常態とする者の退職 について、この
６

この法律 で「被共済者」とは、 退職金共済契約又 は特定業種退職金共済 契約により機構がその 者の退職について 退職金を支給すべき者

法律の定めるところに より、退職金を支給 することを約する契 約をいう。
７
をいう。
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退職金共済契約は、 被共済者ごとに、 掛金月額を定めて締結 するものとする。

掛 金月額は、二千円を超 え一万円未満であるとき は千円に整数を 乗じて得た額、一万円を 超え三万円未満で あるときは二千円に整 数を

七条第四項において「 短時間労働被共済者」 という。）にあつ ては、二千円）以上三 万円以下でなければ ならない。

される通常の従 業員の一週間の所定労働 時間に比し短く 、かつ、厚生労働大臣の 定める時間数未満 である者に該当する被 共済者（第二十

掛金月額 は、被共済者一人につ き、五千円（退職 金共済契約の申込みの 日において、一週 間の所定労働時間が、 当該共済契約者に雇用

第四条
２

３
乗じて得た 額でなければならない 。
（契 約の解除）

機構 又は共済契約者 は、第二項又は第三項に 規定する場合を除いて は、退職金共済契 約を解除することがで きない。

共済契約者が厚生労働 省令で定める一定 の月分以上について掛 金の納付を怠つたとき（ 厚生労働省令で定 める正当な理由がある 場合
共済契約者 が中小企業者でない事業 主となつたとき 。

を除く。 ）。
二

被共済者が偽りそ の他不正の行為によつ て退職金又は解約 手当金（以下「退職金 等」という。）の支給を 受け、又は受け ようとした

被共済者の同意 を得たとき。

共済契約 者は、次の各号に掲げ る場合には、退職金共 済契約を解除する ことができる。

とき。

三

一

で定めるところにより 、あらかじめ、厚 生労働大臣の承認を受 けたときは、この限り でない。

機構は、次の 各号に掲げる場合 には、退職金共済契約 を解除するものとする 。ただし、第二号 に該当する場合であつて 、厚生労働省令

第八条
２

３
一

退職金共 済契約の解除は、 将来に向つてのみその 効力を生ずる。

掛金の納付を継続す ることが著しく困難 であると厚生労働大臣 が認めたとき。

４

前条第二項の 規定は、退職金共 済契約の解除について 準用する。

二
５
（掛 金月額の変更）

機構は、共済 契約者からの掛金月額の 減少の申込みに ついては、前条第三項各 号に掲げる場合を除き 、これを承諾して はならない。

機構 は、共済契約者から掛 金月額の増加の申 込みがあつたときは、 これを承諾しなければ ならない。

２

前 二項の申込みは、 被共済者の氏名及び増 加後又は減少後の 掛金月額を明らかにし てしなければならない。

第九条
３
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４

第 七条第一項及び第二項 の規定は、掛金月 額の増加又は減少につ いて準用する。
（退職金）

機構は、被共済 者が退職したときは、 その者（退職が死 亡によるものであると きは、その遺族） に退職金を支給する。 ただし、当

被共済者に係る納付 された掛金の総額を下 回る額として、掛 金月額及び掛金納付月 数に応じ政令で定 める額（退職が

退職金の 額は、次の各号に掲げ る掛金納付月数の区分 に応じ、当該各号 に定める額とする。
二十三月以 下

被共済者に係る納付さ れた掛金の総額に相当す る額として、掛 金月額及び掛金納付月数 に応じ政令で定

死 亡による場合にあ つては、被共済者に係 る納付された掛金の総 額に相当する額と して、掛金月額及び掛金 納付月数に応じ政令 で定め
る額）
二十四月以 上四十二月以下
める額

被共 済者に係る納付された 掛金の総額を上回 る額として、掛金月額 及び掛金納付月数に応 じ政令で定める額

次のイ 及びロに定める額 を合算して得た額

イ

計算月（ その月分の掛金の納付が あつた場合に掛 金納付月数が四十三月又 は四十三月に十二月の 整数倍の月数を加 えた月数となる

四十三月以上
ロ

月 をいう。以下この号 及び第四項において同じ 。）に被共済者 が退職したものとみなし てイの規定を適用した 場合に得られる額 （第

四項にお いて「仮定退職金額 」という。）に、それ ぞれ当該計算月の 属する年度（四月一日 から翌年三月三十一日 までをいう。以下

同じ。）に係 る支給率を乗じて得た 額（その額に一円未満 の端数があるとき は、これを一円に切り 上げるものとする。） を合算して
得た額

前 項第一号、第二号 及び第三号イの政令で 定める額は、納付され た掛金及びその運 用収入の額の総額を基礎 として、予定利率並 びに被

被共済者がそ の責めに帰すべき事由に より退職し、か つ、共済契約者の申出が あつた場合において、 厚生労働省令で定 める基準に従い

会の意見を 聴いて定めるものとす る。

額で 除して得た率を基準と して、当該年度以降 の運用収入の見込額 その他の事情を勘案して 、当該年度の前年 度末までに、労働政策 審議

ち同号ロに定める額の 支払に充てるべき部 分の額として算定し た額を当該年度に計算 月を有することと なる被共済者の仮定退 職金額の総

第二項第三号 ロの支給率は、厚 生労働大臣が、各年度 ごとに、厚生労働省令で 定めるところに より、当該年度の前年度 の運用収入のう

共済者の退 職の見込数及び退職 金共済契約の解除の 見込数を勘案して定め るものとする。

三

二

一

該被 共済者に係る掛金の納 付があつた月数（以下「 掛金納付月数」 という。）が十二月に満 たないときは、こ の限りでない。

第十条
２

３
４

５

厚生 労働大臣が相当で あると認めたときは、 機構は、厚生労働省 令で定めるところに より、退職金の額を減額 して支給するこ とができる。

- 4 -

退職金 共済契約が解除されたと きは、機構は、 被共済者に解約手当金を 支給する。

（解約手当 金等）
第十六条

第八条第二項第三号 の規定により退職金共 済契約が解除され たときは、前項の規定 にかかわらず、解 約手当金は、支給しな い。ただし

第十条第 一項ただし書の規定は 解約手当金について、 同条第二項の規定 は解約手当金の額につ いて準用する。

２
３

機構は、第二 項ただし書の規定により 解約手当金を支給する 場合又はその掛金 につき第二十三条第一 項の規定に基づく 減額の措置が講

、厚 生労働省令で定める特 別の事情があつた場合は 、この限りでな い。
４

ぜら れた退職金共済契 約が解除された場合に 解約手当金を支給する ときは、厚生労働 省令で定めるところによ り、その額を減額 すること
ができる。

第八条第二項 第二号の規定によ り退職金共済契約が解 除された際に、当該解 除された退職金共 済契約の共済契約者が 、当該解除

機構は、第一項の場 合において、同項 前段の規定による申出 に係る被共済者につい て次に掲げる事由 が生じたときは、同項 の規定にか

ものとする。

きは、その 差額については、同 項の規定にかかわら ず、厚生労働省令で定 めるところにより 、当該被共済者に解約 手当金として支給する

機 構は、前項後段の 場合において、同項後 段の規定により引き渡 す金額が同項の被 共済者に係る解約手当金 に相当する額に満た ないと

を実施する団体とし て厚生労働省令で定 めるものに引き渡すも のとする。

額の範囲内の 金額で厚生労働省令 で定める金額を、同法 第三十条第三項に 規定する資産管理運用 機関等その他の当該特定 企業年金制度等

り、当該 特定企業年金制度 等を実施した旨の申出を したときは、機 構は、当該申出に基づき 、当該被共済者に係る 解約手当金に相当 する

お いて、当該共済契約 者が、当該解除後厚生 労働省令で定める 期間内に、当該被共済 者の同意を得て、厚生労 働省令で定める ところによ

）を実施する旨 の申出をした場合には、 前条第一項の規 定にかかわらず、機構は 、当該被共済者に解約 手当金を支給しな い。この場合に

の他の政令 で定める制度であつて 、厚生労働省令で 定める要件を備えてい るもの（以下この条に おいて「特定企業 年金制度等」という。

され た退職金共済契約の被 共済者について確 定給付企業年金法（平 成十三年法律第五十号） 第二条第一項に規 定する確定給付企業年 金そ

第十七条

２

３

二

一

前二号に掲げると きのほか、厚生労働省 令で定める事由が生 じたとき。

第一項後段 の規定による申出がなか つたとき。

特定企 業年金制度等が実施さ れる前に退職又は死 亡したとき。

かわ らず、当該被共済者に 解約手当金を支給す る。

三
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被共済 者が退職した後二年以内 に、退職金を請 求しないで再び中小企業 者に雇用されて 被共済者（当該請求をし たとした場合に

（掛金納付 月数の通算）
第十八条

その者に支給されるこ ととなる退職金に相当 する額の全部又は 一部が第三十一条第一 項の規定により同項 に規定する団体に引 き渡された

被共 済者を除く。）となり 、かつ、その者の申出が あつた場合にお いて、退職前に締結され ていた退職金共済 契約に係る掛金納付月 数が

十二月以上 であるとき、又は当該 掛金納付月数が十二月 未満であり、かつ 、その退職が当該被共 済者の責めに帰すべ き事由若しくはその

都合（厚生労働 省令で定めるやむを得な い事情に基づくものを 除く。）によるも のでないと厚生労働大 臣が認めたときは 、厚生労働省令

で定 めるところにより 、前後の退職金共済契 約に係る掛金納付月数 を通算することが できる。この場合におい て、退職金等の額 の算定に
関し必要な 事項は、厚生労 働省令で定める。
（過去勤務期間の通算 の申出等）

退職金共済契約 の申込みを行おう とする者（その者の雇 用する従業員について 現に退職金共済契約 を締結しているものを 除く。

第三項の規定 により定められた過去勤 務通算月額は、 機構が当該被共済者に係 る退職金共済契約の申 込みを承諾した後 は、変更するこ

額を超えな い範囲において定めな ければならない。

働被 共済者にあつては、二 千円）以上の額とす る。）のうちから、 当該被共済者に係る退職 金共済契約の効力 が生ずる日における掛 金月

過去勤務通算月額は 、掛金月額の推移 等を考慮し、第四条第 三項に規定する区分に 準じて厚生労働省 令で定める額（五千円 （短時間労

通算月額」とい う。）を定めて、し なければならない。

第一項の 申出は、第二十九 条第一項第一号の規定 による退職金の額の算 定の基礎となる過 去勤務期間に係る掛金 月額（以下「過去勤 務

れば ならない。

前項の申出は、 退職金共済契約の申込 みが行われることによ り同時に退職金共 済契約の被共済者とな るべきすべての者に ついてしなけ

できる。

月数が百 二十月を超えると きは、百二十月）を当該 退職金共済契約 に係る掛金納付月数に通 算することを希望する 旨の申出をするこ とが

め る期間を除いた期間 （その期間に一年未満 の端数があるとき は、これを切り捨てる ものとする。）をいう。 以下同じ。）の 月数（その

共済契約の効力 が生ずる日の前日までの 継続して雇用さ れた期間から第三条第三 項各号に掲げる者であ つた期間のうち厚 生労働省令で定

）は、その 申込みを行う際に、被 共済者となるべき 従業員の過去勤務期間 （当該申込みを行おう とする者に雇い入 れられた日から退職金

第二十 七条

２
３
４

５

とが できない。
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（過去勤務 掛金の納付）

前条 第一項の申出をした共済 契約者は、当該 申出に係る被共済者につ いて、退職金共 済契約の効力が生じた日 の属する月から

第二十二 条第二項及び第二十四 条から第二十六条 までの規定は、過去勤 務掛金の納付について 準用する。この場 合において、同条第一

する ことができるものでな ければならない。

第七条第三項の規定 により前条第一項 の申出に係る共済契約 者に交付される退職金 共済手帳は、過去 勤務掛金の納付状況を も明らかに

令で定める正当 な理由がある場合 を除く。）には、その 時以後は、過去勤務掛金 を納付すること ができない。

前条第一 項の申出をした 共済契約者は、厚生労働 省令で定める一定の月 分以上について過 去勤務掛金の納付を怠 つた場合（厚生労 働省

共済 契約が効力を生じ た日の属する月分の過 去勤務掛金にあつては 、翌々月末日）ま でに納付しなければなら ない。

る額の支払に要 する費用を考慮して厚生 労働大臣の定める率を 加えて得た率を乗 じて得た額の毎月分の 過去勤務掛金を翌 月末日（退職金

務通算月額 に過去勤務期間の年数 に応じ政令で定める率 に次条第一項第一 号の規定による退職金 の額のうち第十条第 二項第三号ロに定め

金共 済契約が解除されたと きは、退職の日又は退職 金共済契約の解 除の日の属する月）まで の掛金が納付され ている各月につき、過 去勤

五年（過去勤務期間が 五年に満たないときは 、当該過去勤務期 間の年数）を経過する 月（その月前に被共 済者が退職したとき 、又は退職

第二十八条

２
３
４

項中「第二十二 条第一項」とあるのは、 「第二十八条第 一項」と読み替えるもの とする。

過去勤務掛金が納付さ れたことのある退職金 共済契約の被共済 者（次項の規定に該当 する被共済者を除く。 ）が退職したとき

（退職金 等の特例）

二

一

過去勤務掛金 が納付されたことのある 退職金共済契約 の被共済者であつて、そ の者について、退職金 共済契約の効力が 生じた日の属す

あるとき は、過去勤務掛金の額 にそれぞれ政令で定め る数を乗じて得た 額）を加算した額

第十条第二項の規定に より算定した額に納 付された過去勤務掛 金の総額（過去勤務掛金 の納付があつた月 数が四十八月又は六十 月で

得られる額

去勤務通算月 額に相当する額の掛金 月額により納付さ れたものとみなして、第 十条第二項（第 一号を除く。）の規定を 適用した場合に

の効力が 生じ、かつ、当該応当 する日の属する月 から現に退職金共済契 約の効力が生じた 日の属する月の前月ま での各月分の掛金が過

退職金共済契約が効 力を生じた日の属す る年から過去勤務期間 の年数分さかのぼ つた年における同日に応 当する日に退職金共済 契約

における退職金の額 は、第十条第二項の 規定にかかわらず、次 のいずれか多い額 とする。

第二十九条

２

る月 から五年（過去勤 務期間が五年に満たな いときは、当該過去 勤務期間の年数）を 経過する月までの一部の 月につき過去勤 務掛金が納
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３

一

退職金の額 は、第十条第二項の規定 にかかわらず、 次のイからハまでに掲げ る掛金納付月数の 区分に応じ、当該イか らハまでに定め

第十条 第一項ただし書の規定 は、適用しない。

付さ れていないものが退職 したときにおける 退職金の支給について は、次の各号に定め るところによる。
二
る額とする。
十一月以下

第十条第二項の規定に より算定した額に 納付された過去勤務掛 金の総額（過去勤務掛 金の納付があつた

納付さ れた過去勤務掛金の総額

イ
十二 月以上五十九月以下

六十 月以上

第十条第 二項の規定により算定 した額に、掛金納付月 数から五十九月を 減じた月数に相当する 期間につき、納付さ れ

におい て同じ。）を加 算した額

月数が四十三月以 上であるときは、過去 勤務掛金の額に過去勤 務掛金の納付があ つた月数に応じ政令で定 める率を乗じて 得た額。ハ

ロ

ハ

た過去勤務掛金の 総額に対し、政令 で定める利率の複利に よる計算をして得た元 利合計額を加算し た額

過去勤務掛金が納付 されたことのある 退職金共済契約が解除 されたときにおける解 約手当金の支給に ついては、次の各号に 定めるとこ
一

当該退職金 共済契約の被共済者に支 給される解約手 当金の額は、第一項の規 定に該当する被共済者 にあつては同項、 前項の規定に該

第十六 条第三項の規定は、適 用しない。

ろに よる。
二

当 する被共済者にあ つては同項第二号の規 定の例により計算 して得た額とする。
（退職金相当 額の受入れ等）

機構は、 退職金共済事業を行う 団体であつて厚生労働 省令で定めるもの との間で、当該団体が 行う退職金共済に関 する制度に基

機構が前 項の受入れをした場合 において、同項の 退職金共済契約の被共 済者となつた者が退職 したときは、次に 定めるところにより、

るも のとする。

ころにより申出をした ときは、当該団体と の契約で定めるとこ ろによつて当該団体か ら引き渡される当 該退職金に相当する額 を受け入れ

が退職後厚生労 働省令で定める期間 内に、当該退職金を 請求しないで退職金共済 契約の被共済者 となり、かつ、厚生労働 省令で定めると

る額を当該 団体から機構に引き 渡すことその他厚生 労働省令で定める事項 を約する契約を締 結している場合におい て、当該退職をした者

づき その退職につき退職 金の支給を受けるこ とができる者（当該退 職をした者に限る 。）が申し出たときはそ の者に係る退職金に相 当す

第三十条

２

第十条第一項ただ し書の規定は、適用し ない。

退職金を支給す る。
一
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３

４

二

当該受入れをした日 の属する月の翌 月から当該被共済者とな つた者が退職した日 の属する月までの期 間につき、当該

退職金の額は、第十条 第二項の規定にか かわらず、次のイ又は ロに掲げる掛金納付 月数の区分に応じ、当 該イ又はロに定める額 とす
十一月以 下

という。）
十二月以上

第十条第二項の規定 により算定した額に計 算後受入金額を加 算した額

該受入 れをした日の属する月 に当該被共済者となつ た者が退職したと きは、当該受入れに係 る金額。ロにおい て「計算後受入金額」

受入れに係る金額に対 し、政令で定める利率に 厚生労働大臣が 定める利率を加えた利率 の複利による計算 をして得た元利合計額 （当

る。
イ

ロ

機 構が第一項の受入 れをした場合において 、同項の被共済者とな つた者に係る退職 金共済契約が解除された ときは、次に定 めるところ
一

解約手当金の額は 、前項第二号の規 定の例により計算して 得た額とする。

第十六条第 三項の規定は、適 用しない。

により、解 約手当金を支給 する。
二

過 去勤務掛金が納付され たことのある退職 金共済契約の被共済者 のうち、その者につい て機構が第一項の受 入れをしたものに対す る前

条の規定の 適用については、同条 第一項中「第十条 第二項の規定にかかわ らず」とあるのは「第 十条第二項及び次 条第二項第二号の規定

にかかわらず」 と、同項第一号中「第十 条第二項（第一 号を除く。）」とあり、 及び同項第二号中「第 十条第二項」とあ るのは「次条第

二 項第二号」と、同条 第二項第二号中「、第 十条第二項」とあ るのは「、第十条第二 項及び次条第二項第二号 」と、同号イ中 「納付され

た過去勤 務掛金の総額」と あるのは「次条第二項第 二号イに規定す る計算後受入金額に納付 された過去勤務掛金の 総額を加算した額 」と

機構は、被共済者 が次の各号の一に該当 するときは、その者に 係る特定業種掛金 納付月数（当該被共済 者に係る特定業種退 職

、同号ロ及び ハ中「第十条第二項 」とあるのは「次条第 二項第二号」とす る。
（退 職金）
第四十三条

金共済契約に基 づき掛金の納付があ つたすべての日数（ その者が既に退職金の支 給を受けたこと がある者である場合にお いては、その退

職金の額の算定の基礎 となつた日数を除く 。）を当該特定業種 に従事する者の就労状 況を考慮して政令 で定める方法により月 数に換算し

たも のをいう。以下同じ。 ）に応じて、退職金 を支給する。ただし 、特定業種掛金納付月数 が二十四月（被共 済者が第一号又は第二 号イ
一

退職した後再び被 共済者となることなく して次のいずれかに 該当するとき。

死亡したと き。

に該当する ときは、十二月）に満 たないときは、この 限りでない。
二
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２

三

ハ

ロ

イ

当該特定 業種に属する事業の事業 主でない事業主 に雇用されるに至つたと き、その他厚生労働 省令で定める場合に 該当するに至つ

負傷 又は疾病により当該特 定業種に属する事 業に従事することがで きない者となつたとき 。

死亡したとき。

たとき。
前号ロ又はハに該当し た後退職したとき。

共済契約 者が中小企業者でない 事業主となつたとき（ 前条第二項ただし 書の承認があつた場合 を除く。）又は当 該特定業種に属する事

業の事業主でな くなつたときは、前項第 二号又は第三号の規定 の適用については 、当該被共済者は、退 職したものとみな す。

被 共済者がその者を 現に雇用する事業主に 期間を定めないで雇用 されるに至つたと きは、その者は、第一項 第二号ハに該当 したものと

被共済者が第 一項第一号又は第 二号イに該当したこと による退職金は、当該 死亡者の遺族に支 給する。

３
４

退職金の額は、掛金 の日額及び特定業 種掛金納付月数に応じ 、かつ、第十条第二項 の退職金の額の算 定の方法その他の事情 を勘案して

みなす。
５
、特 定業種ごとに、政令で 定める。

機構は、第 一号に掲げる場合にあ つては同号に規定 する被共済者に支給す べき退職金、第二号に 掲げる場合にあつ ては甲特定

（被共済者が特 定業種間を移動した場合 の取扱い）
第 四十六条

業種に係 る特定業種退職金 共済契約の被共済者が乙 特定業種に係る 特定業種退職金共済契約 の被共済者となつた時 において第四十三 条第

一項第二号ハ に該当したものとみ なした場合にその者に 支給すべきことと なる退職金に相当する 額（納付された掛金の総 額がこれを超え

る場合（第五十一条 において準用する第 十条第五項の規定によ り退職金が減額し て支給されるべきとき を除く。）又は第四十 三条第一項

ただ し書の規定に該当す る場合は、納付され た掛金の総額）のうち 政令で定める金額 を、厚生労働省令で定め るところにより、第七 十四

条第一項の 規定により設けられ ている甲特定業種に 係る勘定から、同項の 規定により設けら れている乙特定業種に 係る勘定に繰り入れな

共済契約者から、 現に甲特定業種に係る 特定業種退職金共済 契約の被共済者であ る者の同意を得て、その 者を乙特定業種 に係る特定

都合（厚生労 働省令で定めるやむを得 ない事情に基づくも のを除く。）による ものでないと厚生労働 大臣が認めたとき 。

業種掛金 納付月数に通算するこ とを希望する旨の申出 があつた場合にお いて、その退職が当該 被共済者の責めに 帰すべき事由又はその

職 金共済契約の被共済者 となり、かつ、その者 から甲特定業種に 係るその者の特定業種掛 金納付月数を乙特 定業種に係るその者の 特定

甲特定業種に係る 特定業種退職金共済 契約の被共済者が退 職した後二年以内に、 退職金を請求しな いで乙特定業種に係る 特定業種退

ければならない 。
一

二
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２

３

業 種退職金共済契約の被 共済者に変更し、 かつ、甲特定業種に係 るその者の特定業種掛 金納付月数を乙特定 業種に係るその者の特 定業

種掛金納 付月数に通算すること を希望する旨の申 出があつたとき（当該 被共済者が乙特定業種 に係る特定業種退 職金共済契約の被共済
者となつたと きに限る。）。

前項の繰入れがあつ たときは、その者につ いて、同項の乙特 定業種に係る特定業種 退職金共済契約に ついての掛金の納付が あつたもの

とみ なす。この場合におい て、甲特定業種に係るそ の者の特定業種 掛金納付月数に乙特定業 種に係るその者の 特定業種掛金納付月数 を加

えた月数が 二十四月（その者が第 四十三条第一項第一号 又は第二号イに該 当するときは、十二月 ）以上となる者に関 して前項の繰入れが
あつた後に行わ れる退職金の支給につい ては、同条第一項ただ し書の規定は、適 用しない。

前 項の規定により納 付があつたものとみな される掛金に係る特定 業種掛金納付月数 の算定方法その他退職金 の支給に関し必 要な事項は

第五条、第七条 第一項、第八条第 四項、第十条第五項、 第十一条、第十四条、 第十五条、第十九条 から第二十一条まで、 第三

、政令で定 める。
（準用）
第五十 一条

十三条、第 三十四条、第三十五条 第三項、第三十六 条及び第三十八条の規 定は、特定業種退職金 共済契約について 準用する。この場合に

おいて、第十四 条第一項中「第十条第一 項」とあるのは 、「第四十三条第四項」 と読み替えるものとす る。

機構は、第一号に掲げ る場合にあつては同号 に規定する被共済 者に支給すべき退職金 、第二号に掲げる場合 にあつては退職金

（被共済 者が移動した場合 の取扱い）
第五十五条

共済契約の被共済者 でなくなつた時にお いて退職したものとみ なした場合にその 者に支給すべきことと なる退職金に相当する 額（納付さ

れた 掛金及び過去勤務掛 金の総額がこれを超 える場合（第十条第五 項の規定により退 職金の額が減額して支給 されるべきときを除く 。）

又は同条第 一項ただし書の規定 に該当する場合は、 納付された掛金及び過 去勤務掛金の総額 ）のうち政令で定める 金額を、厚生労働省令

で定めるところ により、第七十四条 第一項の規定により 設けられている一般の中 小企業退職金共 済業務に係る勘定から、 同項の規定によ

退職金共済契約の被共 済者が退職した後二 年以内に、退職金を 請求しないで特定業種退 職金共済契約の被 共済者（当該請求をし たと

り設けられている特定 業種退職金共済業務 に係る勘定のうち当 該特定業種に係るもの に繰り入れなけれ ばならない。
一

した場合 にその者に支給される こととなる退職金に相 当する額の全部又 は一部が第三十一条第 一項の規定により 同項に規定する団体に

引き渡された 被共済者を除く。）とな り、かつ、その者か ら掛金納付月数をそ の者に係る特定業種掛 金納付月数に通算 することを希望

す る旨の申出があつ た場合において、その 退職が当該被共済者の 責めに帰すべき事 由又はその都合（厚生労 働省令で定める やむを得な
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２

３
４

二

い 事情に基づくものを除 く。）によるもの でないと厚生労働大臣 が認めたとき。

共済契 約者から、現に退職金 共済契約の被共済 者である者の同意を得 て、その者を特定業 種退職金共済契約の 被共済者に変更し、か

つ、掛金納付 月数をその者に係る特定 業種掛金納付月 数に通算することを希望 する旨の申出があつ たとき（当該被共済 者が特定業種退
職金共済契約の被共 済者となつたときに限 る。）。

前 項の繰入れがあつたと きは、その者について、 その者に係る特 定業種退職金共済契約に ついての掛金の納 付があつたものとみな す。

この場合に おいて、掛金納付月数 に特定業種掛金納付月 数を加えた月数が 二十四月（その者が第 四十三条第一項第一 号又は第二号イに該

当するときは、 十二月）以上となる者に 関して前項の繰入れが あつた後に行われ る特定業種退職金共済 契約に係る退職金 の支給について
は、 同条第一項ただし 書の規定は、適用しな い。

前項の規 定により納付が あつたものとみなされる 掛金に係る特定業種掛 金納付月数の算定 方法その他前二項の規 定の適用がある場 合に
おける退職金等 の支給に関し必要 な事項は、政令で定め る。

特定業種退職金共済 契約の被共済者で あつた者が退職金共済 契約の被共済者となつ た場合の取扱いに ついては、前三項の例 による。こ

の場 合において、第一項中 「退職したものと みなした場合」とある のは、「第四十三条第一 項第二号ハに該当 したものとみなした場 合（

業務等

同条第三項 の規定により、同号ハ に該当したものと みなされる場合を含む 。）」と読み替えるも のとする。
第 四節

機 構は、第七十条第二項 第一号に掲げる業務に 必要な費用に充て るため、厚生労働大臣 の認可を受けて、長 期借入金をし

（借入金及び 財形住宅債券）
第七十五条の二

、又 は財形住宅債券を発 行することができる 。

機構は、 第七十条第二項第 一号に掲げる業務に必 要な費用に充てるため 短期借入金をする 場合には、通則法第四 十五条第一項の規定 に

３

前 項の先取特権の順位は 、民法（明治二十 九年法律第八十九号） の規定による一般の先取 特権に次ぐものと する。

第一項の規定による 財形住宅債券の債 権者は、機構の財産に ついて他の債権者に先 立つて自己の債権 の弁済を受ける権利を 有する。

２

４

機構は、 厚生労働大臣の認可を 受けて、長期借入 金の借入れに関する事 務の全部又は一部を厚 生労働省令で定め る金融機関に、財形住

かかわらず、厚 生労働大臣の認可を 受けなければならな い。

５

宅債券の発行に 関する事務の全部又は一 部を銀行、信託会 社又は金融商品取引業 （金融商品取引法（昭 和二十三年法律第 二十五号）第二
条第 八項に規定する金 融商品取引業をいう。 次項において同じ。 ）を行う者に委託す ることができる。
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６
７

会 社法（平成十七年法律 第八十六号）第七 百五条第一項及び第二 項並びに第七百九 条の規定は、前項の規定 により財形住宅債券の 発行
に関する事 務について委託を受け た銀行、信託会社 又は金融商品取引業を 行う者について準用 する。
前各項（第二 項を除く。）に定めるも ののほか、財形 住宅債券に関し必要な事 項は、政令で定 める。
（余 裕金の運用の特例）

機構は、退職金共済業 務に係る業務上の余裕 金を運用するに当 たつては、次に掲げる 方法以外の方法に よつてはならない。

国債、地方 債、政府保証債（その元 本の償還及び利息の支 払について政府が 保証する債券をいう。 ）その他厚生労働 大臣の指定する
銀行そ の他厚生労働大 臣の指定する金融機関へ の預金

有 価証券の取得
二

信託業務を 営む金融機関又は 信託会社への信託（運 用方法を特定する信託（ 金融商品取引業 者（金融商品取引法第二 条第九項に規定

四

被共済者を 被保険者とする生命保険 （特定業種余裕 金以外の退職金共済業務 に係る業務上の余裕金 の運用にあつては 被保険者の退職

厚生労 働大臣の指定する不動 産の取得

を 、特定業種余裕金 の運用にあつては被保 険者が第四十三条 第一項各号（同条第二 項及び第三項の規定によ り適用する場合 を含む。）
に掲げる 事由に該当する ことをそれぞれ保険金の 支払事由とする ものに限る。）の保険料 の払込み
財政融資 資金への預託

前項第三号の規 定による信託の終了又 は一部の解約により機 構に帰属すること となる信託財産（金銭 及び同項第一号に規 定する有価証

機構の退職金共済業 務については、通 則法第四十七条の規定 は、適用しない。

金又はその従業 員の福祉を増進する ための資金に融通さ れるように配慮されなけ ればならない。

退職金共 済業務に係る業務 上の余裕金の運用につ いては、安全かつ効率 的な運用を害しな い範囲内で、できるだ け中小企業者の事業 資

券を 除く。）は、直ちに 、同項第三号に掲げ る方法により運用しな ければならない。

六

五

結 によるものを除く。） については、厚生 労働大臣の指定するも のに限る。）

する金融商品取引業 者をいう。）との 投資一任契約（同条第 八項第十二号ロに規定 する契約をいう。 ）であつて政令で定め るものの締

三

一

第七十七条

２
３
４

機構 は、退職金共済業務に係 る業務上の余裕 金の運用に関して、運用 の目的その他厚生労働 省令で定める事項 を記載した基本

（余裕金の 運用に関する基本方針 等）
第七十八条

方針 を作成し、当該基 本方針に沿つて運用し なければならない。
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３

２

機構は、 前条第一項第三号及び 第五号に掲げる方 法（政令で定める保険 料の払込みを除く 。）により運用する場 合においては、当該運

前 項の規定による基本方 針は、この法律（ これに基づく命令を含 む。）その他の法 令に反するものであつて はならない。

用に関する契約 の相手方に対して、協議 に基づき第一項 の規定による基本方針の 趣旨に沿つて運用 すべきことを、厚生労 働省令で定める

雑則

ところにより、示さな ければならない。
第五節

第六十五条 の規定に違反して秘密 を漏らした者は、一年 以下の懲役又は五 十万円以下の罰金に処す る。

銀行法（昭和五十六 年法律第五十九号 ）（抄）
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第八十 八条

○
（定義等）
（略）

預金 又は定期積金の受 入れと資金の貸付け又は 手形の割引とを 併せ行うこと。

この法律において「 銀行業」とは、次に掲 げる行為のいずれ かを行う営業をいう。

第二条
２
一
為替取引 を行うこと。
（略）

二
３～

信託業法（平 成十六年法律第百 五十四号）（抄）
（定 義）

この 法律において「信託業 」とは、信託の引 受け（他の取引に係る 費用に充てるべき金銭 の預託を受けるも のその他他の取引に付

令で 定めるものを除く 。以下同じ。）を行う 営業をいう。

随して行われる ものであって、その内容 等を勘案し、委託 者及び受益者の保護の ため支障を生ずること がないと認められ るものとして政

第二条

○

22

２～

○

（略）

金融商品取引法（昭 和二十三年法律第二十 五号）（抄）

（略）

（定義）
第二条
（略）

この法律 において「金融 商品取引業」とは、次に 掲げる行為（その内容 等を勘案し、投資 者の保護のため支障を 生ずることがない と認

２～７
８

められるものと して政令で定める もの及び銀行、優先出 資法第二条第一項に規定 する協同組織金 融機関（以下「協同組織 金融機関」とい

う。）その他政令で定 める金融機関が行 う第十二号、第十四号 、第十五号又は第二十 八条第八項各号に 掲げるものを除く。） のいずれか

外国金融 商品市場（取引所金融 商品市場に類似す る市場で外国に所在する ものをいう。以 下同じ。）における有価 証券の売買又は

取引 所金融商品市場におけ る有価証券の売買 又は市場デリバティブ 取引

次に掲げる取引の委 託の媒介、取次ぎ又 は代理

（有価証券の売買の 媒介、取次ぎ又は 代理にあつては、第十 号に掲げるものを 除く。）

有価証券 の売買、市場デリバ ティブ取引又は外国市 場デリバティブ取 引の媒介、取次ぎ（有 価証券等清算取次ぎを除 く。）又は代理

号に掲げ るものを除く。 ）

引 （以下「商品関連 市場デリバティブ取引 」という。）を除 く。）又は外国市場デ リバティブ取引（有価証 券の売買にあつ ては、第十

二に掲げるも のに限る。）又は金融指 標（当該金融商 品の価格及びこれに基づ いて算出した数値に限 る。）に係る市場 デリバティブ取

有価証 券の売買（デリバティ ブ取引に該当する ものを除く。以下同じ 。）、市場デリバティ ブ取引（金融商品 （第二十四項第三号の

を業 として行うことをいう 。
一

二
三
イ
ロ

外国市場デリバティブ 取引

店頭デリバティブ取引 又はその媒介、取次 ぎ（有価証券等清算 取次ぎを除く。）若しく は代理（以下「店 頭デリバティブ取引等 」と
有価証券等 清算取次ぎ

四
五

有価証券の引受け （有価証券の募集若し くは売出し又は私募 若しくは特定投資家 向け売付け勧誘等に際し 、第六項各号に 掲げるもの

いう。）
六
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15

七

の いずれかを行うことを いう。）
有価証 券（次に掲げるものに 限る。）の募集又 は私募

第一項第 十号に規定する投資信託 の受益証券のう ち、投資信託及び投資法 人に関する法律第二 条第一項に規定する 委託者指図型投

ハ

ロ

第一項第十 七号に掲げる有価証券 のうち、同項第十六号 に掲げる有価証券 の性質を有するもの

第一 項第十六号に掲げる有 価証券

第一項第十号に規定 する外国投資信託の受益 証券

イ

ニ

イ若しくはロに 掲げる有価証券に表示 されるべき権利又はハ 若しくはニに掲げ る有価証券のうち内閣府 令で定めるものに表 示され

資信託の受益権に係る もの

ホ

るべき権利 であつて、第二項 の規定により有価証券 とみなされるもの
第二項の 規定により有価証 券とみなされる同項第 五号又は第六号に掲げる 権利
有価証券の売出し又は 特定投資家向け売 付け勧誘等

ヘ
八

有価証 券の募集若しくは売出 しの取扱い又は私 募若しくは特定投資家 向け売付け勧誘等の取 扱い

イからヘまでに 掲げるもののほか 、政令で定める有価証 券

九

有価証券の 売買又はその媒介、取次 ぎ若しくは代理 であつて、電子情報処理 組織を使用して、同時 に多数の者を一方 の当事者又は各

ト

十

当 事者として次に掲 げる売買価格の決定方 法又はこれに類似 する方法により行うも の（取り扱う有価証券の 種類等に照らし て取引所金

融商品市 場又は店頭売買 有価証券市場（第六十七 条第二項に規定 する店頭売買有価証券市 場をいう。）以外にお いて行うことが投 資者
競売買の方法（ 有価証券の売買高 が政令で定める基準を 超えない場合に限 る。）

保護のため適 当でないと認めら れるものとして政令で 定めるものを除く 。）
イ

金融商品取引所に上 場されている有価 証券について、当該金 融商品取引所が開 設する取引所金融商品市 場における当該有価証 券の

第六十七 条の十一第一項の規定 により登録を受け た有価証券（以下「店頭 売買有価証券」 という。）について、当 該登録を行う認

売買価格を 用いる方法

ロ
ハ

顧客の間の交渉に基 づく価格を用いる方法

可金融商品取引業協会 が公表する当該有価 証券の売買価格を用 いる方法
ニ

イか らニまでに掲げるもの のほか、内閣府令で定 める方法

当事者の 一方が相手方に対して次 に掲げるものに関 し、口頭、文書（新聞 、雑誌、書籍その他不 特定多数の者に販 売することを目

ホ
十一

的 として発行される もので、不特定多数の 者により随時に購入可 能なものを除く。 ）その他の方法により助 言を行うことを 約し、相手
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方 がそれに対し報酬を支 払うことを約する 契約（以下「投資顧問 契約」という。）を締 結し、当該投資顧問 契約に基づき、助言を 行う

次に掲げる契約を締 結し、当該契約に 基づき、金融商品の価 値等の分析に基づく投資 判断に基づいて有 価証券又はデリバティ ブ取

の別、方法及び時期に ついての判断又は 行うべきデリバティブ 取引の内容及び時期につ いての判断をいう 。以下同じ。）

に限る。）の動向 をいう。以下同じ 。）の分析に基づく投 資判断（投資の対象と なる有価証券の種 類、銘柄、数及び価格 並びに売買

の価値、オ プションの対価の 額又は金融指標（同号 に掲げる金融商品に係る ものにあつては 、金融商品取引所に上場 されているもの

金融商品の価値 等（金融商品（第二十 四項第三号の二に掲げ るものにあつては 、金融商品取引所に上場 されているものに限 る。）

はこれらに基づい て算出した数値をいう 。）の動向をいう。）

権利をいう 。）の対価の額又は有価 証券指標（有価証券の 価格若しくは利率 その他これに準ずるも のとして内閣府令 で定めるもの又

取引と 類似の取引に係る権利 又は金融商品市場及び 外国金融商品市場 によらないで行う同項 第四号ハ若しくは ニに掲げる取引に係る

び方法に従い行う第二 十八条第八項第三号ハに 掲げる取引に係 る権利、外国金融商品市 場において行う取 引であつて同号ハに掲 げる

有価証券 の価値等（有価証券の価 値、有価証券関 連オプション（金融商品 市場において金融商 品市場を開設する者 の定める基準及

こと。
イ

ロ

十二

投資信託 及び投資法人に関する法 律第二条第十三 項に規定する登録投資法 人と締結する同法第百 八十八条第一項第 四号に規定する

引に係る 権利に対する投資とし て、金銭その他の 財産の運用（その指図 を含む。以下同じ。） を行うこと。
イ
資 産の運用に係る委託 契約

イに 掲げるもののほ か、当事者の一方が、相 手方から、金融 商品の価値等の分析に基 づく投資判断の全部又 は一部を一任され ると

投資顧問契約又は 投資一任契約の締結 の代理又は媒介

ロ

ともに、当該 投資判断に基づき当該 相手方のため投資を行 うのに必要な権限 を委任されることを内 容とする契約（以下「 投資一任契
十三

金融 商品の価値等の分析 に基づく投資判断に 基づいて有価証券又は デリバティブ取引 に係る権利に対する投 資として、第一項第十

約」という。）
十四

号に掲げる有 価証券に表示される権 利その他の政令で 定める権利を有する者か ら拠出を受けた 金銭その他の財産の運用 を行うこと（第

金融商品の価値等の 分析に基づく投資判 断に基づいて主とし て有価証券又はデリバテ ィブ取引に係る権 利に対する投資として 、次

十二号に掲げる行為 に該当するものを除く 。）。
十五

に掲げる 権利その他政令で定め る権利を有する者から 出資又は拠出を受 けた金銭その他の財産 の運用を行うこと （第十二号及び前号に

第一項第十四号 に掲げる有価証券又は 同項第十七号に掲げる 有価証券（同項第 十四号に掲げる有価証券 の性質を有する ものに限る。

掲げる行為に 該当するものを除く。） 。
イ
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第二 項第一号又は第二号に 掲げる権利

）に表 示される権利
ロ
第二項第 五号又は第六号に掲げる 権利

その行う第一号 から第十号までに掲げ る行為に関して、 顧客から金銭又は第一 項各号に掲げる証券 若しくは証書の預託 を受けるこ

ハ
十六

と（ 商品関連市場デリバ ティブ取引についての第 二号、第三号又 は第五号に掲げる行為を 行う場合にあつては 、これらの行為に関 して

、顧客か ら商品（第二十四項第 三号の二に掲げるもの をいう。以下この 号において同じ。）又 は寄託された商品に関 して発行された証

社債、株式等の 振替に関する法律（平 成十三年法律第七十五 号）第二条第一項 に規定する社債等の振替 を行うために口座 の開設を

券若しくは証書 の預託を受けることを 含む。）。
十七
受けて社 債等の振替を行う こと。
前各号に 掲げる行為に類す るものとして政令で定 める行為
（略）

保険業法（平 成七年法律第百五号）（ 抄）

十八
９～

○

この 法律において「保険業 」とは、人の生存又は 死亡に関し一定額 の保険金を支払うこと を約し保険料を収受す る保険、一定の偶

（定義）
第二条

然の事故によって生 ずることのある損害 をてん補することを約 し保険料を収受す る保険その他の保険で 、第三条第四項各号又 は第五項各
他の法 律に特別の規定のあ るもの

号に 掲げるものの引受け を行う事業（次に掲 げるものを除く。）を いう。
一
次に掲げる もの

一の労働組合が その組合員（組合員で あった者を含む。）又 はその親族を相手 方として行うもの

又はこれらの者の 親族（政令で定める者 に限る。以下この 号において同じ。）を 相手方として行うもの

の役員若し くは使用人（役員又は使 用人であった者を 含む。以下この号にお いて同じ。）が構成す る団体がその役員 若しくは使用人

一の会社等（会社（ 外国会社を含む。以下 この号において同 じ。）その他の事業者（ 政令で定める者を 除く。）をいう。）又 はそ

地方公共団体が その住民を相手方とし て行うもの

二
イ
ロ

ハ
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39

三
２～

○

ニ

一の 学校（学校教育法（昭 和二十二年法律第 二十六号）第一条に規 定する学校をいう。） 又はその学生が構 成する団体がその学生

会社が同一の会社の 集団（一の会社及 び当該会社の子会社の 集団をいう。）に属す る他の会社を相手方 として行うもの

イか らヘまでに掲げるもの に準ずるものとして政 令で定めるもの

同条第 二項各号に掲げる要件 に該当するものをいう 。）がその構成員 を相手方として行うも の

一の地縁による 団体（地方自治法（昭 和二十二年法律第 六十七号）第二百六十 条の二第一項に規定す る地縁による団体 であって、

又は生徒を相手方 として行うもの

ホ
ヘ
ト

政令で定め る人数以下の者を相手方 とするもの（政令で定 めるものを除く。 ）
（略）

独立行政法人福祉医 療機構法（平成十 四年法律第百六十六号 ）（抄）

機構の資 本金は、附則第二条第九 項の規定により 政府から出資があったも のとされた金額とす る。

（資本金）
第五条

機構は、独立行政法 人労働者健康福祉機構 法（平成十四年法 律第百七十一号）附則 第二条第七項の規定に より政府から出資 があったも

政府は、 必要があると認めると きは、予算で定める金 額の範囲内におい て、機構に追加して出 資することができる。

２
３

機構は、前項の 規定による政府の出資 があったときは、その 出資額により資本 金を増加するものとす る。

のとされ た金額により資本 金を増加するものとする 。
４
（業務の範 囲）
機構は 、第三条の目的を 達成するため、次の業 務を行う。

病院、診療 所、薬局その他政令で定 める施設（以下こ の項において「病院等 」という。）を開設す る個人又は医療法 人、一般社団法

て「社会 福祉事業施設の設置者 等」という。）に対し 、社会福祉事業施 設の設置、整備又は経 営に必要な資金を 貸し付けること。

で 政令で定めるものをい う。以下この項におい て同じ。）を設置 し、又は経営する社会福 祉法人その他政令 で定める者（第四号に おい

社会福祉事業施設 （社会福祉法（昭和 二十六年法律第四十 五号）第二条に規定す る社会福祉事業に 係る施設その他これに 準ずる施設

第十二条
一

二

人 若しくは一般財団 法人その他政令で定め る法人（第四号におい て「病院等の開設 者」という。）に対し、 病院等（病院等 の経営に関
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42

２

し 必要な附属施設を含む ものとし、薬局に あっては、調剤のため に必要な施設に限る。 ）の設置、整備又は 経営に必要な資金を貸 し付
けること 。

指定訪問看 護事業（介護保険法（平 成九年法律第百 二十三号）第四十一条第 一項本文の指定に 係る同法第八条第一項 に規定する居宅

社会福祉事 業施設の設置者等又は病 院等の開設者に対し、 社会福祉事業施設 又は病院等の経営の診 断又は指導を行う こと。

三

サービス事業（同条 第四項に規定する訪問 看護を行う事業に 限る。）及び同法第五 十三条第一項本文の指 定に係る同法第八 条の二第一

項に 規定する介護予防サ ービス事業（同条第三項 に規定する介護 予防訪問看護を行う事業 に限る。）をいう。 ）を行う医療法人そ の他
四

身体上又は精神上 の障害があることによ り日常生活を営むのに 支障がある者につ きその者の居宅において 入浴、排せつ、食 事等の介

政令で定 める者に対し、必要な 資金を貸し付けること 。
五

護を行う 事業その他のその 者が居宅において日常 生活を営むのに必要な 便宜を供与する事 業であって政令で定め るものを行う者に対 し
、必要な資金 を貸し付けること 。

社会福祉事業施設 の職員等社会福祉 事業に関する事務に従 事する者の研修、福利 厚生その他社会福 祉事業の振興上必要と 認められる

八

七

社会福祉施設職員 等退職手当共済法（昭 和三十六年法律第 百五十五号）の規定に よる退職手当金の支給に 関する業務を行 うこと。

社会福祉事 業に関する調査研究、知 識の普及及び研 修を行うこと。

社会福 祉振興事業を行う者に 対し、助成を行う こと。

六

九

地方 公共団体が心身障 害者扶養共済制度の加入 者に対して負う 共済責任を保険する事業 （第四項において「心 身障害者扶養保険 事業

事 業（次号において「社 会福祉振興事業」 という。）を行う者に 対し、必要な資金を貸し 付けること。

十
十一

厚生年金保険法（ 昭和二十九年法律第 百十五号）又は国民年 金法（昭和三十四 年法律第百四十一号）に 基づく年金たる給付（ 厚生

福祉及び保健 医療に関する情報シ ステムの整備及び管理 を行うこと。

」という。） に関する業務を行 うこと。
十二

年金保険 法に基づく年金たる保 険給付にあっては 、政府が支給するもの に限る。）の受給 権者（第二十四条第一 項において「厚生年金

労働者災害補償 保険法（昭和二十二 年法律第五十号）に 基づく年金たる給付の 受給権者（第二十 四条第一項において「 労災年金受

等受給権者」 という。）に対し、そ の受給権を担保と して小口の資金の貸付け を行うこと。
十三

前各 号に掲げる業務に附帯 する業務を行うこと 。

給 権者」という。）に対 し、その受給権を担保 として小口の資金 の貸付けを行うこと。
十四

前項第十号に 規定する心身障害者扶養 共済制度とは、 条例の規定により地方公 共団体が精神又は身体 に障害のある者に 関して実施する
共済 制度で政令で定め るものをいう。
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３
４
５
６

７

機 構は、第一項第十号に 掲げる業務の開始 の際、地方公共団体と の保険契約に関す る保険約款を定め、厚生 労働大臣に提出してそ の認
可を受けな ければならない。これ を変更しようとす るときも、同様とする 。

機構は、厚生 労働大臣の認可を受けて 、生命保険会社 と心身障害者扶養保険事 業に関して心身 障害者扶養共済制度の加 入者を被保険者
とする生命保険契約を 締結するものとする。

機 構は、第一項第十号に 掲げる業務及びこれに附 帯する業務に関 して、心身障害者扶養保 険資金（以下この 条及び第三十三条第三 号に

おいて「扶 養保険資金」という。 ）を設け、前項に規定 する生命保険契約 に基づく保険金をもっ てこれに充てるもの とする。
機構は、次の 方法による場合を除くほ か、扶養保険資金を運 用してはならない 。

国債、地方債、政 府保証債（その元本の 償還及び利息の支払に ついて政府が保証 する債券をいう。）その 他厚生労働大臣の 指定する
銀行その他 厚生労働大臣の指 定する金融機関への預 金

一
二

信託会社（信託業 法（平成十六年法 律第百五十四号）第三 条又は第五十三条第一 項の免許を受けた ものに限る。）又は信 託業務を営

有価証券 の取得
三

む 金融機関（金融機関の 信託業務の兼営等 に関する法律（昭和十 八年法律第四十三号）第 一条第一項の認可 を受けた金融機関をい う。
以下同じ 。）への金銭信託

機構は、前項 第三号に掲げる方法によ り、扶養保険資 金を運用する場合には、 当該金銭信託の契約 の内容につき厚生労 働大臣の認可を
受 けなければならない 。これを変更しようと するときも、同様 とする。

機構は、 厚生労働大臣の認可を 受けて、第十二条第一 項第一号から第三 号まで、第五号、第六 号、第十二号及び第 十三号に掲げ

（業務の委託 ）
第十四条
２

第一項の規定 により業務の委託 を受けた金融機関の役 員及び職員であって当該 委託を受けた業 務に従事するものは、刑 法その他の罰則

金融機関 は、他の法律の規 定にかかわらず、前項 の規定による委託を受 け、当該業務を行 うことができる。

る業 務の一部を金融機関 に委託することがで きる。
３

の適用については、法 令により公務に従事 する職員とみなす。

政府は 、法人に対する政府の財 政援助の制限に 関する法律（昭和二十一 年法律第二十四号）第 三条の規定にかか わらず、国会の

（債務保証 ）
第十八条

議決 を経た金額の範囲 内において、機構の長 期借入金又は債券に 係る債務（国際復興 開発銀行等からの外資の 受入に関する特 別措置に関
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する 法律（昭和二十八年法 律第五十一号）第 二条の規定に基づき政 府が保証契約をする ことができる債務を除 く。）について保証す るこ
とができる 。

機構は、厚生労働 大臣の認可を受けて、債 券に係る債務（ 前条の規定により政府が 保証するものを除 く。）の担保に供する ため

（債券の担保のための 貸付債権の信託）
第十九 条

、その貸付 債権の一部を信託会社 又は信託業務を営む金 融機関（次条第一 号において「信託会社 等」という。）に信 託することができる 。

機 構は、第十二条 第一項第一号から第三号 まで、第五号、第六号 及び第十二号に掲 げる業務に必要な費用 に充てるため、厚 生労

（資 金の調達のための 貸付債権の信託等）
第二十条

二

一
前二号 に掲げる行為に附帯す る行為をすること 。

貸付債権の一部を資産 の流動化に関する 法律（平成十年法律第 百五号）第二条第三項に 規定する特定目的 会社に譲渡すること。

貸付債権の一部を 信託会社等に信託 し、当該信託の受益権 の全部又は一部を譲渡 すること。

働大臣の認可を 受けて、次に掲げ る行為をすることがで きる。

三
（ 信託の受託者からの 業務の受託等）

機構は、前二条 の規定によりその貸付債 権を信託し、又 は譲渡するときは、当該 信託の受託者又は当 該貸付債権の譲受人 から

機構は、前項の 規定により受託した業 務の一部を第十四条第 一項の規定により 厚生労働大臣の認可を 受けた金融機関に委 託することが

当該貸付債権 に係る元利金の回収 その他回収に関する業 務の全部を受託し なければならない。

第二十一 条
２

でき る。同条第二項及び 第三項の規定は、こ の場合について準用す る。
（報告及び検査 ）

厚生労働大 臣は、この法律を 施行するため必要があ ると認めるときは、第 十四条第一項の規 定により委託を受けた 金融機関（

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

若しくは帳簿、 書類その他の物件を検査 させることができ る。

その委託を 受けた業務に関し報告 をさせ、又はその職 員に、受託金融機関 の事務所に立ち入り、 その委託を受けた 業務に関し業務の状況

第二 十一条第二項の規定に より委託を受けた金 融機関を含む。以下 この項及び第三十二条に おいて「受託金融 機関」という。）に対 し、

第二十五条

２
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３

第 一項の規定による立入 検査の権限は、犯 罪捜査のために認めら れたものと解釈し てはならない。

厚生労働大 臣は、次の場合には、 財務大臣に協議し なければならない。

（財務大臣との 協議）
第二十六条

第十二条第三項若しく は第七項、第十四条第一 項、第十七条第 一項若しくは第四項、第 十九条、第二十条 又は第二十二条の認可 をし

二
第十六条第一項の 承認をしようとすると き。

第十二条第 六項第一号又は第二号の 規定による指定をしよ うとするとき。

一

三
第十六 条第三項の厚生 労働省令を定めようとす るとき。

ようとす るとき。

四

機構に係る通則 法における主務大 臣及び主務省令は、そ れぞれ厚生労働大臣及 び厚生労働省令とす る。

（主務大臣等）
第二十 七条

株式会社日 本政策金融公庫が行う 恩給担保金融に関 する法律（昭和二十九 年法律第九十一号）第 三条から第九条ま での規定は

（株式会社日本 政策金融公庫が行う恩給 担保金融に関す る法律の準用）
第 二十八条

、第十二 条第一項第十二号 及び第十三号に掲げる業 務を行う場合に ついて準用する。
（国家公務員宿舎法 の適用除外）

国家公務員 宿舎法（昭和二十四年 法律第百十七号）の規 定は、機構の役員 及び職員には適用しない 。

第二十五条第一 項の規定による報 告をせず、若しくは虚 偽の報告をし、又は同項 の規定による検査 を拒み、妨げ、若しく は忌

削除

第二十 九条
第三十条
第三十 二条

則

避した場合 には、その違反行為を した受託金融機関の 役員又は職員は、二 十万円以下の罰金に処 する。
附
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第五条 の二

機構は、年金積 立金管理運用独立 行政法人法（平成十六 年法律第百五号） 附則第十四条の規定によ る廃止前の年金福祉事 業団

の解散及び 業務の承継等に関する 法律第十二条第一 項に規定する債権の回 収が終了するまでの 間、第十二条第一項 に規定する業務のほか
機構は、前項に規定 する業務に附帯する業 務を行うことがで きる。

、当該債権の管 理及び回収の業務を行う 。
２

機 構は、別に法律で定め る日までの間、第十二条 第一項及び前二 項に規定する業務のほか 、厚生労働大臣の 認可を受けて、株式会 社日

二

一

第一項に規定する債権 の元本であって当 該事業年度において回 収されたも

第 一項に規定する債権 の元本であって当該 事業年度において回収 されたものの金額

機 構は、前項の規定 により納付金を納付し たときは、次の各 号に掲げる場合の区分 に応じ当該各号に定める 金額により、そ れぞれ資本

金のいずれも ない場合を含む。）

通則法 第四十四条第二項の規 定による繰越欠損金 がある場合（同条第 一項の規定による積立 金及び同条第二項 の規定による繰越欠損

の の金額に当該積立金に 相当する金額を加えた 金額

通則法第四十四条 第一項の規定による 積立金がある場合

掲げる場合の区 分に応じ、政令で定 めるところにより、 当該各号に定める金額を 年金特別会計に 納付しなければならない 。

機構は、 承継債権管理回収 勘定において、毎事業 年度、通則法第四十四 条第一項又は第二 項の規定による整理を 行った後、次の各号 に

ばな らない。

定（以下この条にお いてそれぞれ「承継 債権管理回収勘定」及 び「承継教育資金 貸付けあっせん勘定」 という。）を設けて整 理しなけれ

以下この条に おいて「承継教育資 金貸付けあっせん業務 」という。）に係 る経理については、そ の他の経理と区分し、そ れぞれ特別の勘

機構 は、第一項及び第二 項に規定する業務（以下 この条において 「承継債権管理回収業務 」という。）並びに 第三項に規定する業 務（

の 一部を委託すること ができる。第十四条第 三項の規定は、こ の場合について準用す る。

ときは、厚生年 金保険又は国民年金の被 保険者の福祉の 増進に必要な業務を行う 法人で政令で定めるも のに対し、その委 託を受けた業務

後の沖縄振 興開発金融公庫法附則 第七条第一項の規 定により株式会社日本 政策金融公庫又は沖縄 振興開発金融公庫 の業務の委託を受けた

機 構は、株式会社日本政 策金融公庫法附則 第三十八条第一項又は 年金積立金管理運用独 立行政法人法附則第 二十六条の規定による 改正

振興開発金融公庫への あっせんを行うこ とをその業務とするこ とができる。

じ。）で厚生労 働省令で定める要 件を満たしているもの に対して、その貸付けを 受けることにつ いて株式会社日本政策金 融公庫又は沖縄

二号から第 四号までに規定 する第二号厚生年金被保 険者、第三号厚生年金 被保険者及び第四 号厚生年金被保険者を 除く。次項におい て同

二号 の規定による小口 の教育資金の貸付けを 受けようとする厚生年 金保険又は国民年 金の被保険者（厚生年金 保険法第二条の五 第一項第

による同法別表 第一第二号の下欄に掲げ る資金の貸付け又は沖 縄振興開発金融公 庫法（昭和四十七年法 律第三十一号）第 十九条第一項第

本政策金融 公庫又は沖縄振興開発 金融公庫から株式会社 日本政策金融公庫 法（平成十九年法律第 五十七号）第十一条 第一項第一号の規定

３

４

５

６

７
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一
前項第二号 に掲げる場合

前項第 一号に掲げる場合

納付金の 納付額に同号の 繰越欠損金の額に相当す る金額を加えた金 額（繰越欠損金がない 場合にあっては

納 付金の納付額から 同号の積立金の額に相 当する金額を差し引 いた金額

金を 減少するものとする。
二
８

機構は、 承継債権管理回収業務 又は承継教育資金貸付 けあっせん業務を 終えたときは、それぞ れ承継債権管理回 収勘定又は承継教育資

前 二項に定めるもののほ か、納付金の納付の手続 その他積立金の 処分に関し必要な事項は 、政令で定める。

、納付金の納付額）
９

金貸付けあっせ ん勘定を廃止するものと し、政令で定めるとこ ろにより、それぞ れの廃止の際承継債権 管理回収勘定又は 承継教育資金貸
付け あっせん勘定に属 する資産及び負債を年 金特別会計に帰属させ るものとする。

機構は、 前項の規定により 承継債権管理回収勘定 又は承継教育資金貸付 けあっせん勘定を 廃止したときは、それ ぞれの廃止の際承継 債

権管理回収勘定 又は承継教育資金 貸付けあっせん勘定に 属する資本金の額により 資本金を減少す るものとする。

第一項から第三項ま での規定により機 構が承継債権管理回収 業務及び承継教育資金 貸付けあっせん業 務を行う場合には、次 の表の上欄

金額及び年 金積立金管理運用独立 行政法人法（平成 十六年法律第百五

号）附則第四条 第二項の規定により政 府から出資があっ たものとされ
業務

金融機関その他政令で 定める法人

業務 並びに附則第五条の二 第一項に規定する業務

た 金額
金融機関

第一項（附則第 五条の二第十一項の規 定により読み替えて適用 する場

金額

に掲 げるこの法律の規定中 同表の中欄に掲げ る字句は、それぞれ同 表の下欄に掲げる字句と する。
第五条第 二項

第十四条 第一項
第一項

第十六条 第一項

勘定

同条第 五号に掲げる業務に 係る

第 十二条第一項

掲げ る業務並びに附則第五 条の二第一項及び 第三項に規定する業務

定する承 継教育資金貸付け あっせん勘定

同条第五号に掲 げる業務に係る勘 定並びに附則第五条の 二第五項に規

第十二条第 一項及び附則第 五条の二第三項

第十四条第三項

第十六条第二項

掲げる業務

合を 含む。）

第二 十四条第一項

第十四条第 一項（附則第五条の二 第十一項の規定に より読み替えて適

業 務並びに附則第五条 の二第一項に規定する 業務

用する場合を含 む。）

第 十四条第一項
業務

第二十五 条第一項及び第二
十六条第一号
第二 十八条
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10
11

○

第三 十二条

第二十五条第一 項

第二 十五条第一項（附則 第五条の二第十一項 の規定により読み替え て
適用する場 合を含む。）

第一項から第 三項までの規定により機 構が承継債権管 理回収業務及び承継教育 資金貸付けあっせん 業務を行う場合には 、年金積立金管

理運用独立行政法人法 附則第十五条第二項中 「又はこの法律」 とあるのは、「、この 法律又は独立行政法 人福祉医療機構法」 とする。

第一 項から第三項までの 規定により機構が承継債 権管理回収業務 及び承継教育資金貸付け あっせん業務を行う 場合には、特別会計 に関

する法律（ 平成十九年法律第二十 三号）第百十一条第三 項の規定によるほ か第六項の規定による 納付金は年金特別会 計の厚生年金勘定の

歳入とし、同条 第六項第一号ヘ中「独立 行政法人福祉医療機構 法第十六条第二項 」とあるのは「独立行 政法人福祉医療機 構法附則第五条

の二 第十一項の規定に より読み替えて適用す る同法第十六条第二項 」と、同法第百十 四条第九項中「第十六条 第二項」とあるの は「附則
第五条の二 第十一項の規定 により読み替えて適用す る同法第十六条第二項 」とする。

第一項から第 三項までの規定に より機構が承継債権管 理回収業務及び承継教育 資金貸付けあっ せん業務を行う場合には 、特別会計に関

する法律第百十一条第 六項の規定による ほか、第六項の規定に よる納付金は、年金特 別会計の業務勘定 の歳入とする。

第 一項から第三項までの 規定により機構が 承継債権管理回収業務 及び承継教育資金貸付け あっせん業務を行 う場合には、特別会計 に関

する法律第 百十一条第二項の規定 によるほか、第六 項の規定による納付金 は、年金特別会計の国 民年金勘定の歳入 とする。

承継債権管理 回収業務及び承継教育資 金貸付けあっせ ん業務は、第三十三条第 二号の規定の適用につ いては、第十二条 第一項第十二号

に 掲げる業務とみなす 。

独立行政法人労 働政策研究・研修機構 法（平成十四年法律第 百六十九号）（抄 ）
（役員）
機構に、 役員として、その 長である理事長及び監 事二人を置く。

独立行政法人 労働者健康福祉機構法（ 平成十四年法律 第百七十一号）（抄）

機構に、役員として 、理事三人以内を 置くことができる。

第六条
２

○
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12
13
14
15
16

この 法律は、独立行政法人 労働者健康福祉機 構の名称、目的、業務 の範囲等に関する 事項を定めることを目 的とする。

（目 的）
第一条

この法律及び独立行 政法人通則法（平成十一 年法律第百三号 。以下「通則法」という 。）の定めるとこ ろにより設立される通 則法

（名称）
第二条

第二条第一 項に規定する独立行政 法人の名称は、独立行 政法人労働者健康 福祉機構とする。

独立 行政法人労働者 健康福祉機構（以下「機 構」という。）は、療 養施設、健康診断 施設及び労働者の健康 に関する業務を行 う者

（機 構の目的）
第三条

に対して研修、 情報の提供、相談 その他の援助を行うた めの施設の設置及び運営 等を行うことに より労働者の業務上の負 傷又は疾病に関

する療養の向上及び労 働者の健康の保持 増進に関する措置の適 切かつ有効な実施を図 るとともに、未払 賃金の立替払事業等を 行い、もっ
て労 働者の福祉の増進に寄 与することを目的 とする。
（資本金）

政府 は、必要があると認 めるときは、予算で定め る金額の範囲内 において、機構に追加し て出資することがで きる。

機構の資本金は 、附則第二条第七項の 規定により政府か ら出資があったものと された金額とする。

２

機構は、 前項の規定による政府 の出資があったときは 、その出資額によ り資本金を増加するも のとする。

第 五条
３
（役 員）

機構 に、役員として、 その長である理事長及 び監事二人を置く。

機構に、役員 として、理事四人 以内を置くことができ る。

第六条
２

物品の製造 若しくは販売、工事の請 負若しくは役務の 提供を業とする者であ って機構と取引上密接 な利害関係を有す るもの又はこれ

通則 法第二十二条に定める もののほか、次の 各号のいずれかに該当 する者は、役員となる ことができない。

（役 員の欠格条項の特例）
第九条
一

ら の者が法人である ときはその役員（いか なる名称によるかを問 わず、これと同等 以上の職権又は支配力を 有する者を含む 。）
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２

二

前号に掲げる事業者の 団体の役員（いか なる名称によるかを問 わず、これと同等以 上の職権又は支配力を 有する者を含む。）

機構の役 員の解任に関する通則 法第二十三条第一 項の規定の適用につい ては、同項中「前 条」とあるのは、「前 条及び独立行政法人労
働者健康福祉機 構法第九条第一項」とす る。

機構 の役員及び職員は、職 務上知ることのできた 秘密を漏らしては ならない。その職を退 いた後も、同様と する。

（役 員及び職員の秘密保持 義務）
第十条
（業 務の範囲）
機 構は、第三条の 目的を達成するため、次 の業務を行う。

療養施設（ 労働者災害補償保 険法（昭和二十二年法 律第五十号）第二十九条 第一項第一号に 規定する療養に関する施 設をいう。）の
設置及び運営を行う こと。

健康診断施設（労働者 災害補償保険法第 二十九条第一項第三号 に規定する健康診断に関 する施設をいう。 ）の設置及び運営を行 うこ

労働者の健 康に関する業務を行う者 に対して研修、 情報の提供、相談その他 の援助を行うための施 設の設置及び運営 を行うこと。

と。
三

労働安全衛生法（ 昭和四十七年法律第五 十七号）第十三条 の二に規定する事業場 について、同法第十三条 第二項に規定す る要件を備

五

労働安全衛生法 第六十六条の二の規 定による健康診断を受 ける労働者に対す る助成金の支給を行う こと。

機 構は、前項に規定 する業務のほか、同項 に規定する業務の 遂行に支障のない範囲 内で、行政官庁の委託を 受けて、労働者 災害補償保

前各号に掲 げる業務に附帯する業務 を行うこと。

と。

被災労働者（労働者災 害補償保険法第二十 九条第一項第一号に 規定する被災労働者をい う。）に係る納骨 堂の設置及び運営を行 うこ

設置及び運営を行う こと。

リハビリテ ーション施設（労働 者災害補償保険法第 二十九条第一項第一号に 規定するリハビ リテーションに関する施 設をいう。）の

実施する こと。

賃金の支払の確保等 に関する法律（昭和 五十一年法律第三十四 号）第三章に規定 する事業（同法第八条に 規定する業務を除く。 ）を

九

八

七

六

うこと。

えた医師 を選任し、当該 医師に同条第一項に規定 する労働者の健 康管理等の全部又は一部 を行わせる事業者に対 する助成金の支給 を行

四

二

一

第十二条

２
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険法 第七条第一項の保険給 付に関する決定に 必要な検診を行うこと ができる。
（積立金の処分 ）

機構は、通則 法第二十九条第二項第 一号に規定する中 期目標の期間（以下こ の項において「中 期目標の期間」という 。）の最後

前二項に定めるもの のほか、納付金の 納付の手続その他積立 金の処分に関し必要な 事項は、政令で定 める。

余の額を国庫に 納付しなければな らない。

機構は、 前項に規定する 積立金の額に相当する金 額から同項の規定によ る承認を受けた金 額を控除してなお残余 があるときは、そ の残

標の 期間における前条 第一項に規定する業務 の財源に充てることが できる。

認可を受けた中 期計画（同項後段の規定 による変更の認可を受 けたときは、その 変更後のもの）の定め るところにより、 当該次の中期目

額に相当す る金額のうち厚生労働 大臣の承認を受けた金 額を、当該中期目 標の期間の次の中期目 標の期間に係る通則 法第三十条第一項の

の事 業年度に係る通則法第 四十四条第一項又は第二 項の規定による 整理を行った後、同条第 一項の規定による 積立金があるときは、 その

第十三条

２
３

機構は 、第十二条第一項第一号 又は第二号に掲 げる業務の用に供する施 設又は設備の設置又 は整備に必要な費用 に充てるため、

（長期借入 金及び独立行政法人労 働者健康福祉機構 債券）
第十四条

厚 生労働大臣の認可を 受けて、長期借入金を し、又は独立行政 法人労働者健康福祉機 構債券（以下「債券」と いう。）を発行 することが
できる。

前項に規 定するもののほか、機 構は、長期借入金又は 債券で政令で定め るものの償還に充てる ため、厚生労働大臣の 認可を受けて、長

３

前項の先 取特権の順位は、 民法（明治二十九年法 律第八十九号）の規定 による一般の先取 特権に次ぐものとする 。

前 二項の規定による 債券の債権者は、機構 の財産について他の債 権者に先立って自 己の債権の弁済を受ける 権利を有する。

２

４

機構は、厚生 労働大臣の認可を 受けて、債券の発行に 関する事務の全部又は一 部を銀行又は信 託会社に委託することが できる。

期借入金をし、又は 債券を発行すること ができる。ただし、そ の償還期間が政令 で定める期間のものに 限る。

５

会社法（平成十七年 法律第八十六号） 第七百五条第一項及び 第二項並びに第七百九 条の規定は、前項 の規定により委託を受 けた銀行又

前各項に 定めるもののほか、第 一項又は第二項の 規定による長期借入金 又は債券に関し必要な 事項は、政令で定 める。

は信 託会社について準用す る。

６
７

（緊 急の必要がある場 合の厚生労働大臣の要 求）
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厚生労働大臣は、 重大な労働災害（ 労働安全衛生法第二条 第一号に規定する 労働災害をいう。）が発 生し、又はまさに発生 しよ

則

第十条の規定に違反し て秘密を漏らした者は 、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰 金に処する。

機構は、厚生労働大 臣から前項の規定によ る求めがあったと きは、正当な理由がな い限り、その求め に応じなければならな い。

これらに附帯す る業務を含む。）に関し 必要な措置をと ることを求めることがで きる。

うとしてい る事態に対処するため 緊急の必要がある と認めるときは、機構 に対し、第十二条第 一項第一号から第三 号までに掲げる業務（

第十六 条

２
第二十二条
附
（業務の特 例）

機構は、 第十二条に規定す る業務のほか、当分の 間、旧法第十九条第一 項第一号に規定す る療養施設であって機構 の成立前に厚生

機構は、第十 二条及び前二項に規定す る業務のほか、 旧法第十九条第一項第二 号の規定により貸し 付けられた資金に係 る債権の回収が

政令で定め るものの移譲又は廃止 の業務を行うもの とし、それまでの間、 当該施設の運営を行う 。

機 構は、第十二条及び前 項に規定する業務 のほか、政令で定める 日までの間、機構の成 立の際現に事業団が 設置している施設であ って

労働大臣が定めるもの の移譲又は廃止の 業務を行う。

第三条
２
３

終 了するまでの間、当 該債権の管理及び回収 の業務を行う。

機構 は、第十二条及び前 三項に規定する業務のほ か、旧法第十九 条第一項第一号の規定に より貸し付けられた 資金に係る債権の回 収が
機構は、前各項 に規定する業務に附帯 する業務を行うことが できる。

４
５

年金積立金管 理運用独立行政法 人法（平成十六年法律 第百五号）（抄）

終了するまで の間、独立行政法人 福祉医療機構の委託を 受けて、当該債権 の管理及び回収の業務 を行うことができる。

○

管理 運用法人は、主たる事 務所を神奈川県に 置く。

（事 務所）
第四条

（理 事の職務及び権限 等）
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通則法第 十九条第二項の個別法 で定める役員は、 理事とする。ただし、 理事が置かれてい ないときは、監事とす る。

理事は、理事長の定 めるところにより 、理事長を補佐して管 理運用法人の業務 を掌理する。

２

前項ただし書 の場合において、通則法 第十九条第二項 の規定により理事長の職 務を代理し、又 はその職務を行う監事は 、その間、監事

第七条
３
の職務を行ってはなら ない。
（役員等の 注意義務）

管理運 用法人の役員及び職員は 、年金積立金が厚生年 金保険及び国民年 金の被保険者から徴収 された保険料の一 部であり、かつ

理事長及 び理事は、管理運用業 務について、この 法律、厚生年金保険法 若しくは国民年金法、 これらの法律に基 づく命令若しくは通則

同様 の状況の下で払う注意 に相当する注意（ 第二十二条において「 慎重な専門家の注意」と いう。）を払わな ければならない。

人のために資産の管理 及び運用を行う者 であってその職務に関 して一般に認められて いる専門的な知見 に基づき慎重な判断を 行うものが

理事長及び理 事は、第十八条第 一号に掲げる業務（以 下「管理運用業務」と いう。）に関する 職務の執行に際しては、 委任を受けて他

らない。

、将 来の給付の貴重な 財源となるものである ことに特に留意し、慎 重かつ細心の注意 を払い、全力を挙げてそ の職務を遂行しな ければな

第十一条

２

３

法若しくはこの 法律に基づいてする厚生 労働大臣の処分 又は管理運用法人が定め る業務方法書その他の 規則を遵守し、管 理運用法人のた
め 忠実にその職務を遂 行しなければならない 。
（業務の範囲）
年金積立金の管理及び運用を行うこと。

管理運用法人は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一

厚生年金保険法第七十九条の五第一項に規定する積立金の資産の構成の目標を定めること。

第十八条
二

前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

則

三

附

管理運用 法人は、政令で定める日 までの間、第四 条の規定にかかわらず、 主たる事務所を東京都 に置く。

（事務所に 関する経過措置）
第七条
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○

独立行政 法人通則法（平成十一 年法律第百三号） （抄）
（定義）

この法律において「 独立行政法人」とは、国 民生活及び社会 経済の安定等の公共上の 見地から確実に実 施されることが必要な 事務

こ の法律において「 行政執行法人」とは、 公共上の事務等のうち 、その特性に照ら し、国の行政事務と密接 に関連して行われる 国の指

立行政法人として、 個別法で定めるもの をいう。

科学技術の水 準の向上を通じた国 民経済の健全な発展そ の他の公益に資す るため研究開発の最大 限の成果を確保すること を目的とする独

な業務と して国が中長期的 な期間について定める業 務運営に関する 目標を達成するための計 画に基づき行うことに より、我が国にお ける

長 期的な視点に立って 執行することが求めら れる科学技術に関 する試験、研究又は開 発（以下「研究開発」と いう。）に係る ものを主要

この法律にお いて「国立研究開発法人 」とは、公共上 の事務等のうち、その特 性に照らし、一定の 自主性及び自律性を 発揮しつつ、中

の利益の増 進を推進することを目 的とする独立行政 法人として、個別法で 定めるものをいう。

営に 関する目標を達成する ための計画に基づ き行うことにより、国 民の需要に的確に対応し た多様で良質なサ ービスの提供を通じた 公共

期的な視点に立って執 行することが求め られるもの（国立研究 開発法人が行うものを 除く。）を国が中 期的な期間について定 める業務運

この法律にお いて「中期目標管 理法人」とは、公共上 の事務等のうち、その 特性に照らし、一 定の自主性及び自律性を 発揮しつつ、中

立される法 人をいう。

つ効 率的に行わせるた め、中期目標管理法人 、国立研究開発法人又 は行政執行法人と して、この法律及び個別 法の定めるところ により設

それがあるもの 又は一の主体に独占して 行わせることが必要で あるもの（以下こ の条において「公共上 の事務等」という 。）を効果的か

及び事業で あって、国が自ら主体 となって直接に実施す る必要のないもの のうち、民間の主体に 委ねた場合には必ず しも実施されないお

第二条

２

３

４

示その他の 国の相当な関与の下 に確実に執行するこ とが求められるものを 国が事業年度ごと に定める業務運営に関 する目標を達成するた

めの計画に基づ き行うことにより、 その公共上の事務等 を正確かつ確実に執行す ることを目的と する独立行政法人として 、個別法で定め
るものをいう。
（名称）
各独立行 政法人の名称は、個別法 で定める。

国 立研究開発法人に ついては、その名称中 に、国立研究開発 法人という文字を使用 するものとする。

第四条
２
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（役員の職 務及び権限）
（略）

個別法で定める役員 （法人の長を除く。） は、法人の長の定 めるところにより、法 人の長に事故があ るときはその職務を代 理し、法人

第十九条
２
（略 ）

の長 が欠員のときはその職 務を行う。
３～９

（略）

（中 期目標管理法人の 役員の任期）
第二十一条
（略）

中期目標管理法人の 役員は、再任され ることができる。

２・３
４
（役員の解 任）

主務 大臣又は法人の長は、そ れぞれその任命 に係る役員が前条の規定 により役員となるこ とができない者に該 当するに至った

一

職務上の義務違反が あるとき。

心身の故障のた め職務の遂行に堪え ないと認められるとき 。

法 人の長は、前二項の規 定によりその任命 に係る役員を解任した ときは、遅滞なく、主務 大臣に届け出ると ともに、これを公表し なけ

の役員を解任すること ができる。

当該独立行政法 人の業務の実績が悪 化した場合であって 、その役員に引き続き当 該職務を行わせ ることが適切でないと認 めるときは、そ

前項に規 定するもののほか 、主務大臣又は法人の 長は、それぞれその任 命に係る役員（監 事を除く。）の職務の 執行が適当でないた め

二

その役員を解 任することができる 。

主務 大臣又は法人の長は 、それぞれその任命に係 る役員が次の各 号の一に該当するとき、 その他役員たるに適 しないと認めるとき は、

と きは、その役員を解 任しなければならない 。

第二十三条
２

３

４

ればならな い。
（中 期目標）
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主務大臣は、三 年以上五年以下の 期間において中期目標 管理法人が達成す べき業務運営に関する目 標（以下「中期目標」 とい

四

三

二

一

その他業務運営に 関する重要事項

財務内容の 改善に関する事項

業務運 営の効率化に関する事 項

国民に対して提供する サービスその他の業務の 質の向上に関す る事項

中期目標の期間（ 前項の期間の範囲内で 主務大臣が定める 期間をいう。以下同じ 。）

主務大臣 は、中期目標を 定め、又はこれを変更し ようとするときは、あ らかじめ、委員会 の意見を聴かなければ ならない。

五

中期目標にお いては、次に掲げる事項 について具体的 に定めるものとする。

う。）を定 め、これを当該中期目 標管理法人に指示 するとともに、公表し なければならない。 これを変更したとき も、同様とする。

第二十 九条
２

３
（中期計画）

中期目標管理法人 は、前条第一項の 指示を受けたときは、 中期目標に基づき、主 務省令で定めるとこ ろにより、当該中期目 標を

七

六

五

四

三

二

一

その他主務省令で定め る業務運営に関する 事項

剰余金の使途

前号に規定 する財産以外の重要 な財産を譲渡し、又 は担保に供しようとする ときは、その計 画

不要財 産又は不要財産とな ることが見込まれる 財産がある場合には、 当該財産の処分に 関する計画

短期借入金の限度額

予算（人件費の 見積りを含む。）、 収支計画及び資金計画

業務運営 の効率化に関する目 標を達成するためとる べき措置

国民 に対して提供する サービスその他の業務の 質の向上に関す る目標を達成するためと るべき措置

中 期目標管理法人は 、第一項の認可を受け たときは、遅滞な く、その中期計画を公 表しなければならない。

認めるときは、 その中期計画を変更すべ きことを命ずるこ とができる。

主務大臣 は、第一項の認可をし た中期計画が前条 第二項第二号から第五 号までに掲げる事項の 適正かつ確実な実 施上不適当となったと

八

中期計画においては 、次に掲げる事項を定 めるものとする。

うとするときも 、同様とする。

達成するた めの計画（以下この節 において「中期計 画」という。）を作成 し、主務大臣の認可を 受けなければなら ない。これを変更しよ

第三十 条

２

３
４
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（各事業年 度に係る業務の実績等 に関する評価等）

中期 目標管理法人は、毎事業 年度の終了後、 当該事業年度が次の各号 に掲げる事業年 度のいずれに該当するか に応じ当該各号

一

次号及び第三号に掲げ る事業年度以外の事業年 度

当該事業年 度における業務の実績

当該事業年度に おける業務の実績及び 中期目標の期間の終 了時に見込まれる中

当該 事業年度における業務 の実績及び中期目 標の期間における業務の 実績

中期目 標の期間の最後の事業 年度の直前の事業年度
期目標の期間に おける業務の実績
中期目標の期間の 最後の事業年度

中期目標 管理法人は、前 項の評価を受けようとす るときは、主務省令で 定めるところによ り、各事業年度の終了 後三月以内に、同 項第

第 一項の評価は、同項第 一号、第二号又は 第三号に定める事項に ついて総合的な評定を 付して、行わなけれ ばならない。この場合 にお

、公表しなければなら ない。

一号、第二号又 は第三号に定める 事項及び当該事項につ いて自ら評価を行った結 果を明らかにし た報告書を主務大臣に提 出するとともに

三

二

に定める事項について 、主務大臣の評価を受 けなければならな い。

第三十二条

２

３

いて、同項 各号に規定する当該事 業年度における業 務の実績に関する評価 は、当該事業年度にお ける中期計画の実 施状況の調査及び分析
を行い、その結 果を考慮して行わなけれ ばならない。

主務大臣は、第一項 の評価を行ったときは 、遅滞なく、当該 中期目標管理法人に対 して、その評価の結果 を通知するととも に、公表し

委員会は、前項 の規定により通知され た評価の結果について 、必要があると認 めるときは、主務大臣 に意見を述べなけれ ばならない。

４

なければ ならない。この場 合において、同項第二号 に規定する中期 目標の期間の終了時に見 込まれる中期目標の期 間における業務の 実績
５

主 務大臣は、第一項 の評価の結果に基づき 必要があると認めると きは、当該中期目 標管理法人に対し、業務 運営の改善その他の 必要な

に関する評価 を行ったときは、委 員会に対しても、遅滞 なく、その評価の 結果を通知しなければ ならない。
６

措置を講ず ることを命ずること ができる。
（財務諸表等）

独立行政法人は 、毎事業年度、貸 借対照表、損益計算書 、利益の処分又は損失の 処理に関する書類 その他主務省令で定め る書

独 立行政法人は、前 項の規定により財務諸 表を主務大臣に提 出するときは、これに 主務省令で定めるところ により作成した 当該事業年

けなければなら ない。

類及びこれ らの附属明細書（以下 「財務諸表」という 。）を作成し、当該 事業年度の終了後三月 以内に主務大臣に 提出し、その承認を受

第三十 八条

２
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３
４

５

度の 事業報告書及び予算の 区分に従い作成し た決算報告書並びに財 務諸表及び決算報告 書に関する監査報告（ 次条第一項の規定によ り会

計監査人の 監査を受けなければな らない独立行政法 人にあっては、監査報 告及び会計監査報告 。以下同じ。）を添 付しなければならない 。

独立行政法人 は、第一項の規定による 主務大臣の承認 を受けたときは、遅滞な く、財務諸表を 官報に公告し、かつ、財 務諸表並びに前

項の事業報告書、決算 報告書及び監査報告を 、各事務所に備え て置き、主務省令で定 める期間、一般の閲 覧に供しなければな らない。

独 立行政法人は、第一項 の附属明細書その他主務 省令で定める書 類については、前項の規 定による公告に代 えて、次に掲げる方法 のい
一

電子公告（電子情 報処理組織を使用する 方法その他の情報通信 の技術を利用する 方法であって総務省令で 定めるものにより 不特定多

時事に関す る事項を掲載する日刊新 聞紙に掲載する方法

ずれかによ り公告することができ る。
二

数の者が 公告すべき内容で ある情報の提供を受け ることができる状態に 置く措置であって 総務省令で定めるもの をとる公告の方法を い
う。次項にお いて同じ。）

独立行政法人が前項 の規定により電子 公告による公告をする 場合には、第三項の主 務省令で定める期 間、継続して当該公告 をしなけれ
ばな らない。
（会計監査人の 監査）

独立行政法 人（その資本の額その 他の経営の規模が 政令で定める基準に達 しない独立行政法人を 除く。以下この条 において同

一

会計帳簿又 はこれに関する資料 が電磁的記録（電子 的方式、磁気的方式その 他人の知覚によ っては認識することがで きない方式で作

会計帳 簿又はこれに関する 資料が書面をもって 作成されているときは 、当該書面

前 項の子法人は、正 当な理由があるときは 、同項の報告又は 調査を拒むことができ る。

しくはその子法 人の業務及び財産の状況 の調査をすること ができる。

会計監査 人は、その職務を行う ため必要があると きは、独立行政法人の 子法人に対して会計に 関する報告を求め 、又は独立行政法人若

） をもって作成されてい るときは、当該電磁的 記録に記録された 事項を総務省令で定める 方法により表示し たもの

られる記録であって 、電子計算機による情 報処理の用に供さ れるものとして総務省 令で定めるものを いう。以下この号にお いて同じ。

二

るこ とができる。

会計監査人は、 いつでも、次に掲げる ものの閲覧及び謄写を し、又は役員（監 事を除く。）及び職員 に対し、会計に関す る報告を求め

なければなら ない。この場合にお いて、会計監査人は、 主務省令で定める ところにより、会計監 査報告を作成しなければ ならない。

じ。）は 、財務諸表、事業 報告書（会計に関する部 分に限る。）及 び決算報告書について、 監事の監査のほか、会 計監査人の監査を 受け

第 三十九条

２

３
４
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５
二

一

第四十条の規定に より自己が会計監査人 に選任されている 独立行政法人又はその 子法人から公認会計 士（公認会計士法（ 昭和二十三

第四十条の 規定により自己が会計監 査人に選任され ている独立行政法人又は その子法人の役員 又は職員

第四十 一条第三項第一号又は 第二号に掲げる者

会 計監査人は、その職務 を行うに当たって は、次の各号のいずれ かに該当する者を 使用してはならない。

三

年法 律第百三号）第十六 条の二第五項に規定する 外国公認会計士 を含む。第四十一条第一 項及び第三項第二号 において同じ。）又 は監
査法人の 業務以外の業務により 継続的な報酬を受けて いる者
（利 益及び損失の処理 ）

独立行政法人は 、毎事業年度、損益計算 において利益を生じた ときは、前事業年 度から繰り越した損失 を埋め、なお残余 があ

第 一項の規定による 積立金の処分について は、個別法で定める。

とができる。

による変更の 認可を受けたときは 、その変更後のもの） をいう。以下同じ 。）の第三十五条の五 第二項第七号の剰余金の 使途に充てるこ

）をいう 。以下同じ。）の 同条第二項第七号又は中 長期計画（第三 十五条の五第一項の認可 を受けた同項の中長期 計画（同項後段の 規定

一 部を中期計画（第三 十条第一項の認可を受 けた同項の中期計 画（同項後段の規定に よる変更の認可を受けた ときは、その変 更後のもの

中期目標管理 法人及び国立研究開発法 人は、第一項に 規定する残余があるとき は、主務大臣の承認 を受けて、その残余 の額の全部又は

きは、その 不足額は、繰越欠損金 として整理しなけ ればならない。

独 立行政法人は、毎事業 年度、損益計算に おいて損失を生じたと きは、前項の規定によ る積立金を減額して 整理し、なお不足があ ると

でない。

るときは、その 残余の額は、積立 金として整理しなけれ ばならない。ただし、第 三項の規定によ り同項の使途に充てる場 合は、この限り

第四十四条

２
３

４

独立行政法 人は、業務開始の 際、会計に関する事項 について規程を定め、 これを主務大臣に 届け出なければならな い。これを

（会計規程）
第四十九条

変更 したときも、同様とす る。

中期目標 管理法人の役員又は職 員（非常勤の者を 除く。以下「中期目標 管理法人役職員」という 。）は、密接関 係法人等に

（他の中期目標 管理法人役職員について の依頼等の規制）
第五十 条の四
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２

３

４

対し 、当該中期目標管理法 人の他の中期目標 管理法人役職員をその 離職後に、若しくは 当該中期目標管理法人 の中期目標管理法人役 職員

であった者 を、当該密接関係法人 等の地位に就かせ ることを目的として、 当該他の中期目標管 理法人役職員若しく は当該中期目標管理法

人役職員であっ た者に関する情報を提供 し、若しくは当 該地位に関する情報の提 供を依頼し、又は 当該他の中期目標管理 法人役職員をそ

の離職後に、若しくは 当該中期目標管理法人 役職員であった者 を、当該密接関係法人 等の地位に就かせる ことを要求し、若し くは依頼し

基礎研究、 福祉に関する業務その他 の円滑な再就職に特に 配慮を要する業務 として政令で定めるも のに従事し、若し くは従事してい

前項の規 定は、次に掲げる場合 には、適用しない。

ては ならない。
一

た 他の中期目標管理 法人役職員又はこれら の業務に従事していた 中期目標管理法人 役職員であった者を密接 関係法人等の地位に 就かせ
退職手当通 算予定役職員を退 職手当通算法人等の地 位に就かせることを目的 として行う場合

ることを 目的として行う場 合
二

大学その他の教育 研究機関の研究者 であった者であって任 期（十年以内に限る。 ）を定めて専ら研 究に従事する職員とし て採用され

第三十五条第一 項の規定による措置 であって政令で定める 人数以上の中期目 標管理法人役職員が離 職を余儀なくされるこ とが見込ま

とを目的とし て行うとき。

職員が離 職を余儀なくさ れることが見込まれる場 合において、当 該他の中期目標管理法人 役職員を密接関係法人 等の地位に就かせ るこ

組 織の意思決定の権 限を実質的に有しない 地位として主務大 臣が指定したもの以外 の地位に就いたことがな い他の中期目標 管理法人役

評価を除く。 ）の結果に基づき中期目 標管理法人の業 務の縮小又は内部組織の 合理化が行われること により、当該中期 目標管理法人の

第三十 二条第一項の評価（同 項第二号に規定す る中期目標の期間の終 了時に見込まれる中期 目標の期間におけ る業務の実績に関する

た 他の中期目標管理法人 役職員を密接関係 法人等の地位に就かせ ることを目的として行う 場合

三
四

五

れ るものを行うため、当 該中期目標管理法 人役職員の離職後の就 職の援助のための 措置に関する計画を作成 し、主務大臣の認定を 受け

ている場 合において、当該計画 における離職後の 就職の援助の対象者で ある他の中期目標 管理法人役職員を密接 関係法人等の地位に就
かせることを 目的として行うとき。

前二項の「密接関係 法人等」とは、営 利企業等（商業、工業 又は金融業その他営利 を目的とする私企 業（以下この項におい て「営利企

業」 という。）及び営利企 業以外の法人（国、 国際機関、地方公共 団体、行政執行法人及び 地方独立行政法人 法（平成十五年法律第 百十

八号）第二 条第二項に規定する特 定地方独立行政法人 を除く。）をいう。 以下同じ。）のうち、 資本関係、取引関 係等において当該中期
目標管理法人と 密接な関係を有するもの として政令で定め るものをいう。

第 二項第二号の「退 職手当通算法人等」と は、営利企業等で その業務が中期目標管 理法人の事務又は事業と 密接な関連を有 するものの
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５

６

うち 総務大臣が定めるもの （退職手当（これ に相当する給付を含む 。）に関する規程に おいて、中期目標管理 法人役職員が当該中期 目標

管理法人の 長の要請に応じ、引き 続いて当該営利企 業等の役員又は当該営 利企業等に使用され る者となった場合に 、中期目標管理法人役

職員としての勤 続期間を当該営利企業等 の役員又は当該 営利企業等に使用される 者としての勤続期 間に通算することと定 めている営利企
業等に限る。）をいう 。

第 二項第二号の「退職手 当通算予定役職員」とは 、中期目標管理 法人の長の要請に応じ、 引き続いて退職手 当通算法人等（前項に 規定

する退職手 当通算法人等をいう。 以下同じ。）の役員又 は退職手当通算法 人等に使用される者と なるため退職するこ ととなる中期目標管

理法人役職員で あって、当該退職手当通 算法人等に在職した後 、特別の事情がな い限り引き続いて採用 が予定されている 者のうち政令で
定め るものをいう。

第一項の 規定によるもの のほか、中期目標管理法 人の役員又は職員は、 この法律、個別法 若しくは他の法令若し くは当該中期目標 管理

法人が定める業 務方法書、第四十 九条に規定する規程そ の他の規則に違反する職 務上の行為（以 下「法令等違反行為」と いう。）をする

こと若しくはしたこと 又は当該中期目標 管理法人の他の役員若 しくは職員に法令等違 反行為をさせるこ と若しくはさせたこと に関し、営

利企 業等に対し、当該中期 目標管理法人の他 の役員若しくは職員を その離職後に、又は当該 中期目標管理法人 の役員若しくは職員で あっ
た者を、当 該営利企業等の地位に 就かせることを要 求し、又は依頼しては ならない。

中期目標管理 法人の役員又は職員は、 次に掲げる要求 又は依頼を受けたときは 、政令で定めるとこ ろにより、当該中期 目標

（ 再就職者による法令 等違反行為の依頼等の 届出）
第五十条 の六

前号に 掲げるもののほか、再 就職者のうち、当該 中期目標管理法人の 役員又は管理若しくは 監督の地位として 主務省令で定めるもの

反 行為の要求又は依頼

理法人の業務に係る ものに限る。次号にお いて「契約等事務 」という。）であって 離職前五年間の職 務に属するものに関す る法令等違

当該営利企業 等に対して行われる行 政手続法（平成五 年法律第八十八号）第二 条第二号に規定 する処分に関する事務（ 当該中期目標管

に属する 役員又は職員に対して 行う、当該中期目 標管理法人と当該営利 企業等との間で締 結される売買、賃借、 請負その他の契約又は

） が、離職後二年を経過 するまでの間に、 離職前五年間に在職し ていた当該中期目 標管理法人の内部組織と して主務省令で定める もの

中期目標管理法 人役職員であった者 であって離職後に営利 企業等の地位に就 いている者（以下この 条において「再就職者 」という。

管理法人の長 にその旨を届け出な ければならない。
一

二

に就いていた 者が、離職後二年を経過 するまでの間に、当 該中期目標管理法人 の役員又は職員に対し て行う、契約等事 務に関する法令
等 違反行為の要求又 は依頼
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三

前二号に掲げるものの ほか、再就職者が 行う、当該中期目標管 理法人と営利企業等 （当該再就職者が現に その地位に就いている もの

に限る。 ）との間の契約であっ て当該中期目標管 理法人においてその締 結について自らが決定 したもの又は当該 中期目標管理法人によ

る当該営利企 業等に対する行政手続法 第二条第二号に 規定する処分であって自 らが決定したものに 関する法令等違反行 為の要求又は依
頼
（中期目標 管理法人の長がとるべ き措置等）

中 期目標管理法人の長は、 当該中期目標管理法人 の役員又は職員が 第五十条の四から前条 までの規定に違反 する行為をした

中 期目標管理法人の長は 、毎年度、第五十 条の六の規定による届 出及び前二項の措置の 内容を取りまとめ、 政令で定めるところに より

求又は依頼に係る法令 等違反行為を確実 に抑止するために必要 な措置を講じなければ ならない。

第五十条の六 の規定による届出 を受けた中期目標管理 法人の長は、当該届出 に係る要求又は依 頼の事実があると認める ときは、当該要

置を講じな ければならない 。

と認 めるときは、当該 役員又は職員に対する 監督上の措置及び当該 中期目標管理法人 における当該規定の遵守 を確保するために 必要な措

第五十条の八

２
３
、主務大臣 に報告しなければなら ない。

主務大臣は、こ の法律を施行するため必 要があると認め るときは、独立行政法人 に対し、その業務並 びに資産及び債務の 状況

（ 報告及び検査）
第六十四 条

に関し報告を させ、又はその職員 に、独立行政法人の事 務所に立ち入り、 業務の状況若しくは帳 簿、書類その他の必要な 物件を検査させ
２

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

前 項の規定により職 員が立入検査をする場 合には、その身分を示 す証明書を携帯し 、関係人にこれを提示し なければならない。

ることができる。
３

独 立行政法人労働安全衛 生総合研究所法（ 平成十一年法律第百八 十一号）（抄）
総則

○
第一章
（目 的）
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第一条

この法律は、独立行 政法人労働安全衛 生総合研究所の名称、 目的、業務の範囲 等に関する事項を定める ことを目的とする。

（名称）

第二条 この法律及び独 立行政法人通則法 平
( 成 十一年法律第百 三号。以下「通則法」と いう。 の
) 定める ところにより設立され る通則法第
二条 第一項に規定する独立 行政法人の名称は、独立 行政法人労働安 全衛生総合研究所とする 。
（研究所の目的 ）

第三条 独立行政法人労 働安全衛生総合研究所 以
( 下「研究所」という 。 は
) 、事業場に おける災害の予防並びに 労働者の健康の 保持増進及
び職業性疾 病の病因、診断 、予防その他の職業性疾 病に係る事項に関する 総合的な調査及び 研究を行うことにより 、職場における労 働者
の安全及び健康 の確保に資するこ とを目的とする。

研究所は、通則法第二 条第二項に規定す る中期目標管理法人と する。

（中 期目標管理法人）
第三条の二

研究所は、主たる事 務所を東京都に置く。

（ 事務所）
第四条
（資本金）

研究所の資本金 は、附則第五条第二項 の規定により政府から 出資があったもの とされた金額とする。

政府は、 必要があると認め るときは、予算で定め る金額の範囲内におい て、研究所に追加 して出資することがで きる。

第五条
２

研究所は、前 項の規定による政 府の出資があったとき は、その出資額により資 本金を増加する ものとする。
役員及び職員

３
第二章
（役員）

研究所に 、役員として、その長で ある理事長及び 監事二人を置く。

研 究所に、役員とし て、理事二人以内を置 くことができる。

第六条
２
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（理事の職 務及び権限等）

通則法第十九条第二 項の個別法で定める役 員は、理事とする 。ただし、理事が置か れていないときは 、監事とする。

理事は、 理事長の定めるところに より、理事長を 補佐して研究所の業務を 掌理する。

２

前 項ただし書の場合にお いて、通則法第十九条第 二項の規定によ り理事長の職務を代理し 又はその職務を行 う監事は、その間、監 事の

第七条
３
職務を行っ てはならない。

理事 の任期は、二年 とする。

（役 員の任期）
第八条

研究所の役員及び職 員は、職務上知る ことのできた秘密を漏 らし、又は盗用しては ならない。その職を 退いた後も、同様とす る。

（役員及び職員の秘密 保持義務）
第九条

業務等

研究所の役員及 び職員は、刑法 明
( 治四 十年法律第四十 五号 そ
) の他の罰則の適 用については、法令に より公務に従事す る職員とみ

（役員及び職員 の地位）
第 十条
なす。
第三章

研究所は 、前項の業務のほか、 労働安全衛生法 昭
( 和四十七年法律第五十 七号 第
) 九十六条の二 第一項に規定する 調査及び同条第二項に

前号の業務に附帯する 業務を行うこと。

る総合的な調査及び 研究を行うこと。

事業場にお ける災害の予防並び に労働者の健康の保 持増進及び職業性疾病の 病因、診断、予 防その他の職業性疾病に 係る事項に関す

研 究所は、第三条の 目的を達成するため、 次の業務を行う。

（業 務の範囲）

二

一

第十一条

２

規定する立入検 査を行う。
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（区 分経理）

第十二条 研 究所は、前条に規定す る業務のうち労働 者災害補償保険法 昭
( 和 二十二年法律第 五十号 第
) 二十九条第一 項の社会復帰促進等事
業として行われ るものに係る経理とその 他の業務に係る 経理とを区分して整理し なければならない 。
（積 立金の処分）

第十三条 研 究所は、通則法第二十 九条第二項第一号に規 定する中期目標の 期間 以
( 下この項におい て「中期目標の期 間」という。 の
) 最後
の事業年度に係 る通則法第四十四条第一 項又は第二項の規定に よる整理を行った 後、同条第一項の規定 による積立金があ るときは、その

額に 相当する金額のう ち厚生労働大臣の承認 を受けた金額を、当該 中期目標の期間の 次の中期目標の期間に係 る通則法第三十条 第一項の

厚生労働大臣は、前 項の規定による承 認をしようとするとき は、財務大臣に協議し なければならない 。

認可を受け た中期計画 同
( 項 後段の規定による変更 の認可を受けたときは、 その変更後のも の の
) 定めるところによ り、当該次の中期 目標
の期間における 第十一条に規定す る業務の財源に充てる ことができる。
２

研 究所は、第一項に規定 する積立金の額に 相当する金額から同項 の規定による承認を受 けた金額を控除して なお残余があるときは 、そ

雑則

前三項に定め るもののほか、納付金の 納付の手続その 他積立金の処分に関し必 要な事項は、政令で 定める。

の残余の額 を国庫に納付しなけれ ばならない。

３
４
第四章

（緊急の必要 がある場合の厚生労 働大臣の要求）

査及び研究 第
( 十一条に規定す る業務の範囲内に限 る。 の
) 実施を求めるこ とができる。
研究所は、厚 生労働大臣から前 項の規定による求めが あったときは、正当な理 由がない限り、 その求めに応じなければ ならない。

第十四条 厚生労働 大臣は、労働災害 労
( 働安全衛生法第二条第 一号の労働災害を いう。以下この条にお いて同じ。 が
) 発生し 、又は発生す
るお それがある場合にお いて、労働災害の予 防のための調査及び研 究を緊急に行う必 要があると認めるときは 、研究所に対し、必要 な調
２

罰則

研 究所に係る通則法にお ける主務大臣及び 主務省令は、それぞれ 厚生労働大臣及び厚生 労働省令とする。

（主 務大臣等）
第十五条
第五章
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第十六 条

第九条の規定に違 反して秘密を漏ら し、又は盗用した者は 、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金 に処する。

第十一条に規定す る業務以外の業務を行 ったとき。

次の各 号のいずれかに該当する 場合には、その 違反行為をした研究所の 役員は、二十万 円以下の過料に処する。

一

第十三条第一項の規定 により厚生労働大臣の承 認を受けなけれ ばならない場合において 、その承認を受け なかったとき。

則

独 立行政法人に係る 改革を推進するための 厚生労働省関係法律の 整備に関する法律 （平成十八年法律第二十 五号）（抄）

二

第十七条

○
附

この法律は、平成十 八年四月一日から 施行する。ただし、附 則第九条第二項及び第 三項並びに第十二条 の規定は、公布の日か ら施

（施行期日）
第一条
行する。
（ 職員の引継ぎ等）

この法律の施行の際 現に独立行政法人産業医 学総合研究所（ 以下「産業医学総合研究 所」という。）の職 員である者は、別に 辞令

こ の法律の施行の際 現に独立行政法人産業 安全研究所（以下「産 業安全研究所」と いう。）及び独立行政法 人国立健康・栄養研 究所（

全衛生総合研究所」 という。）の職員と なるものとする。

を発せられな い限り、この法律の 施行の日（以下「施行 日」という。）に おいて、独立行政法人 労働安全衛生総合研究所 （以下「労働安

第二条

２

以下「国立 健康・栄養研究所」 という。）の職員で ある者は、別に辞令を 発せられない限り 、施行日において、引 き続き、産業安全研究

所の職員である 者にあっては労働安 全衛生総合研究所の 、国立健康・栄養研究所 の職員である者 にあっては国立健康・栄 養研究所の職員

附則 第二条の規定により施 行日後の労働安全 衛生総合研究所等の職 員となる者に対しては 、国家公務員退職 手当法（昭和二十八年

となるものとする。
第四条

（略）

法律第百八十二 号）に基づく退職手当は 、支給しない。
２～４
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（国家公務 員退職手当法の適用に 関する経過措置）

施行日前 に施行日前の産業安全研 究所等を退職し た者の退職手当について 国家公務員退職 手当法等の一部を改正す る法律（平成二

国家公務員退 職手当法（昭和二 十八年法律第百八十二 号）（抄）

所の理事長は、 同法第十二条の二第一項 に規定する各省各庁の 長等とみなす。

労働安全衛 生総合研究所の、独立 行政法人医薬基盤・健 康・栄養研究所を 退職した者にあっては 独立行政法人医薬基 盤・健康・栄養研究

員退 職手当法第十二条の二 及び第十二条の三の規定 の適用について は、産業安全研究所及び 産業医学総合研究 所を退職した者にあっ ては

十年法律第九十五号） 附則第二条の規定によ りなお従前の例に よることとされる場合 における同法第一条 の規定による改正前 の国家公務

第五条

○

この 法律の規定による退職 手当は、常時勤務 に服することを要する 国家公務員（国家公務 員法（昭和二十二 年法律第百二十号）第

（適 用範囲）
第二条

八十一条の四第 一項又は第八十一条の五 第一項の規定に より採用された者及びこ れらに準ずる他の法令 の規定により採用 された者並びに

独 立行政法人通則法（ 平成十一年法律第百三 号）第二条第四項 に規定する行政執行法 人（以下「行政執行法人 」という。）の 役員を除く。
２

国家公務 員共済組合法（昭 和三十三年法律第百二 十八号）（抄）

職員以外 の者で、その勤務形態 が職員に準ずるものは 、政令で定めると ころにより、職員とみ なして、この法律の規 定を適用する。

以下「職 員」という。）が 退職した場合に、その者 （死亡による退 職の場合には、その遺族 ）に支給する。

○

職員

常時勤務に服すること を要する国家公務員 （国家公務員法（昭 和二十二年法律第百二 十号）第七十九条 又は第八十二条の規定

この法律において、 次の各号に掲げる 用語の意義は、それぞ れ当該各号に定めるとこ ろによる。

（定義）
第二条
一

（他の法令の これらに相当する規定を 含む。）による休職 又は停職の処分を受 けた者、法令の規定に より職務に専念す る義務を免除さ

れ た者その他の常時 勤務に服することを要 しない国家公務員で政 令で定めるものを 含むものとし、臨時に使 用される者その 他の政令で
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（略）

そう

組合 員又は組合員であつた者 の配偶者、子、 父母、孫及び祖父母で、 組合員又は組合員 であつた者の死亡の当 時（失踪の宣告

定 める者を含まないもの とする。）をいう 。
二
遺族
う。
退職

職員が死亡以外の事由 により職員でなくなる こと（職員でなく なつた日又はその翌日 に再び職員となる場 合におけるその職員

を受けた組合員であ つた者にあつては、行 方不明となつた当 時。第三項において同 じ。）その者によつて 生計を維持してい たものをい

三

四

（略 ）

（略）

でなくなること を除く。）をいう。
五～ 七
２～４

各省各庁ごとに、そ の所属の職員及び その所管する行政執行 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 掲げ

（設立及び業務）
第三条

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。
一
厚生 労働省

法務省
林野庁に属する 職員

国立ハン セン病療養所に属する職 員

前項に定める もののほか、次の各号に 掲げる各省各庁 については、それぞれ当 該各号に掲げる職員 をもつて組織する組 合を設ける。
二
農林水産 省

２

三
（略）

矯正管区 、刑務所、少年刑務所 、拘置所、少年院 、少年鑑別所、婦人補 導院及び政令で定める機 関に属する職員

３～５

行政執行法人以 外の独立行政法人のう ち別表第二に掲げるもの 又は国立大学法 人等に常時勤務すること を要する者（行

（行政執行 法人以外の独立行政 法人又は国立大学法 人等に常時勤務するこ とを要する者の取 扱い）
第百二十四条の三

政執行法人以外の独立 行政法人又は国立大 学法人等に常時勤務 することを要しない者 で政令で定めるも のを含むものとし、臨 時に使用さ

れる 者その他の政令で定め る者を含まないもの とする。）は、職員 とみなして、この法律の 規定を適用する。 この場合においては、 第三

条第一項中 「及びその所管する行 政執行法人」とある のは「並びにその所 管する行政執行法人、 第三十一条第一号 に規定する独立行政法

人のうち別表第 二に掲げるもの及び同号 に規定する国立大 学法人等」と、同条第 二項第二号中「国立ハ ンセン病療養所」 とあるのは「国

立ハ ンセン病療養所並 びに独立行政法人国立 病院機構及び高度専 門医療に関する研究 等を行う国立研究開発法 人に関する法律 （平成二十
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年法 律第九十三号）第三条 の二に規定する国 立高度専門医療研究セ ンター」と、同項第 三号中「林野庁」とあ るのは「林野庁及び国 立研

究開発法人 森林総合研究所」と、 第八条第一項中「 及び当該各省各庁の所 管する行政執行法人 」とあるのは「並び に当該各省各庁の所管

する行政執行法 人、第三十一条第一号に 規定する独立行 政法人のうち別表第二に 掲げるもの及び同 号に規定する国立大学 法人等」と、第

三十七条第一項中「及 び当該各省各庁の所管 する行政執行法人 」とあるのは「並びに 当該各省各庁の所管 する行政執行法人、 独立行政法

人の うち別表第二に掲げる もの及び国立大学法人等 」と、第四章中 「公務」とあるのは「業 務」と、第九十九 条第一項第一号及び第 三号

中「行政執 行法人の負担に係るも の」とあるのは「行政 執行法人の負担に 係るもの（第百二十四 条の三の規定により 読み替えられた第七

項及び第八項に おいて読み替えて適用す る第五項の規定による 独立行政法人のう ち別表第二に掲げるも の及び国立大学法 人等の負担に係

るも のを含む。）」と 、同条第三項中「若し くは独立行政法人国立 印刷局」とあるの は「、独立行政法人国立 印刷局若しくは独 立行政法

人国立病院 機構」と、同条 第六項から第八項までの 規定中「行政執行法人 」とあるのは「行 政執行法人、独立行政 法人のうち別表第 二に

掲げるもの又は 国立大学法人等」 と、第百二条第一項及 び第四項並びに第百二十 二条中「行政執 行法人」とあるのは「行 政執行法人、独

拠

法

立行政法人のうち別表 第二に掲げるもの 、国立大学法人等」と するほか、必要な技術 的読替えは、政令 で定める。

根
（略）

称

（ 略）

独立行政法 人国立文化財機構 法（平成十一年法律第 百七十八号）

独立行政法人種苗管 理センター

（略）

独立行政法人種苗管理 センター法（平成 十一年法律第百八十四 号）

船員保険法（昭和十 四年法律第七十三 号）（抄）

（略 ）

独立行政法人 労働安全衛生総合研 究所 独立行政法人労働 安全衛生総合研究 所法（平成十一年法律 第百八十一号）

独立行政 法人国立文化財機 構

名

別表第二（第 百二十四条の三関係）

○

この法律 において「被保険者」と は、船員法（昭 和二十二年法律第百号） 第一条に規定する船員 （以下「船員」と いう。）として

（定義）
第二条

船舶 所有者に使用され る者及び疾病任意継続 被保険者をいう。
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２

３

こ の法律において「疾病 任意継続被保険者 」とは、船舶所有者に 使用されなくなっ たため、被保険者（独立 行政法人等職員被保険 者を

除く。）の 資格を喪失した者であ って、喪失の日の 前日まで継続して二月 以上被保険者（疾病 任意継続被保険者又 は国家公務員共済組合

法（昭和三十三 年法律第百二十八号）若 しくは地方公務 員等共済組合法（昭和三 十七年法律第百五 十二号）に基づく共済 組合の組合員で

ある被保険者を除く。 ）であったもののうち 、健康保険法（大 正十一年法律第七十号 ）による全国健康保 険協会に申し出て、 継続して被

保険 者になった者をいう。 ただし、健康保険の被保 険者（同法第三 条第二項に規定する日雇 特例被保険者を除 く。以下同じ。）又は 後期

高齢者医療 の被保険者（高齢者の 医療の確保に関する法 律（昭和五十七年 法律第八十号）第五十 条の規定による被保 険者をいう。）若し

くは同条各号の いずれかに該当する者で あって同法第五十一条 の規定により後期 高齢者医療の被保険者 とならないもの（ 独立行政法人等

職員 被保険者を除く。 以下「後期高齢者医療 の被保険者等」と総称 する。）である者 は、この限りでない。

この法律 において「独立 行政法人等職員被保険者 」とは、国家公務員共 済組合法に基づく 共済組合の組合員（行 政執行法人（独立 行政

法人通則法（平 成十一年法律第百 三号）第二条第四項に 規定する行政執行法人を いう。）以外の 独立行政法人（同条第一 項に規定する独

立行政法人をいう。） のうち別表第一に 掲げるもの並びに国立 大学法人法（平成十五 年法律第百十二号 ）第二条第一項に規定 する国立大

学法 人及び同条第三項に規 定する大学共同利 用機関法人に常時勤務 することを要する者（同 表に掲げる法人に 常時勤務することを要 しな

い者で政令 で定めるものを含むも のとし、臨時に使 用される者その他の政 令で定める者を含まな いものとする。） に限る。）である被保
（略）

険者（疾病任意 継続被保険者を除く。） をいう。
４ ～９

（略）

根拠法

（略 ）

独立行政法 人国立文化財機構法（平 成十一年法律第 百七十八号）

独立行政法人種苗管理 センター

（略）

独 立行政法人種苗管理 センター法（平成十一年 法律第百八十四 号）

労 働者災害補償保険 法（昭和二十二年法律 第五十号）（抄）

（略 ）

独立行政法人労 働安全衛生総合研究 所 独立行政法人労働 安全衛生総合研究所法 （平成十一年法律 第百八十一号）

独立行政法 人国立文化財機構

名称

別表第一（第 二条関係）

○
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政府は、この保険の適 用事業に係る労働 者及びその遺族につい て、社会復帰促進 等事業として、次の事 業を行うことができる 。

業務災害の 防止に関する活動に対す る援助、健康診断に関 する施設の設置及 び運営その他労働者の 安全及び衛生の確 保、保険給付の

の貸付け による援護その他被災 労働者及びその遺族の 援護を図るために 必要な事業

被災労働者の療養生活 の援護、被災労働者の受 ける介護の援護 、その遺族の就学の援護 、被災労働者及び その遺族が必要とする 資金

「被災労働者」とい う。）の円滑な社会復 帰を促進するため に必要な事業

療養に関す る施設及びリハビリテー ションに関する 施設の設置及び運営その 他業務災害及び通 勤災害を被つた労働者 （次号において

第二十九条
一
二
三

前項各号 に掲げる事業の 実施に関して必要な基準 は、厚生労働省令で定 める。

適 切な実施の確保並 びに賃金の支払の確保 を図るために必要な事 業
②

政府は、第一 項の社会復帰促進 等事業のうち、独立行 政法人労働者健康福祉 機構法（平成十四 年法律第百七十一号）第 十二条第一項に

障害者の雇用 の促進等に関する法律（ 昭和三十五年法 律第百二十三号）（抄）

掲げるものを独立行政 法人労働者健康福 祉機構に行わせるもの とする。

③

○

広域障害者職業センタ ーは、広範囲の地域に わたり、系統的に 職業リハビリテーショ ンの措置を受けること を必要とする障害

（広域障 害者職業センター ）
第二十一条

者に関して、障害者 職業能力開発校又は 独立行政法人労働者健 康福祉機構法（平 成十四年法律第百七十 一号）第十二条第一項 第一号に掲

げる 療養施設若しくは同 項第七号に掲げるリ ハビリテーション施設 その他の厚生労働 省令で定める施設との密 接な連携の下に、次に 掲げ
厚生労働省 令で定める障害者に 対する職業評価、職 業指導及び職業講習を系 統的に行うこと 。

る業務を行 う。
一

前号の措置を受け た障害者を雇用し、 又は雇用しようとす る事業主に対する障害 者の雇用管理に関 する事項についての助 言その他の
前二号 に掲げる業務に附帯す る業務を行うこと。

援 助を行うこと。

二
三
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○

地 方公務員等共済組合法 の長期給付等に関 する施行法（昭和三十 七年法律第百五十 三号）（抄）
（経過措置に伴 う費用の負担）

第二章から 第七章まで、第九章及 び第十章の規定に より職員（新法第百四 十二条第一項に規 定する国の職員を含む 。）である

住 民基本台帳法（昭和四 十二年法律第八十 一号）（抄）

を組合（指 定都市職員共済組合 、市町村職員共済組 合及び都市職員共済組 合にあつては、市 町村連合会）に払い込 むものとする。

に勤 務していた期間を組 合員期間に算入され る者に係る長期給付で 当該勤務していた 期間に係るものの支払に 充てる金額を負担し、 これ

債務返済機構にあつ ては日本道路公団、 首都高速道路公団又は 阪神高速道路公団 、地方公共団体金融機 構にあつては公営企業 金融公庫）

高速道路株式 会社にあつては首都 高速道路公団、阪神高 速道路株式会社に あつては阪神高速道路 公団、独立行政法人日本 高速道路保有・

つては労 働福祉事業団、東 日本高速道路株式会社、 中日本高速道路 株式会社及び西日本高速 道路株式会社にあつて は日本道路公団、 首都

小 企業信用保険公庫、 独立行政法人高齢・障 害・求職者雇用支 援機構にあつては雇用 促進事業団、独立行政法 人労働者健康福 祉機構にあ

ては農地開発機 械公団又は森林開発公団 、独立行政法人 都市再生機構にあつては 日本住宅公団、株式会 社日本政策金融公 庫にあつては中

用する場合 を含む。）の規定によ り機構等（独立行 政法人水資源機構にあ つては愛知用水公団、 国立研究開発法人 森林総合研究所にあつ

又は 阪神高速道路株式会社 をいう。以下この 項において同じ。）は 、政令で定めるところに より、第七条（第 三十六条第一項におい て準

独立行政法人労働者健 康福祉機構、株式 会社日本政策金融公庫 、首都高速道路株式会 社、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇 用支援機構

株式会社、独立 行政法人日本高速 道路保有・債務返済機 構、国立研究開発法人森 林総合研究所、 原子燃料公社、地方公共 団体金融機構、

機構等（ 独立行政法人都 市再生機構、独立行政法 人水資源機構、東日本 高速道路株式会社 、中日本高速道路株式 会社、西日本高速 道路

める ところにより、組 合又は連合会が負担す る。

第二章から第 八章まで及び第十章の規 定により組合役職員又 は連合会役職員で ある組合員について生 ずる組合の追加費 用は、政令で定

、国又は地 方公共団体が負担する 。

組合 員について生ずる組合 の追加費用は、第三項の 規定により同項 に規定する法人が負担す べき金額を除き、 政令で定めるところに より

第九十六条

２
３

○

機構は、 別表第一の上欄に掲げ る国の機関又は法 人から同表の下欄に掲 げる事務の処理に関し求 めがあつたとき は、政令で

（国の機関等へ の本人確認情報の提供）
第三十 条の九
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定め るところにより、第三 十条の七第三項の 規定により機構が保存 する本人確認情報で あつて同項の規定によ る保存期間が経過して いな

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

、当該別表第一 の上欄に掲げる国の機関 又は法人が番号 利用法第九条第一項の規 定により個人番号 を利用することができ る場合に限り、
提供するものとする。

機構は、第三十条の九 に規定する求めを行う 別表第一の上欄に 掲げる国の機関又は法 人から、総務大臣 の認可を受けて

（本人確認 情報の提供に関する手 数料）
第三十条の二十三
定め る額の手数料を徴 収することができる。
（受領者等によ る本人確認情報の 安全確保）

第三 十条の九から第三 十条の十四まで若しく は第三十条の十五第二 項の規定により本 人確認情報の提供を受 けた市町村

前項 の規定は、受領者か ら受領した本人確認情報 の電子計算機処 理等の委託（二以上の段 階にわたる委託を含 む。）を受けた者が 受託

に 必要な措置を講じな ければならない。

等を行うに当た つては、受領者は、受領 した本人確認情 報の漏えい、滅失及び毀 損の防止その他の当該 本人確認情報の適 切な管理のため

下「受領者 」という。）がこれら の規定により提供 を受けた本人確認情報 （以下「受領した本人 確認情報」という 。）の電子計算機処理

長そ の他の市町村の執行機 関若しくは都道府 県知事その他の都道府 県の執行機関又は別表第 一の上欄に掲げる 国の機関若しくは法人 （以

第三十条の二十八

２

した業務を行 う場合について準用 する。
（本 人確認情報の電子計 算機処理等に従事す る受領者の職員等の秘 密保持義務）

第三十条の十 から第三十条の十四ま で又は第三十条の十五 第二項の規定によ り市町村長その他の市 町村の執行機関又は 都

第三十条 の九の規定により別表 第一の上欄に掲げ る国の機関又は法人が 提供を受けた本人確認 情報の電子計算機 処理等に関する事務に

漏ら してはならない。

職員又は職員であつた 者は、その事務に関 して知り得た本人確 認情報に関する秘密又 は本人確認情報の 電子計算機処理等に関 する秘密を

道府県知事その 他の都道府県の執行 機関が提供を受けた 本人確認情報の電子計算 機処理等に関す る事務に従事する市町村 又は都道府県の

第三十条の三 十

２

従事する同欄に 掲げる国の機関の職員若 しくは職員であつ た者又は同欄に掲げる 法人の役員若しくは職 員若しくはこれら の職にあつた者

は、 その事務に関して 知り得た本人確認情報 に関する秘密又は本 人確認情報の電子計 算機処理等に関する秘密 を漏らしてはな らない。
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３

受 領者から受領した本人 確認情報の電子計 算機処理等の委託（二 以上の段階にわた る委託を含む。）を受け た者若しくはその役員 若し

務

くは職員又 はこれらの者であつた 者は、その委託さ れた業務に関して知り 得た本人確認情報に 関する秘密又は本人 確認情報の電子計算機
処理等に関する 秘密を漏らしてはならな い。

事

労働者 災害補償保険法（昭和 二十二年法律第五 十号）による同法第七 条第一項の保険給 付の支

給又は同法 第二十九条第一項 の社会復帰促進等事業 の実施に関する事務であ つて総務省令で 定
めるもの

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）による同 法第五十九条第一

金の立 替払に関する事務であ つて総務省令で定める もの

厚生労働省又 は独立行政法人 賃金の支払の確保等に 関する法律（昭和五十一 年法律第三十四 号）による同法第七条の 未払賃

厚生労働省

提供を受け る国の機関又は法人
（略）
六十 三

六十四
厚 生労働省

労 働者健康福祉機構
六十五

項の特別遺族給付 金の支給に関する事務 であつて総務省令 で定めるもの
（略）

社会保険労務士 法（昭和四十三年法律 第八十九号）（抄）

（ 略）

（略）

別表第 一（第三十条の九、第 三十条の二十三、第三十 条の二十八、第 三十条の三十関係）

○

別表第一に掲げる 労働及び社会保険に 関する法令（以下「 労働社会保険諸法令」 という。）に基づ いて申請書等（行政機 関等に提出

社会保険 労務士は、次の各 号に掲げる事務を行う ことを業とする。

（社会保険 労務士の業務）
第二条
一

す る申請書、届出書、報 告書、審査請求書、異 議申立書、再審査 請求書その他の書類（そ の作成に代えて電 磁的記録（電子的方式 、磁

気的方式 その他人の知覚によつ ては認識できない方式 で作られる記録で あつて、電子計算機に よる情報処理の用 に供されるものをいう 。
申請書等につ いて、その提出に関す る手続を代わつてす ること。

以下同じ。） を作成する場合における 当該電磁的記録を含 む。）をいう。以下 同じ。）を作成するこ と。
一の 二
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一の 三

労働社会保険諸法 令に基づく申請、 届出、報告、審査請求 、異議申立て、再審 査請求その他の事項（ 厚生労働省令で定める もの

に限る。 以下この号において「 申請等」という。 ）について、又は当該 申請等に係る行政機関 等の調査若しくは 処分に関し当該行政機

関等に対して する主張若しくは陳述（ 厚生労働省令で 定めるものを除く。）に ついて、代理するこ と（第二十五条の二 第一項において
（略）

「事務代理」という 。）。

（略）

（ 略）

一の 四～一の六
二・三
２～４

五

独立行政法人労働者健 康福祉機構法（平 成十四年法律第百七十 一号）

労働保険審査官及 び労働保険審査会 法（昭和三十一年法律 第百二十六号）

（略）

六

職業能 力開発促進法（昭和四 十四年法律第六十 四号）
（ 略）

労働安全 衛生法（昭和四十七年 法律第五十七号）（抄 ）

八～三十三

七

一～四

別表第一（第 二条関係）

○

労働基準監督官は 、この法律を施行する ため必要があると認め るときは、事業場 に立ち入り、関係者に 質問し、帳簿、書類 そ

（労 働基準監督官の権限 ）
第九十一条

の他の物件を検 査し、若しくは作業 環境測定を行い、又 は検査に必要な限度にお いて無償で製品 、原材料若しくは器具を 収去することが

３

２

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

前二項の 場合において、労働基 準監督官は、その 身分を示す証票を携帯 し、関係者に提示しな ければならない。

（ 略）

できる。

４
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厚生労働省、都道府県 労働局及び労働基 準監督署に、産業安全 専門官及び労働衛 生専門官を置く。

（産 業安全専門官及び労働 衛生専門官）

（略）

対し、労働 者の健康障害を 防止するため必要な事項 及び労働者の健康の保 持増進を図るため 必要な事項について指 導及び援助を行う 。

労働 災害の原因の調査 その他特に専門的知識 を必要とする事務で、 衛生に係るものを つかさどるほか、事業者 、労働者その他の 関係者に

六十五条の規定 による作業環境測定につ いての専門技術的事項 、特別安全衛生改 善計画、安全衛生改善 計画及び届出に関 する事務並びに

労働衛生 専門官は、第五十六条 第一項の許可、第五十 七条の三第四項の 規定による勧告、第五 十七条の四第一項 の規定による指示、第

危険 を防止するため必要な 事項について指導及び援 助を行う。

の調査その他特に専門 的知識を必要とする事 務で、安全に係る ものをつかさどるほか 、事業者、労働者そ の他の関係者に対し 、労働者の

産業安全専門 官は、第三十七条第一項 の許可、特別安 全衛生改善計画、安全衛 生改善計画及び 届出に関する事務並びに 労働災害の原因

第九十三条
２

３

４
（産 業安全専門官及び労働 衛生専門官の権限 ）

産業安全専門官又は労 働衛生専門官は、 前条第二項又は第三項 の規定による事務を行 うため必要がある と認めるときは、事業

第九 十一条第三項及び第 四項の規定は、前項の規 定による立入検 査について準用する。

で 製品、原材料若しく は器具を収去すること ができる。

場に立ち入り、 関係者に質問し、帳簿、 書類その他の物 件を検査し、若しくは作 業環境測定を行い、又 は検査に必要な限 度において無償

第九十四条

２

（研究所による労働 災害の原因の調査等 の実施）

厚生労 働大臣は、第九十三条 第二項又は第三項の規 定による労働災害 の原因の調査が行われる 場合において、当該 労働災

研 究所は、前項の指 示に従つて立入検査を 行つたときは、そ の結果を厚生労働大臣 に報告しなければならな い。

してこれを実施 すべきことを指示するも のとする。

厚生労働 大臣は、前項の規定に より研究所に立入 検査を行わせる場合に は、研究所に対し、当 該立入検査の場所 その他必要な事項を示

限る 。）を行わせることが できる。

厚生労働大臣は、必 要があると認める ときは、研究所に、第 九十四条第一項の規定 による立入検査（ 前項に規定する調査に 係るものに

当該調査を行わ せることができる。

害の規模そ の他の状況から判断 して必要があると認 めるときは、独立行政 法人労働安全衛生 総合研究所（以下「研 究所」という。）に、

第九十 六条の二

２
３
４
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５

第 九十一条第三項及び第 四項の規定は、第 二項の規定による立入 検査について準用 する。この場合において 、同条第三項中「労働 基準
監督官」と あるのは、「独立行政 法人労働安全衛生 総合研究所の職員」と 読み替えるものとす る。

厚生労働大 臣は、前条第一項に規定 する調査に係る 業務及び同条第二項に規 定する立入検査の 業務の適正な実施を確 保す

（研究所に対する命令 ）
第九十 六条の三

確定 拠出年金法（平成十 三年法律第八十八号）（ 抄）

研究所 が第九十六条の三の規 定による命令に違 反した場合におけるそ の違反行為をした研究 所の役員

（ 外国登録製造時等検査 機関等を除く。）

第二項（第五十三条 の三から第五十四 条の二まで及び第七十 七条第三項において準 用する場合を含む 。）の規定による請求 を拒んだ者

財務諸表等を 備えて置かず、財 務諸表等に記載すべき 事項を記載せず、若しく は虚偽の記載を し、又は正当な理由がな いのに第五十条

第五十 条第一項（第五 十三条の三から第五十四 条の二まで及び第七十 七条第三項におい て準用する場合を含む 。）の規定に違反 して

次の各号 のいずれかに該当する 者は、二十万円以下の 過料に処する。

るため必要 があると認めるときは 、研究所に対し、これ らの業務に関し必 要な命令をすることが できる。

二

一

第百二 十三条

○
（定義）
（略）

この法律 において「企業型 年金」とは、厚生年金 適用事業所の事業主が 、単独で又は共同 して、次章の規定に基 づいて実施する年金 制

第二条
２
度をいう。
（略）

こ の法律において「確定 拠出年金運営管理 業」とは、次に掲げる 業務（以下「運営管理業 務」という。）の 全部又は一部を行う事 業を

３～６
７

確定拠出年 金における次のイからハ までに掲げる業務 （連合会が行う個人型 年金加入者の資格の確 認に係る業務その 他の厚生労働省

いう。
一

令 で定める業務を除 く。以下「記録関連業 務」という。）
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二
８～

イ

加入 者等が行った運用の指 図の取りまとめ及 びその内容の資産管理 機関（企業型年金を実 施する事業主が第 八条第一項の規定によ

（略）

（略）

り締結した契約の 相手方をいう。以下同 じ。）又は連合会 への通知

ロ
ハ
（略）
（略 ）

企業型年金の資 産管理機関は、政令で定 めるところにより、当 該企業型年金の実 施事業所において実施 される確定給付企 業年

（他 の制度の資産の移 換）

則

独立 行政法人住宅金融支 援機構法（平成十七年法 律第八十二号） （抄）

企業型年金 加入者に係る第三十三 条第一項の通算加 入者等期間に算入する ものとする。

企業 型年金加入者が六十歳 に達した日の前日 が属する月以前の期間 に限る。）その他これに 準ずる期間のうち 政令で定めるものは、 当該

前項の規定により資 産管理機関が資産 の移換を受けたときは 、各企業型年金加入者 が当該実施事業所 の事業主に使用された 期間（当該

金又は退職手当 制度に係る資産の 全部又は一部の移換を 受けることができる。

第五十四条
２

○
附

機構 は、第十三条に規 定する業務のほか、次 の業務を行うものとす る。

（業 務の特例等）
第七条
（略）

（略）

（略）

を行うこ と。

四 条第一項の規定による 委託に基づき、福祉医 療機構債権の回収 が終了するまでの間、福 祉医療機構債権の 管理及び回収の業務の 一部

独立行政法人福祉 医療機構法（平成十 四年法律第百六十六 号）附則第五条の二第 十一項の規定によ り読み替えて適用され る同法第十

一～四
五

六
２・３
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13

４
５～

○

機 構は、前三項に規定す る業務に附帯する 業務を行うことができ る。
（略 ）

特 別会計に関する法律（ 平成十九年法律第二十三 号）（抄）

歳入

労災保険事業の 業務取扱費（第三項第 二号ニに掲げる業務取 扱費を除く。）

一時借入 金の利子

年金 特別会計の厚生年金勘 定への繰入金

徴収勘定への繰入金

独立行政法人福 祉医療機構への出資金 及び交付金

交付金及び施設の 整備のための補助 金

独立 行政法人労働安全衛生 総合研究所、独立 行政法人労働政策研究 ・研修機構及び独 立行政法人労働者健康 福祉機構への出資金、

労災保険事業の保険 給付費及び社会復 帰促進等事業費

歳出

附属雑収 入

及び独立 行政法人労働者健康 福祉機構法（平成十四 年法律第百七十一 号）第十三条第二項の 規定による納付金

四 年法律第百六十六号 ）第十六条第二項、独立 行政法人労働政 策研究・研修機構法（平 成十四年法律第百六十 九号）第十四条第 三項

独立行政 法人労働安全衛生総合研 究所法（平成十 一年法律第百八十一号） 第十三条第三項、独立 行政法人福祉医療 機構法（平成十

積立 金から生ずる収入

積立金からの受入金

一般会計からの 繰入金

徴収勘定 からの繰入金

労災勘定に おける歳入及び歳出は 、次のとおりとする。

（歳入及び歳出 ）

ヘ

ホ

ニ

ハ

ロ

イ

第九十 九条
一

二
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
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15

チ

附属諸費
（略 ）

則

雇 用保険法等の一部を改 正する法律（平成十九年 法律第三十号） （抄）

２・３

○
附

この 法律は、公布の 日から施行する。ただし 、次の各号に掲げる規 定は、当該各号に 定める日から施行する 。

（施 行期日）
第一条
（略）

第二条、第四条、 第六条及び第八条 並びに附則第二十七条 、第二十八条、第二十 九条第一項及び第 二項、第三十条から第 五十条まで

一・二
三

、 第五十四条から第六十 条まで、第六十二 条、第六十四条、第六 十五条、第六十七条、第 六十八条、第七十 一条から第七十三条ま で、

第七十七 条から第八十条まで、 第八十二条、第八 十四条、第八十五条、 第九十条、第九十四条 、第九十六条から 第百条まで、第百三条
平成二十二年四 月一日

、第百十五条 から第百十八条まで、第 百二十条、第百 二十一条、第百二十三条 から第百二十五条まで 、第百二十八条、 第百三十条から
第 百三十四条まで及 び第百三十七条から第 百三十九条までの 規定

、船員保険法（昭和 十四年法律第七十三号 ）」を削る。

、船 員保険制度」を削る 。

独立行 政法人福祉医療機構法 （平成十四年法律第百 六十六号）の一部 を次のように改正する 。

（独立行政法 人福祉医療機構法の 一部改正）
第百二十条
第三 条第二項中「

第十二条第 一項第十二号中「

附則第五条の 二第六項中「それぞれ 」及び「及び船員 保険特別会計」を削り、 同条第九項中「 及び船員保険特別会計」 を削り、同条第

十四項中「附則第百九 十三条」を「第百十 一条第七項」に、「 船員保険特別会計」を 「年金特別会計の 業務勘定」に改める。

（ 略）

（船員保険 特別会計の廃止に伴う 経過措置）
（略）

第百三十八条
２・３
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４
５

平 成二十一年度の末日に おける暫定船員保 険特別会計に所属する 権利義務は、政令 で定めるところにより、 労働保険特別会計の労 災勘
定若しくは 雇用勘定又は年金特別 会計の健康勘定若 しくは業務勘定に帰属 するものとする。

前項の規定に より労働保険特別会計の 労災勘定若しく は雇用勘定又は年金特別 会計の健康勘定 若しくは業務勘定に帰属 する権利義務に

係る収入及び支出は、 労働保険特別会計の労 災勘定若しくは雇 用勘定又は年金特別会 計の健康勘定若しく は業務勘定の歳入及 び歳出とす
る。

前 条第四項の規定により年 金特別会計の業務勘定 に帰属した権利義 務に係る附則第一条第 三号に掲げる規定 の施行の日以後

研究開発システ ムの改革の推進等によ る研究開発能力の強化 及び研究開発等の 効率的推進等に関する 法律（平成二十年法 律第六十三号

出 とする。

の健康勘定の歳 入とし、労働保険特別会 計の労災勘定若 しくは雇用勘定又は年金 特別会計の健康勘定へ の繰入金は同会計 の業務勘定の歳

くは第七項 の規定によるほか、年 金特別会計の業務 勘定からの繰入金は労 働保険特別会計の労災 勘定若しくは雇用 勘定又は年金特別会計

る場 合には、附則第百三十 七条の規定による 改正後の特別会計に関 する法律第九十九条第一 項若しくは第二項 又は第百十一条第五項 若し

前項の規定により年 金特別会計の業務 勘定から労働保険特別 会計の労災勘定若しく は雇用勘定又は年 金特別会計の健康勘定 に繰り入れ

年金特別会計の 健康勘定に繰り入 れるものとする。

他の収入で あって政令で定 めるものに相当する金額 は、政令で定めるとこ ろにより、労働保 険特別会計の労災勘定 若しくは雇用勘定 又は

に生 ずる収入のうち、 附則第百二十条の規定 による改正後の独立行 政法人福祉医療機 構法附則第五条の二第六 項の規定による納 付金その

第百三十九条

２

○
） （抄）
（定義）

この法律におい て「研究開発」と は、科学技術（人文科 学のみに係るものを除 く。第十五条の二 第一項を除き、以下同 じ。）に関

この法律 において「研究開発等 」とは、研究開発 又は研究開発の成果の 普及若しくは実用化を いう。

する 試験若しくは研究又は 科学技術に関する開 発をいう。

第二条
２

（略）

こ の法律において「 研究開発法人」とは、 独立行政法人通則 法第二条第一項に規定 する独立行政法人（以下 単に「独立行政 法人」とい

３～７
８
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う。 ）であって、研究開発 等、研究開発であ って公募によるものに 係る業務又は科学技 術に関する啓発及び知 識の普及に係る業務を 行う
（略）

もののうち 重要なものとして別表 第一に掲げるもの をいう。
９～

削除

（略）

独立行政法人労 働安全衛生総合研究所
独立 行政法人医薬基 盤・健康・栄養研究所
（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（平成二十五年法律 第二十七号）（抄 ）

十七～三十八

十六

十五

十四

一～十三

別表第 一（第二条関係）

○

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
２

健康保険法（ 大正十一年法律第 七十号）第四十八条若 しくは第百九十七条第一 項、相続税法（ 昭和二十五年法律第七十 三号）第五十九

（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。
３

条第一項から第三項ま で、厚生年金保険法 （昭和二十九年法律 第百十五号）第二十七 条、第二十九条第 三項若しくは第九十八 条第一項、

租税 特別措置法（昭和三十 二年法律第二十六号 ）第九条の四の二第 二項、第二十九条の二第 五項若しくは第六 項、第二十九条の三第 四項

若しくは第 五項、第三十七条の十 一の三第七項若しく は第三十七条の十四 第九項、第十三項若し くは第二十五項、 所得税法（昭和四十年

法律第三十三号 ）第五十七条第二項若し くは第二百二十五 条から第二百二十八条 の三の二まで、雇用保 険法（昭和四十九 年法律第百十六

号） 第七条又は内国税 の適正な課税の確保を 図るための国外送金 等に係る調書の提出 等に関する法律（平成九 年法律第百十号 ）第四条第
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11

一項 若しくは第四条の三第 一項その他の法令 又は条例の規定により 、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又 は地方公共団体の 長その他の執行機関に よる第一項又は前項 に規定する事務の処 理に関して必要とされ

る他人の個人番 号を記載した書面の提出 その他の他人の 個人番号を利用した事務 を行うものとされ た者は、当該事務を行 うために必要な
（略）

市町村長
（略）

等への 入所等の措置又は費用 の徴収に関する事 務であって主務省令で 定めるもの

知的障害者福祉法（昭 和三十五年法律第三十七 号）による障害 福祉サービス、障害者支 援施設

の

国民年金法 による年金である給付又 は一時金の支給 に関する事務であって主 務省令で定めるも

（略）

限度で個人番号を利用 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。
４・５

（略 ）
三十三
三十四

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）

（略）

国 民年金基金連合 会

別表第一（第九条 関係）

○
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。

（施 行期日）
第一条

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

存続厚生年金基金に ついては、次に掲 げる規定は、なおその 効力を有する。

（存続厚生年金基金に 係る改正前厚生年金 保険法等の効力等）
第五条
一

十条まで、第 百十四条から第百二十条 の四まで、第百二十 一条（改正前厚生年 金保険法第百四十七条 の五第一項におい て準用する場合

を 含む。）、第百二 十二条から第百三十条 まで、第百三十条の二 第一項、第二項（ 改正前厚生年金保険法第 百三十六条の三 第二項にお
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い て準用する場合を含む 。）及び第三項、 第百三十条の三から第 百三十六条の五まで、 第百三十八条から第 百四十六条の二まで、 第百

四十七条 の二から第百四十八条 まで、第百七十条 から第百七十四条まで 、第百七十六条から第 百七十七条まで、 第百七十七条の二第一

項、第百七十 八条、第百七十九条第一 項から第四項ま で及び第五項（第一号及 び第四号に係る部分 に限る。）並びに第 百八十条から第

百八十一条まで並び に附則第三十条第一項 及び第二項、第三 十一条並びに第三十二 条の規定、改正前厚生 年金保険法第百三 十六条にお

いて 準用する改正前厚生 年金保険法第三十六条第 一項及び第二項 、第三十七条、第三十九 条第二項前段並びに 第四十条から第四十 一条

までの規 定、改正前厚生年金保 険法第百四十一条第一 項において準用す る改正前厚生年金保険 法第八十三条、第八十 四条、第八十五条

及び第八十六条 から第八十九条までの 規定、改正前厚生年金 保険法第百四十八 条第二項及び第百七十 八条第二項において 準用する改正

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

第二項及 び第百七十八条第 二項において準用する 改正前厚生年金保険法 第百条第三項の規 定並びに改正前厚生年 金保険法第百七十四 条
（略）

において準用 する改正前厚生年 金保険法第九十八条第 一項から第三項まで及び 第四項本文の規 定
２

存 続厚生年金基金につい て次の表の上欄に 掲げる規定を適用する 場合においては、同欄 に掲げる規定中同表 の中欄に掲げる字句は 、そ

なおその効 力を有するものとされ た平成二十五年改 正法第一条の規定

第九 項並びに平成二十五年 改正法附則第八十 六条第一項の規定によ り

の三第一項に規定する 免除保険料率を控除 して得た率）

とされた平成二 十五年改正法第一条 の規定による改正前 の第八十一条

五年改正法 附則第五条第一項の 規定によりなおその 効力を有するもの

生年 金基金の加入員で ある被保険者にあつて は、当該率から平成二 十

定める率（平成 二十五年改正法附則第 三条第十一号に規定する 存続厚

金

下「平成 二十五年改正法」 という。）附則第八条に 規定する責任準 備

金保険法等の一部を改 正する法律（平成二十 五年法律第六十三 号。以

の積立金及び公 的年金制度の健全性及 び信頼性の確保の ための厚生年

３

第九項

定める率

の積立金

れぞれ同表 の下欄に掲げる字句に 読み替えるものと する。
改正後厚生年金 保険法第三
十 四条第一項

改正後厚生年金保険 法第八
十一 条第四項

改正 後厚生年金保険法第百
条の十第 一項第十号

による改正前の 第四十四条の二第三項 （附則第九条の二第 三項、第九

条の 三第二項及び第四 項並びに第九条の四第 三項及び第五項にお いて
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改正後確 定給付企業年金法
第五条第一項第 二号

改正後確 定給付企業年金法
第八十八条
改正後確 定拠出年金法第四
条第一項第二号

改正後確 定拠出年金法第八
条第一項第一号
改 正後確定拠出年金 法第二
十条

と いう。）その他

若 しくは第八十二条の三第 二項

準用 する場合を含む。）

という。） 、公的年金制度の健 全性及び信頼性の確 保のための厚生年

金保険法等の一 部を改正する法律（ 平成二十五年法律第 六十三号。以

下「平成二十五年改正 法」という。）附則第 三条第十一号に規 定する
存続 厚生年金基金その他

、第八十二 条の三第二項若しくは 平成二十五年改正法 附則第五条第一

項の規定により なおその効力を有する ものとされた平成二 十五年改正

法第 二条の規定による 改正前の第百十五条の 二第二項

以下同じ。 ）、公的年金制 度の健全性及び信頼性の 確保のための厚生

、企業年金 基金又は存続厚生年金 基金

以下同じ。）

年金保険法等の 一部を改正する法 律（平成二十五年法律 第六十三号。

以下「平成二十五年改 正法」という。 ）附則第三条第十一号に 規定す
又 は企業年金基金

資格の有無及び存続厚 生年金基金の加入員の 資格の有無、平成 二十五

る存 続厚生年金基金（以下 「存続厚生年金基 金」という。）

資格の有無

年改 正法附則第五条第一項 の規定によりなおその効 力を有するもの と

された平成二 十五年改正法第一条 の規定による改正前の 厚生年金保険
企業年金基金

、存続厚生年金 基金又は退職手当 制度

企業 年金基金及び存続 厚生年金基金

法第百三十二条第三 項に規定する相当 する水準

又は退 職手当制度

、企 業年金連合会

改正 後確定拠出年金法第 五

又は企業年金連合 会

十四条第一項

改正後確定拠出 年金法第五

十三条第 一項及び第二項

改正 後確定拠出年金法第五

）又は存続 厚生年金基金の平成二 十五年改正法附則 第四十条第一項第

確 定給付企業年金の実 施事業所又は当該存続 厚生年金基金の設 立事業

一号に規定する 基金脱退一時金相当額 をいう

） をいう
確定給付企業年 金の実施事業所

十四条の 二第一項
改正 後確定拠出年金 法第五
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４

十四 条の二第二項
改正後確 定拠出年金法第六
十二条第一項第 二号
改正後確定拠出年金 法第七
十四 条の二第二項
改正後確 定拠出年金法第百
八条第一項及び 第二項
（ 略）

企業型年金 加入者、存続厚生年 金基金の加入員

所
企 業型年金加入者

確定給付企業年金の実 施事業所又は当該存 続厚生年金基金の設 立事業
、国民年金 基金及び存続厚生年金 基金

所

確定給付企業年 金の実施事業所
及 び国民年金基金
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