案

現

○ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）（抄）（第十条関係）
【平成二十九年四月一日施行】

正

（傍線の部分は改正部分）

行

３ （略）

改
（定義）
第七条 （略）
２ （略）
３ この法律において「被用者保険等保険者」とは、保険者（健康
保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康
保険協会、市町村及び国民健康保険組合を除く。）又は健康保険
法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者
とならない者を組合員とする国民健康保険組合であつて厚生労働
大臣が定めるものをいう。
４ （略）

（前期高齢者交付金の額）
第三十三条 前条第一項の規定により各保険者に対して交付される
前期高齢者交付金の額は、当該年度の概算前期高齢者交付金の額
とする。ただし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が前々年
度の確定前期高齢者交付金の額を超えるときは、当該年度の概算
前期高齢者交付金の額からその超える額とその超える額に係る前
期高齢者交付調整金額との合計額を控除して得た額とするものと
し、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が前々年度の確定前期
高齢者交付金の額に満たないときは、当該年度の概算前期高齢者
交付金の額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者
交付調整金額との合計額を加算して得た額とする。

（定義）
第七条 （略）
２ （略）
（新設）

（前期高齢者交付金の額）
第三十三条 前条第一項の規定により各保険者に対して交付される
前期高齢者交付金の額は、当該年度の概算前期高齢者交付金の額
とする。ただし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度
の確定前期高齢者交付金の額を超えるときは、当該年度の概算前
期高齢者交付金の額からその超える額とその超える額に係る前期
高齢者交付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし
、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢
者交付金の額に満たないときは、当該年度の概算前期高齢者交付
金の額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者交付
調整金額との合計額を加算して得た額とする。
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２

（略）

２ （略）

（概算前期高齢者交付金）
第三十四条 前条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、第一号及
び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を控除して得
た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）とする。
一 （略）
二 当該年度における当該保険者に係る第百十九条の規定により
算定される後期高齢者支援金の額に当該年度における当該保険
者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見
込数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得
た額（第三項及び第三十八条第二項において「前期高齢者に係
る後期高齢者支援金の概算額」という。）

三 （略）
２ 前項第一号の調整対象給付費見込額は、第一号に掲げる額から
第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 当該年度における当該保険者の給付であつて医療保険各法の
規定による医療に関する給付（健康保険法第五十三条に規定す
るその他の給付及びこれに相当する給付を除く。）のうち厚生
労働省令で定めるものに該当するものに要する費用（以下「保
険者の給付に要する費用」という。）の見込額のうち前期高齢
者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところ
により算定される額（次号及び第五項において「前期高齢者給
付費見込額」という。）
二 当該保険者が概算基準超過保険者（イに掲げる額をロに掲げ
る額で除して得た率が、すべての保険者に係る前期高齢者であ

（概算前期高齢者交付金）
第三十四条 前条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、第一号及
び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を控除して得
た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）とする。
一 （略）
二 当該年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の概算
後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百
二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た
額に、同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対す
る前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として保険者
ごとに算定される率を乗じて得た額（第三項及び第四項並びに
第三十八条第二項において「前期高齢者に係る後期高齢者支援
金の概算額」という。）
三 （略）
２ 前項第一号の調整対象給付費見込額は、第一号に掲げる額から
第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 当該年度における当該保険者の給付であつて医療保険各法の
規定による医療に関する給付（健康保険法第五十三条に規定す
るその他の給付及びこれに相当する給付を除く。）のうち厚生
労働省令で定めるものに該当するものに要する費用（以下「保
険者の給付に要する費用」という。）の見込額のうち前期高齢
者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところ
により算定される額（以下「前期高齢者給付費見込額」という
。）
二 当該保険者が概算基準超過保険者（イに掲げる額をロに掲げ
る額で除して得た率が、全ての保険者に係る前期高齢者である
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加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額の分布状況等を勘
案して政令で定める率を超える保険者をいう。）である場合に
おける当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額のうち、ロに
掲げる額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分と
して厚生労働省令で定めるところにより算定される額
イ・ロ （略）
３ 第一項第三号の概算調整対象基準額は、当該保険者に係る同項
第一号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者
支援金の概算額（被用者保険等保険者にあつては、当該額に概算
額補正率を乗じて得た額）の合計額に概算加入者調整率を乗じて
得た額とする。
４ 前項の概算額補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号に
掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額が第三
号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除して得た額の合計額に
等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率と
する。
一 前期高齢者に係る概算後期高齢者支援金に係る概算調整対象
基準額（前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算加
入者調整率を乗じて得た額をいう。第三号において同じ。）
二 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
三 被用者保険等保険者が被用者保険等保険者以外の保険者であ
るとしたならば、第一項第二号及び次項の規定により算定され
る前期高齢者に係る概算後期高齢者支援金に係る概算調整対象
基準額
四 被用者保険等保険者が被用者保険等保険者以外の保険者であ
るとしたならば、第一項第二号の規定により算定される前期高
齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
５ 第三項及び前項第一号の概算加入者調整率は、厚生労働省令で

る加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額の分布状況等を
勘案して政令で定める率を超える保険者をいう。）である場合
における当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額のうち、ロ
に掲げる額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分
として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
イ・ロ （略）
３ 第一項第三号の概算調整対象基準額は、当該保険者に係る同項
第一号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者
支援金の概算額の合計額に概算加入者調整率を乗じて得た額とす
る。
（新設）

４ 前項の概算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところによ
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（確定前期高齢者交付金）
第三十五条 第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、第
一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を控除
して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）とする
。
一 （略）
二 前々年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の確定
後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百
二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得
た額に、同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する
前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として保険者ごとに
算定される率を乗じて得た額（第三項及び第四項並びに第三十
九条第二項において「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確
定額」という。）

定めるところにより、当該年度における全ての保険者に係る加入
者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合
を同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期
高齢者である加入者の見込数の割合（その割合が同年度における
下限割合（同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数
に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合の動向を勘案
して政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第五項におい
て同じ。）に満たないときは、下限割合とする。）で除して得た
率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
６ 第二項第二号ロの一人平均前期高齢者給付費見込額は、全ての
保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給
付費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算
定される額とする。

（確定前期高齢者交付金）
第三十五条 第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、第
一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を控除
して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）とする
。
一 （略）
二 前々年度における当該保険者に係る第百十九条の規定により
算定される後期高齢者支援金の額に前々年度における当該保険
者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割
合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額（第
三項及び第三十九条第二項において「前期高齢者に係る後期高
齢者支援金の確定額」という。）

り、当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数に
対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合を当該年度にお
ける当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である
加入者の見込数の割合（その割合が当該年度における下限割合（
当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数に対す
る前期高齢者である加入者の見込総数の割合の動向を勘案して政
令で定める割合をいう。以下この項及び次条第四項において同じ
。）に満たないときは、下限割合とする。）で除して得た率を基
礎として保険者ごとに算定される率とする。
５ 第二項第二号ロの一人平均前期高齢者給付費見込額は、すべて
の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者
給付費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより
算定される額とする。
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三 （略）
２ 前項第一号の調整対象給付費額は、第一号に掲げる額から第二
号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 前々年度における当該保険者の給付に要する費用の額のうち
前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定め
るところにより算定される額（以下「前期高齢者給付費額」と
いう。）
二 （略）
３ 第一項第三号の確定調整対象基準額は、当該保険者に係る同項
第一号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援
金の確定額（被用者保険等保険者にあつては、当該額に確定額補
正率を乗じて得た額）の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た
額とする。
４ 前項の確定額補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号に
掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額が第三
号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除して得た額の合計額に
等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率と
する。
一 前期高齢者に係る確定後期高齢者支援金に係る確定調整対象
基準額（前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確定加
入者調整率を乗じて得た額をいう。第三号において同じ。）
二 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
三 被用者保険等保険者が被用者保険等保険者以外の保険者であ
るとしたならば、第一項第二号及び次項の規定により算定され
る前期高齢者に係る確定後期高齢者支援金に係る確定調整対象
基準額
四 被用者保険等保険者が被用者保険等保険者以外の保険者であ
るとしたならば、第一項第二号の規定により算定される前期高

三 （略）
２ 前項第一号の調整対象給付費額は、第一号に掲げる額から第二
号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 前々年度における当該保険者の給付に要する費用の額のうち
前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定め
るところにより算定される額（次号及び第五項において「前期
高齢者給付費額」という。）
二 （略）
３ 第一項第三号の確定調整対象基準額は、当該保険者に係る同項
第一号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援
金の確定額の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額とする。

（新設）

- 166 -

（概算前期高齢者納付金）
第三十八条 前条第一項の概算前期高齢者納付金の額は、次の各号

（前期高齢者納付金の額）
第三十七条 前条第一項の規定により各保険者から徴収する前期高
齢者納付金の額は、当該年度の概算前期高齢者納付金の額とする
。ただし、前々年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定
前期高齢者納付金の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢
者納付金の額からその超える額とその超える額に係る前期高齢者
納付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々
年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付
金の額に満たないときは、当該年度の概算前期高齢者納付金の額
にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者納付調整金
額との合計額を加算して得た額とする。
２ （略）

齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
５ 第三項及び前項第一号の確定加入者調整率は、厚生労働省令で
定めるところにより、前々年度における全ての保険者に係る加入
者の総数に対する前期高齢者である加入者の総数の割合を同年度
における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である
加入者の数の割合（その割合が同年度における下限割合に満たな
いときは、下限割合とする。）で除して得た率を基礎として保険
者ごとに算定される率とする。
６ 第二項第二号ロの一人平均前期高齢者給付費額は、全ての保険
者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費
額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される
額とする。

（概算前期高齢者納付金）
第三十八条 前条第一項の概算前期高齢者納付金の額は、次の各号

（前期高齢者納付金の額）
第三十七条 前条第一項の規定により各保険者から徴収する前期高
齢者納付金の額は、当該年度の概算前期高齢者納付金の額とする
。ただし、前々年度の概算前期高齢者納付金の額が前々年度の確
定前期高齢者納付金の額を超えるときは、当該年度の概算前期高
齢者納付金の額からその超える額とその超える額に係る前期高齢
者納付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前
々年度の概算前期高齢者納付金の額が前々年度の確定前期高齢者
納付金の額に満たないときは、当該年度の概算前期高齢者納付金
の額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者納付調
整金額との合計額を加算して得た額とする。
２ （略）

４ 前項の確定加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところによ
り、前々年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数に対す
る前期高齢者である加入者の総数の割合を前々年度における当該
保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の
割合（その割合が前々年度における下限割合に満たないときは、
下限割合とする。）で除して得た率を基礎として保険者ごとに算
定される率とする。
５ 第二項第二号ロの一人平均前期高齢者給付費額は、すべての保
険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付
費額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定され
る額とする。
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に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 概算負担調整基準超過保険者（当該年度における負担調整前
概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに
掲げる合計額がロに掲げる額を超える者（次号の特別概算負担
調整基準超過保険者を除く。）をいう。以下この条において同
じ。） 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額から負担調整
対象見込額（イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得
た額（当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回
るときは、負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする。）
をいう。第三項において同じ。）を控除して得た額と負担調整
見込額との合計額
イ 次に掲げる額の合計額
⑴ （略）
⑵ 当該年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の
概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に
係る第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率
で除して得た額
ロ 次に掲げる額の合計額に当該年度の負担調整基準率を乗じ
て得た額
⑴ （略）
⑵ 当該年度における当該保険者の給付に要する費用（健康
保険法第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金の納付に
要する費用を含む。次号ロ⑵、次条第一項第一号ロ⑵及び
第二号ロ⑵において「保険者の給付に要する費用等」とい
う。）の見込額として厚生労働省令で定めるところにより
算定される額
二 特別概算負担調整基準超過保険者（当該年度における負担調
整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、

に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一 概算負担調整基準超過保険者（負担調整前概算前期高齢者納
付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロ
に掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。）
負担調整前概算前期高齢者納付金相当額から負担調整対象見
込額（イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額（
当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回るとき
は、負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする。）をいう
。第三項において同じ。）を控除して得た額と負担調整見込額
との合計額

イ 次に掲げる額の合計額
⑴ （略）
⑵ 当該年度における当該保険者に係る第百十九条の規定に
より算定される後期高齢者支援金の額

ロ 次に掲げる額の合計額に負担調整基準率を乗じて得た額

⑴ （略）
⑵ 当該保険者の給付に要する費用（健康保険法第百七十三
条第二項に規定する日雇拠出金の納付に要する費用を含む
。第四項及び次条第一項第一号ロ⑵において「保険者の給
付に要する費用等」という。）の当該年度における見込額
として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
（新設）
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イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で
定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政
力の見込みが政令で定める基準に満たないものをいう。以下こ
の条において同じ。） 負担調整前概算前期高齢者納付金相当
額から特別負担調整対象見込額（イに掲げる合計額からロに掲
げる額を控除して得た額（当該額が負担調整前概算前期高齢者
納付金相当額を上回るときは、負担調整前概算前期高齢者納付
金相当額とする。）をいう。第三項において同じ。）を控除し
て得た額と負担調整見込額との合計額
イ 次に掲げる額の合計額
⑴ 当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当
額
⑵ 当該年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の
概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に
係る第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率
で除して得た額
ロ 次に掲げる額の合計額に当該年度の特別負担調整基準率を
乗じて得た額
⑴ イに掲げる合計額
⑵ 当該年度における当該保険者の給付に要する費用等の見
込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される
額
三 概算負担調整基準超過保険者及び特別概算負担調整基準超過
保険者以外の保険者 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額
と負担調整見込額との合計額
２ 前項各号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、第三十
四条第一項第三号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る
同項第一号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高

二 概算負担調整基準超過保険者以外の保険者 負担調整前概算
前期高齢者納付金相当額と負担調整見込額との合計額

２ 前項第一号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、第三
十四条第一項第三号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係
る同項第一号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期
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齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額（当該額が零を下
回る場合には、零とする。）とする。
３ 第一項各号の負担調整見込額は、当該年度における次の各号に
掲げる額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定し
た同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して
得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度に
おける当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に概算負
担調整額調整率を乗じて得た額とする。
一 全ての概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込
額の総額
二 全ての特別概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象
見込額の総額
三 全ての特別概算負担調整基準超過保険者に係る特別負担調整
対象見込額から負担調整対象見込額を控除した額の総額（第九
十三条第三項において「特別負担調整見込額の総額等」という
。）の二分の一
４ 第一項第一号ロの負担調整基準率は、全ての保険者に占める概
算負担調整基準超過保険者の割合が著しく少ないものとして政令
で定める割合となるよう、年度ごとに政令で定める率とする。
５ 第一項第二号ロの特別負担調整基準率は、全ての保険者に占め
る特別概算負担調整基準超過保険者の割合が少ないものとして政
令で定める割合となるよう、年度ごとに政令で定める率とする。
６ 第三項の概算負担調整額調整率は、前期高齢者である加入者一
人当たりの前期高齢者給付費見込額を勘案し、百分の九十から百
分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
（確定前期高齢者納付金）

高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額（当該額が零を
下回る場合には、零とする。）とする。
３ 第一項第一号の負担調整見込額は、当該年度におけるすべての
概算負担調整基準超過保険者に係る同号の負担調整対象見込額の
総額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度に
おけるすべての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に
、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における
当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額とする。
（新設）
（新設）
（新設）

４ 第一項第一号ロの負担調整基準率は、すべての保険者に係る前
期高齢者である加入者の増加の状況、保険者の給付に要する費用
等の動向及び概算負担調整基準超過保険者の数の動向を勘案し、
各年度ごとに政令で定める率とする。
（新設）

（新設）

（確定前期高齢者納付金）
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第三十九条 第三十七条第一項の確定前期高齢者納付金の額は、次
の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする
。
一 確定負担調整基準超過保険者（前々年度における負担調整前
確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに
掲げる合計額がロに掲げる額を超える者（次号の特別確定負担
調整基準超過保険者を除く。）をいう。以下この条において同
じ。） 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から負担調整
対象額（イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額
（当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回ると
きは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする。）をい
う。第三項において同じ。）を控除して得た額と負担調整額と
の合計額
イ 次に掲げる額の合計額
⑴ （略）
⑵ 前々年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の
確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に
係る第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整
率で除して得た額
ロ 次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第一項第一号ロの
負担調整基準率を乗じて得た額
⑴ （略）
⑵ 前々年度における当該保険者の給付に要する費用等の額
二 特別確定負担調整基準超過保険者（前々年度における負担調
整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、
イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で
定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政
力が政令で定める基準に満たないものをいう。以下この条にお

第三十九条 第三十七条第一項の確定前期高齢者納付金の額は、次
の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする
。
一 確定負担調整基準超過保険者（負担調整前確定前期高齢者納
付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロ
に掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。）
負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から負担調整対象額
（イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額（当該
額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回るときは、
負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする。）をいう。第
三項において同じ。）を控除して得た額と負担調整額との合計
額

イ 次に掲げる額の合計額
⑴ （略）
⑵ 前々年度における当該保険者に係る第百十九条の規定に
より算定される後期高齢者支援金の額

ロ 次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第四項の規定によ
り定められた負担調整基準率を乗じて得た額
⑴ （略）
⑵ 当該保険者の給付に要する費用等の前々年度における額
（新設）
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いて同じ。） 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から特
別負担調整対象額（イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除
して得た額（当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額
を上回るときは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とす
る。）をいう。第三項において同じ。）を控除して得た額と負
担調整額との合計額
イ 次に掲げる額の合計額
⑴ 前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当
額
⑵ 前々年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の
確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に
係る第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整
率で除して得た額
ロ 次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第一項第二号ロの
特別負担調整基準率を乗じて得た額
⑴ イに掲げる合計額
⑵ 前々年度における当該保険者の給付に要する費用等の額
三 確定負担調整基準超過保険者及び特別確定負担調整基準超過
保険者以外の保険者 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額
と負担調整額との合計額
２ 前項各号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、第三十
五条第一項第三号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る
同項第一号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る後期高齢者
支援金の確定額の合計額を控除して得た額（当該額が零を下回る
場合には、零とする。）とする。
３ 第一項各号の負担調整額は、前々年度における次の各号に掲げ
る額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同
年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に

二 確定負担調整基準超過保険者以外の保険者 負担調整前確定
前期高齢者納付金相当額と負担調整額との合計額

２ 前項第一号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、第三
十五条第一項第三号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係
る同項第一号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る後期高齢
者支援金の確定額の合計額を控除して得た額（当該額が零を下回
る場合には、零とする。）とする。
３ 第一項第一号の負担調整額は、前々年度におけるすべての確定
負担調整基準超過保険者に係る同号の負担調整対象額の総額を、
厚生労働省令で定めるところにより算定した前々年度におけるす

- 172 -

、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当
該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額に確定負担調整額調整
率を乗じて得た額とする。
一 全ての確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の
総額
二 全ての特別確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象
額の総額
三 全ての特別確定負担調整基準超過保険者に係る特別負担調整
対象額から負担調整対象額を控除した額の総額（第九十三条第
三項において「特別負担調整額の総額等」という。）の二分の
一
４ 前項の確定負担調整額調整率は、前期高齢者である加入者一人
当たりの前期高齢者給付費額を勘案し、百分の九十から百分の百
十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
（国の負担）
第九十三条 （略）
２ （略）
３ 国は、前二項に定めるもののほか、政令で定めるところにより
、年度ごとに、支払基金に対して当該年度の特別負担調整見込額
の総額等の二分の一を交付する。ただし、前々年度の特別負担調
整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等を超えると
きは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額
を控除して得た額の二分の一を交付するものとし、前々年度の特
別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等に
満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその
満たない額を加算して得た額の二分の一を交付するものとする。

べての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省
令で定めるところにより算定した前々年度における当該保険者に
係る加入者の数を乗じて得た額とする。
（新設）
（新設）
（新設）

（新設）

（国の負担）
第九十三条 （略）
２ （略）
（新設）
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（概算後期高齢者支援金）
第百二十条 前条第一項の概算後期高齢者支援金の額は、次の各号
に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 被用者保険等保険者 当該年度における全ての後期高齢者医
療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で
定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係
る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定める
ところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険
者に係る加入者数の見込数を乗じて得た額に、同年度における
イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率及び概算後期高齢
者支援金調整率を乗じて得た額
イ 当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額（標
準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところによ
り算定される額をいう。ロにおいて同じ。）
ロ 全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の

（後期高齢者支援金の額）
第百十九条 前条第一項の規定により各保険者から徴収する後期高
齢者支援金の額は、当該年度の概算後期高齢者支援金の額とする
。ただし、前々年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定
後期高齢者支援金の額を超えるときは、当該年度の概算後期高齢
者支援金の額からその超える額とその超える額に係る後期高齢者
調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度
の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の
額に満たないときは、当該年度の概算後期高齢者支援金の額にそ
の満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合
計額を加算して得た額とする。
２ （略）

（概算後期高齢者支援金）
第百二十条 前条第一項の概算後期高齢者支援金の額は、当該年度
におけるすべての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見
込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年
度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た
額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度にお
ける当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に、概算後
期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。

（後期高齢者支援金の額）
第百十九条 前条第一項の規定により各保険者から徴収する後期高
齢者支援金の額は、当該年度の概算後期高齢者支援金の額とする
。ただし、前々年度の概算後期高齢者支援金の額が前々年度の確
定後期高齢者支援金の額を超えるときは、当該年度の概算後期高
齢者支援金の額からその超える額とその超える額に係る後期高齢
者調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年
度の概算後期高齢者支援金の額が前々年度の確定後期高齢者支援
金の額に満たないときは、当該年度の概算後期高齢者支援金の額
にその満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額と
の合計額を加算して得た額とする。
２ （略）
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合計額
二 被用者保険等保険者以外の保険者 当該年度における全ての
後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚
生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全て
の保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働
省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者
に係る加入者の見込数を乗じて得た額に、概算後期高齢者支援
金調整率を乗じて得た額
２ 前項第一号イの標準報酬総額は、次の各号に掲げる保険者の区
分に応じ、各年度の当該各号に定める額の合計額の総額を、それ
ぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。
一 全国健康保険協会及び健康保険組合 被保険者ごとの健康保
険法又は船員保険法に規定する標準報酬（標準報酬月額及び標
準賞与額をいう。）
二 共済組合 組合員ごとの国家公務員共済組合法又は地方公務
員等共済組合法に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等
の額
三 日本私立学校振興・共済事業団 加入者ごとの私立学校教職
員共済法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額
四 国民健康保険組合（被用者保険等保険者であるものに限る。
） 組合員ごとの前三号に定める額に相当するものとして厚生
労働省令で定める額
３ 第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率は、第十八条第二項
第二号及び第十九条第二項第二号に掲げる事項についての達成状
況、保険者に係る加入者の見込数等を勘案し、百分の九十から百
分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
（確定後期高齢者支援金）

（新設）

２ 前項の概算後期高齢者支援金調整率は、第十八条第二項第二号
及び第十九条第二項第二号に掲げる事項についての達成状況、保
険者に係る加入者の見込数等を勘案し、百分の九十から百分の百
十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
（確定後期高齢者支援金）
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則

第百二十一条 第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、
次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とす
る。
一 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医
療広域連合の保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めると
ころにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者
の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより
算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入
者数を乗じて得た額に、同年度におけるイに掲げる額をロに掲
げる額で除して得た率及び確定後期高齢者支援金調整率を乗じ
て得た額
イ 当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額（前条第二項
に規定する標準報酬総額をいう。ロにおいて同じ。）を乗じ
て得た額
ロ 全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額
二 被用者保険等保険者以外の保険者 前々年度における全ての
後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の総額を厚生労働省
令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者
に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定める
ところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者
の数を乗じて得た額に、確定後期高齢者支援金調整率を乗じて
得た額
２ 前項各号の確定後期高齢者支援金調整率は、第十八条第二項第
二号及び第十九条第二項第二号に掲げる事項についての達成状況
、保険者に係る加入者の数等を勘案し、百分の九十から百分の百
十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
附

第百二十一条 第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、
前々年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の保険納付対
象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した前々年
度におけるすべての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に
、厚生労働省令で定めるところにより算定した前々年度における
当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額に、確定後期高齢者
支援金調整率を乗じて得た額とする。

２ 前項の確定後期高齢者支援金調整率は、第十八条第二項第二号
及び第十九条第二項第二号に掲げる事項についての達成状況、保
険者に係る加入者の数等を勘案し、百分の九十から百分の百十の
範囲内で政令で定めるところにより算定する。
附 則
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（前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定の特例）
第十三条 附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第三十
四条第一項、第三十五条第一項、第三十八条第一項又は第三十九
条第一項の規定の適用については、第三十四条第一項第二号、第
三十五条第一項第二号、第三十八条第一項第一号イ⑵及び第二号
イ⑵並びに第三十九条第一項第一号イ⑵及び第二号イ⑵中「除し
て得た額」とあるのは、「除して得た額及び附則第八条の規定に
より算定される病床転換支援金の額の合計額」とする。
２ （略）

（削除）

（前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定の特例）
第十三条 附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第三十
四条第一項、第三十五条第一項、第三十八条第一項又は第三十九
条第一項の規定の適用については、第三十四条第一項第二号、第
三十五条第一項第二号、第三十八条第一項第一号イ⑵及び第三十
九条第一項第一号イ⑵中「後期高齢者支援金の額」とあるのは、
「後期高齢者支援金の額及び附則第八条の規定により算定される
病床転換支援金の額の合計額」とする。
２ （略）

（平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険
等保険者に係る前期高齢者交付金の額の算定の特例）
第十三条の二 平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の
被用者保険等保険者（国民健康保険法附則第十条第一項に規定す
る被用者保険等保険者（健康保険法第百二十三条第一項の規定に
よる保険者としての全国健康保険協会を除く。）をいう。以下同
じ。）に係る第三十三条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、
第三十四条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第
三号に掲げる額を控除した額と第二号に掲げる額から第四号に掲
げる額を控除した額に三分の二を乗じて得た額との合計額（当該
合計額が零を下回る場合には、零とする。）とする。
一 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第三十四
条第一項第一号の調整対象給付費見込額と附則第八条の規定に
より算定される病床転換支援金の額に当該各年度における当該
被用者保険等保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者
である加入者の見込数の割合を基礎として被用者保険等保険者
ごとに算定される率（次号において「前期高齢者加入見込率」
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（削除）

という。）を乗じて得た額との合計額（第三号及び附則第十三
条の四第一項第一号において「調整対象給付費見込額等」とい
う。）
二 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る附則第十
四条の三第一項第一号の概算加入者割後期高齢者支援金額に前
期高齢者加入見込率を乗じて得た額（第四号及び附則第十三条
の四第一項第二号において「前期高齢者に係る加入者割後期高
齢者支援金の概算額」という。）
三 調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額（当該被
用者保険等保険者に係る調整対象給付費見込額等に当該各年度
における概算加入者調整率（第三十四条第三項の概算加入者調
整率をいう。以下同じ。）を乗じて得た額をいう。附則第十三
条の四第一項第一号において同じ。）
四 前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る
概算調整対象基準額（当該被用者保険等保険者に係る前期高齢
者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に当該各年度にお
ける概算加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の
四第一項第二号及び第三項において同じ。）

第十三条の三 平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の
被用者保険等保険者に係る第三十三条第一項の確定前期高齢者交
付金の額は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲
げる額から第三号に掲げる額を控除した額と第二号に掲げる額か
ら第四号に掲げる額を控除した額に三分の二を乗じて得た額との
合計額（当該合計額が零を下回る場合には、零とする。）とする
。
一 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第三十五
条第一項第一号の調整対象給付費額と附則第八条の規定により
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（削除）

算定される病床転換支援金の額に当該各年度における当該被用
者保険等保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加
入者の数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定さ
れる率（次号において「前期高齢者加入率」という。）を乗じ
て得た額との合計額（第三号及び附則第十三条の五第一項第一
号において「調整対象給付費額等」という。）
二 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る附則第十
四条の四第一項第一号の確定加入者割後期高齢者支援金額に前
期高齢者加入率を乗じて得た額（第四号及び附則第十三条の五
第一項第二号において「前期高齢者に係る加入者割後期高齢者
支援金の確定額」という。）
三 調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額（当該被用者
保険等保険者に係る調整対象給付費額等に当該各年度における
確定加入者調整率（第三十五条第三項の確定加入者調整率をい
う。以下同じ。）を乗じて得た額をいう。附則第十三条の五第
一項第一号において同じ。）
四 前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る
確定調整対象基準額（当該被用者保険等保険者に係る前期高齢
者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に当該各年度にお
ける確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の
五第一項第二号及び第三項において同じ。）

（平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険
等保険者に係る前期高齢者納付金の額の算定の特例）
第十三条の四 平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の
被用者保険等保険者に係る第三十八条第一項第一号の負担調整前
概算前期高齢者納付金相当額は、同条第二項の規定にかかわらず
、第一号から第三号までに掲げる額（特定健康保険組合（健康保
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険法附則第三条第一項に規定する特定健康保険組合をいう。以下
同じ。）にあつては、第一号から第四号までに掲げる額）の合計
額（第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下回る場合には
、第三号に掲げる額（特定健康保険組合にあつては、同号及び第
四号に掲げる額の合計額））とする。
一 調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額から調整
対象給付費見込額等を控除して得た額
二 前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る
概算調整対象基準額から前期高齢者に係る加入者割後期高齢者
支援金の概算額を控除して得た額（第四項第一号において「後
期高齢者支援金に係る概算加入者割前期高齢者納付金額」とい
う。）に三分の二を乗じて得た額
三 後期高齢者支援金に係る概算総報酬割前期高齢者納付金額
四 特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高
齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額に三分の一を乗
じて得た額
２ 前項第三号の後期高齢者支援金に係る概算総報酬割前期高齢者
納付金額は、当該各年度における当該被用者保険等保険者の国民
健康保険法附則第十二条第一項に規定する標準報酬総額（以下「
標準報酬総額」という。）の見込額として厚生労働省令で定める
ところにより算定される額（以下「標準報酬総額の見込額」とい
う。）に納付金概算拠出率を乗じて得た額とする。
３ 第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加
入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額は、
当該各年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者に係
る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額
に、厚生労働省令で定めるところにより算定される当該各年度に
おける当該特定健康保険組合に係る加入者の見込数に対する特例
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（削除）

退職被保険者等（国民健康保険法附則第二十一条第一項に規定す
る特例退職被保険者及びその被扶養者をいう。以下同じ。）であ
る加入者の見込数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算
定される率を乗じて得た額とする。
４ 第二項の納付金概算拠出率は、厚生労働省令で定めるところに
より、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計
額の合計額を控除した額に三分の一を乗じて得た額を、当該各年
度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の
合計額で除して得た率とする。
一 各被用者保険等保険者（第一項第一号及び第二号に掲げる額
の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。）に係る後
期高齢者支援金に係る概算加入者割前期高齢者納付金額の合計
額
二 各特定健康保険組合に係る第一項第四号の特例退職被保険者
等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額
に係る概算調整対象基準額の合計額
三 附則第十三条の二の規定により算定される額が零を上回る被
用者保険等保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条第四号
に掲げる額を控除した額の合計額

第十三条の五 平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の
被用者保険等保険者に係る第三十九条第一項第一号の負担調整前
確定前期高齢者納付金相当額は、同条第二項の規定にかかわらず
、第一号から第三号までに掲げる額（特定健康保険組合にあつて
は、第一号から第四号までに掲げる額）の合計額（第一号及び第
二号に掲げる額の合計額が零を下回る場合には、第三号に掲げる
額（特定健康保険組合にあつては、同号及び第四号に掲げる額の
合計額））とする。
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一 調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額から調整対象
給付費額等を控除して得た額
二 前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る
確定調整対象基準額から前期高齢者に係る加入者割後期高齢者
支援金の確定額を控除して得た額（第四項第一号において「後
期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額」とい
う。）に三分の二を乗じて得た額
三 後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額
四 特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高
齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に三分の一を乗
じて得た額
２ 前項第三号の後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者
納付金額は、当該各年度における当該被用者保険等保険者の標準
報酬総額に納付金確定拠出率を乗じて得た額とする。
３ 第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加
入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額は、
当該各年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者に係
る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額
に、厚生労働省令で定めるところにより算定される当該各年度に
おける当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職
被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組
合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
４ 第二項の納付金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところに
より、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計
額の合計額を控除した額に三分の一を乗じて得た額を、当該各年
度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で
除して得た率とする。
一 各被用者保険等保険者（第一項第一号及び第二号に掲げる額
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（削除）

の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。）に係る後
期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額の合計
額
二 各特定健康保険組合に係る第一項第四号の特例退職被保険者
等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額
に係る確定調整対象基準額の合計額
三 附則第十三条の三の規定により算定される額が零を上回る被
用者保険等保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条第四号
に掲げる額を控除した額の合計額

（平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の被用者保険等保
険者に係る前期高齢者交付金の額の算定の特例）
第十三条の五の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の
被用者保険等保険者に係る第三十三条第一項の概算前期高齢者交
付金の額は、第三十四条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲
げる額から第三号に掲げる額を控除した額と第二号に掲げる額か
ら第四号に掲げる額を控除した額に三分の二を乗じて得た額との
合計額（当該合計額が零を下回る場合には、零とする。）とする
。
一 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第三十四
条第一項第一号の調整対象給付費見込額と附則第八条の規定に
より算定される病床転換支援金の額に当該各年度における当該
被用者保険等保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者
である加入者の見込数の割合を基礎として被用者保険等保険者
ごとに算定される率（次号において「前期高齢者加入見込率」
という。）を乗じて得た額との合計額（第三号及び附則第十三
条の五の四第一項第一号において「調整対象給付費見込額等」
という。）
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（削除）

二 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る附則第十
四条の五第一項第一号の概算加入者割後期高齢者支援金額に前
期高齢者加入見込率を乗じて得た額（第四号及び附則第十三条
の五の四第一項第二号において「前期高齢者に係る加入者割後
期高齢者支援金の概算額」という。）
三 調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額（当該被
用者保険等保険者に係る調整対象給付費見込額等に当該各年度
における概算加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三
条の五の四第一項第一号において同じ。）
四 前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る
概算調整対象基準額（当該被用者保険等保険者に係る前期高齢
者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に当該各年度にお
ける概算加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の
五の四第一項第二号及び第三項において同じ。）

第十三条の五の三 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の
被用者保険等保険者に係る第三十三条第一項の確定前期高齢者交
付金の額は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲
げる額から第三号に掲げる額を控除した額と第二号に掲げる額か
ら第四号に掲げる額を控除した額に三分の二を乗じて得た額との
合計額（当該合計額が零を下回る場合には、零とする。）とする
。
一 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第三十五
条第一項第一号の調整対象給付費額と附則第八条の規定により
算定される病床転換支援金の額に当該各年度における当該被用
者保険等保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加
入者の数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定さ
れる率（次号において「前期高齢者加入率」という。）を乗じ
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（削除）

て得た額との合計額（第三号及び附則第十三条の五の五第一項
第一号において「調整対象給付費額等」という。）
二 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る附則第十
四条の六第一項第一号の確定加入者割後期高齢者支援金額に前
期高齢者加入率を乗じて得た額（第四号及び附則第十三条の五
の五第一項第二号において「前期高齢者に係る加入者割後期高
齢者支援金の確定額」という。）
三 調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額（当該被用者
保険等保険者に係る調整対象給付費額等に当該各年度における
確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の五の
五第一項第一号において同じ。）
四 前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る
確定調整対象基準額（当該被用者保険等保険者に係る前期高齢
者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に当該各年度にお
ける確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の
五の五第一項第二号及び第三項において同じ。）

（平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の被用者保険等保
険者に係る前期高齢者納付金の額の算定の特例）
第十三条の五の四 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の
被用者保険等保険者に係る第三十八条第一項第一号の負担調整前
概算前期高齢者納付金相当額は、同条第二項の規定にかかわらず
、第一号から第三号までに掲げる額（特定健康保険組合にあつて
は、第一号から第四号までに掲げる額）の合計額（第一号及び第
二号に掲げる額の合計額が零を下回る場合には、第三号に掲げる
額（特定健康保険組合にあつては、同号及び第四号に掲げる額の
合計額））とする。
一 調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額から調整

- 185 -

対象給付費見込額等を控除して得た額
二 前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る
概算調整対象基準額から前期高齢者に係る加入者割後期高齢者
支援金の概算額を控除して得た額（第四項第一号において「後
期高齢者支援金に係る概算加入者割前期高齢者納付金額」とい
う。）に三分の二を乗じて得た額
三 後期高齢者支援金に係る概算総報酬割前期高齢者納付金額
四 特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高
齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額に三分の一を乗
じて得た額
２ 前項第三号の後期高齢者支援金に係る概算総報酬割前期高齢者
納付金額は、当該各年度における当該被用者保険等保険者の標準
報酬総額の見込額に納付金概算拠出率及び当該各年度における当
該被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金調整率（第百
二十条第一項の概算後期高齢者支援金調整率をいう。以下同じ。
）を乗じて得た額とする。
３ 第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加
入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額は、
当該各年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者に係
る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額
に、厚生労働省令で定めるところにより算定される当該各年度に
おける当該特定健康保険組合に係る加入者の見込数に対する特例
退職被保険者等である加入者の見込数の割合を基礎として特定健
康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
４ 第二項の納付金概算拠出率は、厚生労働省令で定めるところに
より、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計
額の合計額を控除した額に三分の一を乗じて得た額を、当該各年
度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の

- 186 -

（削除）

合計額で除して得た率とする。
一 各被用者保険等保険者（第一項第一号及び第二号に掲げる額
の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。）に係る後
期高齢者支援金に係る概算加入者割前期高齢者納付金額を当該
各年度における当該各被用者保険等保険者に係る概算後期高齢
者支援金調整率で除して得た額の合計額
二 各特定健康保険組合に係る第一項第四号の特例退職被保険者
等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額
に係る概算調整対象基準額の合計額
三 附則第十三条の五の二の規定により算定される額が零を上回
る被用者保険等保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条第
四号に掲げる額を控除した額の合計額

第十三条の五の五 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の
被用者保険等保険者に係る第三十九条第一項第一号の負担調整前
確定前期高齢者納付金相当額は、同条第二項の規定にかかわらず
、第一号から第三号までに掲げる額（特定健康保険組合にあつて
は、第一号から第四号までに掲げる額）の合計額（第一号及び第
二号に掲げる額の合計額が零を下回る場合には、第三号に掲げる
額（特定健康保険組合にあつては、同号及び第四号に掲げる額の
合計額））とする。
一 調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額から調整対象
給付費額等を控除して得た額
二 前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る
確定調整対象基準額から前期高齢者に係る加入者割後期高齢者
支援金の確定額を控除して得た額（第四項第一号において「後
期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額」とい
う。）に三分の二を乗じて得た額
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三 後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額
四 特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高
齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に三分の一を乗
じて得た額
２ 前項第三号の後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者
納付金額は、当該各年度における当該被用者保険等保険者の標準
報酬総額に納付金確定拠出率及び当該各年度における当該被用者
保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率（第百二十一条
第一項の確定後期高齢者支援金調整率をいう。以下同じ。）を乗
じて得た額とする。
３ 第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加
入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額は、
当該各年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者に係
る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額
に、厚生労働省令で定めるところにより算定される当該各年度に
おける当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職
被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組
合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
４ 第二項の納付金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところに
より、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計
額の合計額を控除した額に三分の一を乗じて得た額を、当該各年
度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で
除して得た率とする。
一 各被用者保険等保険者（第一項第一号及び第二号に掲げる額
の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。）に係る後
期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額を当該
各年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢
者支援金調整率で除して得た額の合計額
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（削除）

二 各特定健康保険組合に係る第一項第四号の特例退職被保険者
等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額
に係る確定調整対象基準額の合計額
三 附則第十三条の五の三の規定により算定される額が零を上回
る被用者保険等保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条第
四号に掲げる額を控除した額の合計額

（平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者交付金
の額の算定の特例）
第十三条の五の六 平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る第
三十三条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、第三十四条第一
項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額
を控除した額と第二号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除し
た額に二分の一を乗じて得た額との合計額（当該合計額が零を下
回る場合には、零とする。）とする。
一 平成二十七年度における当該被用者保険等保険者に係る第三
十四条第一項第一号の調整対象給付費見込額と附則第八条の規
定により算定される病床転換支援金の額に同年度における当該
被用者保険等保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者
である加入者の見込数の割合を基礎として被用者保険等保険者
ごとに算定される率（次号において「前期高齢者加入見込率」
という。）を乗じて得た額との合計額（第三号及び附則第十三
条の五の八第一項第一号において「調整対象給付費見込額等」
という。）
二 平成二十七年度における当該被用者保険等保険者に係る附則
第十四条の七第一項第一号に規定する概算加入者割後期高齢者
支援金額に前期高齢者加入見込率を乗じて得た額（第四号及び
附則第十三条の五の八第一項第二号において「前期高齢者に係
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（平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交
付金の額の算定の特例）
第十三条の二 平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る第三十
三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、第三十五条第一項の
規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控
除した額と第二号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除した額
に二分の一を乗じて得た額との合計額（当該合計額が零を下回る
場合には、零とする。）とする。
一 平成二十七年度における当該被用者保険等保険者に係る持続
可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部
を改正する法律（平成二十七年法律第
号。以下「国保法
等一部改正法」という。）第十条の規定による改正前の第三十
五条第一項第一号の調整対象給付費額と附則第八条の規定によ
り算定される病床転換支援金の額に同年度における当該被用者
保険等保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入
者の数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定され
る率（次号において「前期高齢者加入率」という。）を乗じて

る加入者割後期高齢者支援金の概算額」という。）
三 調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額（当該被
用者保険等保険者に係る調整対象給付費見込額等に平成二十七
年度における概算加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第
十三条の五の八第一項第一号において同じ。）
四 前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る
概算調整対象基準額（当該被用者保険等保険者に係る前期高齢
者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に平成二十七年度
における概算加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三
条の五の八第一項第二号及び第三項において同じ。）

第十三条の五の七 平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る第
三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、第三十五条第一
項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額
を控除した額と第二号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除し
た額に二分の一を乗じて得た額との合計額（当該合計額が零を下
回る場合には、零とする。）とする。
一 平成二十七年度における当該被用者保険等保険者に係る第三
十五条第一項第一号の調整対象給付費額と附則第八条の規定に
より算定される病床転換支援金の額に同年度における当該被用
者保険等保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加
入者の数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定さ
れる率（次号において「前期高齢者加入率」という。）を乗じ
て得た額との合計額（第三号及び附則第十三条の五の九第一項
第一号において「調整対象給付費額等」という。）
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得た額との合計額（第三号及び次条第一項第一号において「調
整対象給付費額等」という。）
二 平成二十七年度における当該被用者保険等保険者に係る附則
第十四条の二第一項第一号に規定する確定加入者割後期高齢者
支援金額に前期高齢者加入率を乗じて得た額（第四号及び次条
第一項第二号において「前期高齢者に係る加入者割後期高齢者
支援金の確定額」という。）
三 調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額（当該被用者
保険等保険者に係る調整対象給付費額等に平成二十七年度にお
ける確定加入者調整率（国保法等一部改正法第十条の規定によ
る改正前の第三十五条第一項第三号の確定加入者調整率をいう
。以下同じ。）を乗じて得た額をいう。次条第一項第一号にお
いて同じ。）
四 前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る
確定調整対象基準額（当該被用者保険等保険者に係る前期高齢
者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に平成二十七年度
における確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。次条第一項
第二号及び第三項において同じ。）

（削除）

二 平成二十七年度における当該被用者保険等保険者に係る附則
第十四条の八第一項第一号に規定する確定加入者割後期高齢者
支援金額に前期高齢者加入率を乗じて得た額（第四号及び附則
第十三条の五の九第一項第二号において「前期高齢者に係る加
入者割後期高齢者支援金の確定額」という。）
三 調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額（当該被用者
保険等保険者に係る調整対象給付費額等に平成二十七年度にお
ける確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の
五の九第一項第一号において同じ。）

四 前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る
確定調整対象基準額（当該被用者保険等保険者に係る前期高齢
者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に平成二十七年度
における確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三
条の五の九第一項第二号及び第三項において同じ。）

（平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者納付金
の額の算定の特例）
第十三条の五の八 平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る第
三十八条第一項第一号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額
は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号から第三号までに掲
げる額（特定健康保険組合にあつては、第一号から第四号までに
掲げる額）の合計額（第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零
を下回る場合には、第三号に掲げる額（特定健康保険組合にあつ
ては、同号及び第四号に掲げる額の合計額））とする。
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一 調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額から調整
対象給付費見込額等を控除して得た額
二 前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る
概算調整対象基準額から前期高齢者に係る加入者割後期高齢者
支援金の概算額を控除して得た額（第四項第一号において「後
期高齢者支援金に係る概算加入者割前期高齢者納付金額」とい
う。）に二分の一を乗じて得た額
三 後期高齢者支援金に係る概算総報酬割前期高齢者納付金額
四 特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高
齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額に二分の一を乗
じて得た額
２ 前項第三号の後期高齢者支援金に係る概算総報酬割前期高齢者
納付金額は、平成二十七年度における当該被用者保険等保険者の
標準報酬総額の見込額に納付金概算拠出率及び同年度における当
該被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金調整率を乗じ
て得た額とする。
３ 第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加
入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額は、
平成二十七年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者
に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基
準額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される同年度に
おける当該特定健康保険組合に係る加入者の見込数に対する特例
退職被保険者等である加入者の見込数の割合を基礎として特定健
康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
４ 第二項の納付金概算拠出率は、厚生労働省令で定めるところに
より、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計
額の合計額を控除した額に二分の一を乗じて得た額を、平成二十
七年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込
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（平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者納
付金の額の算定の特例）
第十三条の三 平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る第三十
七条第一項の確定前期高齢者納付金の額は、第三十九条第一項の
規定にかかわらず、国保法等一部改正法第十条の規定による改正
前の第三十九条第一項の規定により算定される額とする。この場
合において、同項第一号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当
額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号から第三号までに
掲げる額（特定健康保険組合（健康保険法附則第三条第一項に規
定する特定健康保険組合をいう。以下同じ。）にあつては、第一
号から第四号までに掲げる額）の合計額（第一号及び第二号に掲

額の合計額で除して得た率とする。
一 各被用者保険等保険者（第一項第一号及び第二号に掲げる額
の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。）に係る後
期高齢者支援金に係る概算加入者割前期高齢者納付金額を平成
二十七年度における当該各被用者保険等保険者に係る概算後期
高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
二 各特定健康保険組合に係る第一項第四号の特例退職被保険者
等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額
に係る概算調整対象基準額を平成二十七年度における当該各特
定健康保険組合に係る概算後期高齢者支援金調整率で除して得
た額の合計額
三 附則第十三条の五の六の規定により算定される額が零を上回
る各被用者保険等保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条
第四号に掲げる額を控除した額を平成二十七年度における当該
各被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金調整率で除
して得た額の合計額

第十三条の五の九 平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る第
三十九条第一項第一号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額
は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号から第三号までに掲
げる額（特定健康保険組合にあつては、第一号から第四号までに
掲げる額）の合計額（第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零
を下回る場合には、第三号に掲げる額（特定健康保険組合にあつ
ては、同号及び第四号に掲げる額の合計額））とする。
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げる額の合計額が零を下回る場合には、第三号に掲げる額（特定
健康保険組合にあつては、同号及び第四号に掲げる額の合計額）
）とする。
一～四 （略）
２ 前項第三号の後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者
納付金額は、平成二十七年度における当該被用者保険等保険者の
標準報酬総額（国保法等一部改正法第三条の規定による改正前の
国民健康保険法附則第十二条第一項に規定する標準報酬総額をい
う。以下同じ。）に納付金確定拠出率及び同年度における当該被
用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率（国保法等
一部改正法第十条の規定による改正前の第百二十一条第一項の確
定後期高齢者支援金調整率をいう。以下同じ。）を乗じて得た額
とする。
３ 第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加
入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額は、
平成二十七年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者
に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基
準額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される同年度に
おける当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職
被保険者等（国民健康保険法附則第二十一条第一項に規定する特
例退職被保険者及びその被扶養者をいう。以下同じ。）である加
入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される
率を乗じて得た額とする。
４ 第二項の納付金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところに
より、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計
額の合計額を控除した額に二分の一を乗じて得た額を、平成二十
七年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計
額で除して得た率とする。

一～四 （略）
２ 前項第三号の後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者
納付金額は、平成二十七年度における当該被用者保険等保険者の
標準報酬総額に納付金確定拠出率及び同年度における当該被用者
保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
とする。

３ 第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加
入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額は、
平成二十七年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者
に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基
準額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される同年度に
おける当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職
被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組
合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。

４ 第二項の納付金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところに
より、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計
額の合計額を控除した額に二分の一を乗じて得た額を、平成二十
七年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計
額で除して得た率とする。
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一・二 （略）
三 前条の規定により算定される額が零を上回る各被用者保険等
保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条第四号に掲げる額
を控除した額を平成二十七年度における当該各被用者保険等保
険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計
額

（削除）

一・二 （略）
三 附則第十三条の五の七の規定により算定される額が零を上回
る各被用者保険等保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条
第四号に掲げる額を控除した額を平成二十七年度における当該
各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除
して得た額の合計額

（平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者交付金
の額の算定の特例）
第十三条の六 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る第三十
三条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、第三十四条第一項の
規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控
除した額と第二号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除した額
に三分の一を乗じて得た額との合計額（当該合計額が零を下回る
場合には、零とする。）とする。
一 平成二十八年度における当該被用者保険等保険者に係る第三
十四条第一項第一号の調整対象給付費見込額と附則第八条の規
定により算定される病床転換支援金の額に同年度における当該
被用者保険等保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者
である加入者の見込数の割合を基礎として被用者保険等保険者
ごとに算定される率を乗じて得た額との合計額（第三号及び附
則第十三条の八第一項第一号において「調整対象給付費見込額
等」という。）
二 平成二十八年度における当該被用者保険等保険者に係る附則
第十四条の九第一項第一号に規定する補正後概算加入者割後期
高齢者支援金額に、同年度における当該被用者保険等保険者に
係るイに掲げる数とロに掲げる数との合計（同項において「補
正後加入者見込数」という。）に対するハに掲げる数とニに掲
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げる数との合計の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに
算定される率（第三項において「補正後前期高齢者加入見込率
」という。）を乗じて得た額（第四号及び附則第十三条の八第
一項第二号において「前期高齢者に係る補正後加入者割後期高
齢者支援金の概算額」という。）
イ 加入者（特定加入者（次に掲げる区分に応じ、それぞれ次
に定める者をいう。以下同じ。）である者を除く。）の見込
数
⑴ 健康保険法の規定による被保険者 その同法に規定する
標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の平成二十八
年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計
額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
⑵ 船員保険法の規定による被保険者 その同法に規定する
標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の平成二十八
年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計
額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
⑶ 国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員 その
同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準期
末手当等の額の平成二十八年度の合計額を同年度の加入月
数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及
びその被扶養者
⑷ 地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 そ
の同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準
期末手当等の額の平成二十八年度の合計額を同年度の加入
月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者
及びその被扶養者
⑸ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済
制度の加入者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法
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に規定する標準賞与額の平成二十八年度の合計額を同年度
の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満た
ない者及びその被扶養者
⑹ 国民健康保険法附則第十条第三項の規定により厚生労働
大臣が定める国民健康保険組合の組合員 その健康保険法
に規定する標準報酬月額に相当するものとして厚生労働省
令で定めるものと、同法に規定する標準賞与額に相当する
ものとして厚生労働省令で定めるものの平成二十八年度の
合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計額が、
十万千円に満たない者及びその被扶養者
ロ 特定加入者である者の見込数に、特定加入者である者の数
及び後期高齢者支援金の額の状況を勘案して政令で定める割
合を乗じて得た数
ハ 前期高齢者である加入者（特定加入者である者を除く。）
の見込数
ニ 前期高齢者である加入者のうち特定加入者である者の見込
数に特定加入者である者の数及び後期高齢者支援金の額の状
況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数
三 調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額（当該被
用者保険等保険者に係る調整対象給付費見込額等に平成二十八
年度における概算加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第
十三条の八第一項第一号において同じ。）
四 前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の概算額
に係る概算調整対象基準額（当該被用者保険等保険者に係る前
期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の概算額に平
成二十八年度における補正後概算加入者調整率を乗じて得た額
をいう。附則第十三条の八第一項第二号及び第三項において同
じ。）
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（平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交
付金の額の算定の特例）
第十三条の四 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る第三十
三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、第三十五条第一項の
規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控
除した額と第二号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除した額
に三分の一を乗じて得た額との合計額（当該合計額が零を下回る
場合には、零とする。）とする。
一 平成二十八年度における当該被用者保険等保険者に係る国保
法等一部改正法第十条の規定による改正前の第三十五条第一項
第一号の調整対象給付費額と附則第八条の規定により算定され
る病床転換支援金の額に同年度における当該被用者保険等保険

２ 前項第二号イの加入月数は、健康保険法の規定による被保険者
、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法に基
づく共済組合の組合員、地方公務員等共済組合法に基づく共済組
合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員
共済制度の加入者又は国民健康保険法附則第十条第三項の規定に
より厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員であつた期
間として、それぞれ厚生労働省令で定めるところにより算定した
月数とする。
３ 第一項第四号の補正後概算加入者調整率は、厚生労働省令で定
めるところにより、平成二十八年度における全ての保険者に係る
加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の
割合を補正後前期高齢者加入見込率（その率が第三十四条第四項
に規定する下限割合に満たないときは、当該下限割合とする。）
で除して得た率を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定され
る率とする。

第十三条の七 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る第三十
三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、第三十五条第一項の
規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控
除した額と第二号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除した額
に三分の一を乗じて得た額との合計額（当該合計額が零を下回る
場合には、零とする。）とする。
一 平成二十八年度における当該被用者保険等保険者に係る第三
十五条第一項第一号の調整対象給付費額と附則第八条の規定に
より算定される病床転換支援金の額に同年度における当該被用
者保険等保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加
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者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割
合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率を乗じ
て得た額との合計額（第三号及び次条第一項第一号において「
調整対象給付費額等」という。）
二 平成二十八年度における当該被用者保険等保険者に係る附則
第十四条の三第一項第一号に規定する補正後確定加入者割後期
高齢者支援金額に、同年度における当該被用者保険等保険者に
係るイに掲げる数とロに掲げる数との合計（同号において「補
正後加入者数」という。）に対するハに掲げる数とニに掲げる
数との合計の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定
される率（第三項において「補正後前期高齢者加入率」という
。）を乗じて得た額（第四号及び次条第一項第二号において「
前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額」
という。）
イ 加入者（特定加入者（次に掲げる区分に応じ、それぞれ次
に定める者をいう。以下同じ。）である者を除く。）の数
⑴ 健康保険法の規定による被保険者 その同法に規定する
標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の平成二十八
年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計
額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
⑵ 船員保険法の規定による被保険者 その同法に規定する
標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の平成二十八
年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計
額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
⑶ 国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員 その
同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準期
末手当等の額の平成二十八年度の合計額を同年度の加入月
数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及

入者の数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定さ
れる率を乗じて得た額との合計額（第三号及び附則第十三条の
九第一項第一号において「調整対象給付費額等」という。）

二 平成二十八年度における当該被用者保険等保険者に係る附則
第十四条の十第一項第一号に規定する補正後確定加入者割後期
高齢者支援金額に、同年度における当該被用者保険等保険者に
係るイに掲げる数とロに掲げる数との合計（同項において「補
正後加入者数」という。）に対するハに掲げる数とニに掲げる
数との合計の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定
される率（次項において「補正後前期高齢者加入率」という。
）を乗じて得た額（第四号及び附則第十三条の九第一項第二号
において「前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金
の確定額」という。）
イ 加入者（特定加入者である者を除く。）の数
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びその被扶養者
⑷ 地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 そ
の同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準
期末手当等の額の平成二十八年度の合計額を同年度の加入
月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者
及びその被扶養者
⑸ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済
制度の加入者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法
に規定する標準賞与額の平成二十八年度の合計額を同年度
の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満た
ない者及びその被扶養者
⑹ 第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健
康保険組合の組合員 その健康保険法に規定する標準報酬
月額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものと、
同法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働
省令で定めるものの平成二十八年度の合計額を同年度の加
入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない
者及びその被扶養者
ロ～ニ （略）
三 調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額（当該被用者
保険等保険者に係る調整対象給付費額等に平成二十八年度にお
ける確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。次条第一項第一
号において同じ。）
四 前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額
に係る確定調整対象基準額（当該被用者保険等保険者に係る前
期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に平
成二十八年度における補正後確定加入者調整率を乗じて得た額
をいう。次条第一項第二号及び第三項において同じ。）

ロ～ニ （略）
三 調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額（当該被用者
保険等保険者に係る調整対象給付費額等に平成二十八年度にお
ける確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の
九第一項第一号において同じ。）
四 前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額
に係る確定調整対象基準額（当該被用者保険等保険者に係る前
期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に平
成二十八年度における補正後確定加入者調整率を乗じて得た額
をいう。附則第十三条の九第一項第二号及び第三項において同
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２ 前項第二号イの加入月数は、健康保険法の規定による被保険者
、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法に基
づく共済組合の組合員、地方公務員等共済組合法に基づく共済組
合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員
共済制度の加入者又は第七条第三項の規定により厚生労働大臣が
定める国民健康保険組合の組合員であつた期間として、それぞれ
厚生労働省令で定めるところにより算定した月数とする。
３ 第一項第四号の補正後確定加入者調整率は、厚生労働省令で定
めるところにより、平成二十八年度における全ての保険者に係る
加入者の総数に対する前期高齢者である加入者の総数の割合を補
正後前期高齢者加入率（その率が第三十四条第五項に規定する下
限割合に満たないときは、当該下限割合とする。）で除して得た
率を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率とする。

（削除）

じ。）
（新設）

２ 前項第四号の補正後確定加入者調整率は、厚生労働省令で定め
るところにより、平成二十八年度における全ての保険者に係る加
入者の総数に対する前期高齢者である加入者の総数の割合を補正
後前期高齢者加入率（その率が第三十四条第四項に規定する下限
割合に満たないときは、当該下限割合とする。）で除して得た率
を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率とする。

（平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者納付金
の額の算定の特例）
第十三条の八 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る第三十
八条第一項第一号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、
同条第二項の規定にかかわらず、第一号から第三号までに掲げる
額（特定健康保険組合にあつては、第一号から第四号までに掲げ
る額）の合計額（第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下
回る場合には、第三号に掲げる額（特定健康保険組合にあつては
、同号及び第四号に掲げる額の合計額））とする。
一 調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額から調整
対象給付費見込額等を控除して得た額
二 前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の概算額
に係る概算調整対象基準額から前期高齢者に係る補正後加入者
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割後期高齢者支援金の概算額を控除して得た額（第四項第一号
において「後期高齢者支援金に係る概算加入者割前期高齢者納
付金額」という。）に三分の一を乗じて得た額
三 後期高齢者支援金に係る概算総報酬割前期高齢者納付金額
四 特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る補正後加入者割
後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額に三分の
二を乗じて得た額
２ 前項第三号の後期高齢者支援金に係る概算総報酬割前期高齢者
納付金額は、平成二十八年度における当該被用者保険等保険者の
標準報酬総額の見込額に納付金概算拠出率及び同年度における当
該被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金調整率を乗じ
て得た額とする。
３ 第一項第四号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る補
正後加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準
額は、平成二十八年度における当該特定健康保険組合に係る前期
高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概
算調整対象基準額に、厚生労働省令で定めるところにより算定さ
れる同年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の見込数
に対する特例退職被保険者等である加入者の見込数の割合を基礎
として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とす
る。
４ 第二項の納付金概算拠出率は、厚生労働省令で定めるところに
より、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計
額の合計額を控除した額に三分の二を乗じて得た額を、平成二十
八年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込
額の合計額で除して得た率とする。
一 各被用者保険等保険者（第一項第一号及び第二号に掲げる額
の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。）に係る後
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（平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者納
付金の額の算定の特例）
第十三条の五 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る第三十
七条第一項の確定前期高齢者納付金の額は、第三十九条第一項の
規定にかかわらず、国保法等一部改正法第十条の規定による改正
前の第三十九条第一項の規定により算定される額とする。この場
合において、同項第一号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当
額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号から第三号までに
掲げる額（特定健康保険組合にあつては、第一号から第四号まで
に掲げる額）の合計額（第一号及び第二号に掲げる額の合計額が
零を下回る場合には、第三号に掲げる額（特定健康保険組合にあ
つては、同号及び第四号に掲げる額の合計額））とする。
一～四 （略）
２・３ （略）

期高齢者支援金に係る概算加入者割前期高齢者納付金額を平成
二十八年度における当該各被用者保険等保険者に係る概算後期
高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
二 各特定健康保険組合に係る第一項第四号の特例退職被保険者
等に係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の
概算額に係る概算調整対象基準額を平成二十八年度における当
該各特定健康保険組合に係る概算後期高齢者支援金調整率で除
して得た額の合計額
三 附則第十三条の六の規定により算定される額が零を上回る各
被用者保険等保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条第四
号に掲げる額を控除した額を平成二十八年度における当該各被
用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金調整率で除して
得た額の合計額

第十三条の九 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る第三十
九条第一項第一号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、
同条第二項の規定にかかわらず、第一号から第三号までに掲げる
額（特定健康保険組合にあつては、第一号から第四号までに掲げ
る額）の合計額（第一号及び第二号に掲げる額の合計額が零を下
回る場合には、第三号に掲げる額（特定健康保険組合にあつては
、同号及び第四号に掲げる額の合計額））とする。

一～四 （略）
２・３ （略）
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（市町村の特別会計への繰入れ等の特例）
第十三条の八 （略）

（指定介護老人福祉施設に入所中の被保険者の特例）
第十三条の七 （略）

（延滞金の割合の特例）
第十三条の六 （略）

４ 第二項の納付金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところに
より、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計
額の合計額を控除した額に三分の二を乗じて得た額を、平成二十
八年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計
額で除して得た率とする。
一・二 （略）
三 前条の規定により算定される額が零を上回る各被用者保険等
保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条第四号に掲げる額
を控除した額を平成二十八年度における当該各被用者保険等保
険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計
額

（市町村の特別会計への繰入れ等の特例）
第十三条の十二 （略）

（指定介護老人福祉施設に入所中の被保険者の特例）
第十三条の十一 （略）

（延滞金の割合の特例）
第十三条の十 （略）

４ 第二項の納付金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところに
より、第一号に掲げる合計額から第二号及び第三号に掲げる合計
額の合計額を控除した額に三分の二を乗じて得た額を、平成二十
八年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計
額で除して得た率とする。
一・二 （略）
三 附則第十三条の七の規定により算定される額が零を上回る各
被用者保険等保険者に係る同条第二号に掲げる額から同条第四
号に掲げる額を控除した額を平成二十八年度における当該各被
用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して
得た額の合計額

（削除）

（保険料の特例）
第十四条 後期高齢者医療広域連合は、第百四条第二項の規定にか
かわらず、当該後期高齢者医療広域連合の区域のうち、被保険者
に係る療養の給付等に要する費用の額が著しく低い市町村であつ
て厚生労働大臣が定める基準に該当するものの区域内に住所を有
する被保険者の保険料については、平成二十年四月一日から起算
して六年以内において後期高齢者医療広域連合の条例で定める期
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（財政安定化基金の特例）
第十四条 （略）

（削除）

間に限り、政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条
例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された
保険料額によつて課することができる。
２ 後期高齢者医療広域連合が前項の規定により不均一の保険料の
賦課をした場合において、当該賦課により得られるべき保険料の
総額が第百四条第二項本文の規定に基づく保険料の賦課を行うこ
ととした場合に得られるべき保険料の総額に比べて減少すること
となるときは、後期高齢者医療広域連合は、当該減少することと
なる保険料の総額を基礎として政令で定めるところにより算定し
た額を、政令で定めるところにより、一般会計から後期高齢者医
療に関する特別会計に繰り入れなければならない。
３ 国は、政令で定めるところにより、前項の規定による繰入金の
二分の一に相当する額を負担する。
４ 都道府県は、政令で定めるところにより、第二項の規定による
繰入金の二分の一に相当する額を負担する。
（財政安定化基金の特例）
第十四条の二 （略）

（平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の被用者保険
等保険者に係る後期高齢者支援金の額の算定の特例）
第十四条の三 平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の
被用者保険等保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支
援金の額は、第百二十条第一項の規定にかかわらず、第一号及び
第二号に掲げる額（特定健康保険組合にあつては、第一号から第
三号までに掲げる額）の合計額とする。
一 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第百二十
条第一項の規定により算定される概算後期高齢者支援金の額（
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（削除）

以下この条において「概算加入者割後期高齢者支援金額」とい
う。）に三分の二を乗じて得た額
二 概算総報酬割後期高齢者支援金額
三 特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額
に三分の一を乗じて得た額
２ 前項第二号の概算総報酬割後期高齢者支援金額は、当該各年度
における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額に支援
金概算拠出率を乗じて得た額とする。
３ 第一項第三号の特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高
齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る概算加入者割後期
高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところにより算定され
る当該各年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の見込
数に対する特例退職被保険者等である加入者の見込数の割合を基
礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額と
する。
４ 第二項の支援金概算拠出率は、厚生労働省令で定めるところに
より、各被用者保険等保険者の概算加入者割後期高齢者支援金額
の合計額から各特定健康保険組合における第一項第三号の特例退
職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額の合計額を
控除した額に三分の一を乗じて得た額を、当該各年度における各
被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除し
て得た率とする。

第十四条の四 平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の
被用者保険等保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支
援金の額は、第百二十一条第一項の規定にかかわらず、第一号及
び第二号に掲げる額（特定健康保険組合にあつては、第一号から
第三号までに掲げる額）の合計額とする。
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（削除）

一 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第百二十
一条第一項の規定により算定される確定後期高齢者支援金の額
（以下この条において「確定加入者割後期高齢者支援金額」と
いう。）に三分の二を乗じて得た額
二 確定総報酬割後期高齢者支援金額
三 特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額
に三分の一を乗じて得た額
２ 前項第二号の確定総報酬割後期高齢者支援金額は、当該各年度
における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に支援金確定拠
出率を乗じて得た額とする。
３ 第一項第三号の特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高
齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る確定加入者割後期
高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところにより算定され
る当該各年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に
対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎として
特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
４ 第二項の支援金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところに
より、各被用者保険等保険者の確定加入者割後期高齢者支援金額
の合計額から各特定健康保険組合における第一項第三号の特例退
職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額の合計額を
控除した額に三分の一を乗じて得た額を、当該各年度における各
被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率
とする。

（平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の被用者保険等保
険者に係る後期高齢者支援金の額の算定の特例）
第十四条の五 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の被用
者保険等保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金
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の額は、第百二十条第一項の規定にかかわらず、第一号及び第二
号に掲げる額（特定健康保険組合にあつては、第一号から第三号
までに掲げる額）の合計額とする。
一 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第百二十
条第一項の規定により算定される概算後期高齢者支援金の額（
以下この条において「概算加入者割後期高齢者支援金額」とい
う。）に三分の二を乗じて得た額
二 概算総報酬割後期高齢者支援金額
三 特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額
に三分の一を乗じて得た額
２ 前項第二号の概算総報酬割後期高齢者支援金額は、当該各年度
における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額に支援
金概算拠出率及び当該各年度における当該被用者保険等保険者に
係る概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
３ 第一項第三号の特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高
齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る概算加入者割後期
高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところにより算定され
る当該各年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の見込
数に対する特例退職被保険者等である加入者の見込数の割合を基
礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額と
する。
４ 第二項の支援金概算拠出率は、厚生労働省令で定めるところに
より、各被用者保険等保険者に係る概算加入者割後期高齢者支援
金額（各特定健康保険組合にあつては、当該各特定健康保険組合
に係る概算加入者割後期高齢者支援金額から第一項第三号の特例
退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額を控除し
た額）を当該各年度における当該各被用者保険等保険者に係る概
算後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額に三分の一を
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（削除）

乗じて得た額を、当該各年度における各被用者保険等保険者に係
る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。

第十四条の六 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度の被用
者保険等保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金
の額は、第百二十一条第一項の規定にかかわらず、第一号及び第
二号に掲げる額（特定健康保険組合にあつては、第一号から第三
号までに掲げる額）の合計額とする。
一 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第百二十
一条第一項の規定により算定される確定後期高齢者支援金の額
（以下この条において「確定加入者割後期高齢者支援金額」と
いう。）に三分の二を乗じて得た額
二 確定総報酬割後期高齢者支援金額
三 特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額
に三分の一を乗じて得た額
２ 前項第二号の確定総報酬割後期高齢者支援金額は、当該各年度
における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に支援金確定拠
出率及び当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る確定
後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
３ 第一項第三号の特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高
齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る確定加入者割後期
高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところにより算定され
る当該各年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に
対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎として
特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
４ 第二項の支援金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところに
より、各被用者保険等保険者に係る確定加入者割後期高齢者支援
金額（各特定健康保険組合にあつては、当該各特定健康保険組合
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（削除）

に係る確定加入者割後期高齢者支援金額から第一項第三号の特例
退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額を控除し
た額）を当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る確定
後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額に三分の一を乗
じて得た額を、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る
標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。

（平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る後期高齢者支援金
の額の算定の特例）
第十四条の七 平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る第百十
九条第一項の概算後期高齢者支援金の額は、第百二十条第一項の
規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額（特定健康保険
組合にあつては、第一号から第三号までに掲げる額）の合計額と
する。
一 平成二十七年度における当該被用者保険等保険者に係る第百
二十条第一項の規定により算定される概算後期高齢者支援金の
額（以下この条において「概算加入者割後期高齢者支援金額」
という。）に二分の一を乗じて得た額
二 概算総報酬割後期高齢者支援金額
三 特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額
に二分の一を乗じて得た額
２ 前項第二号の概算総報酬割後期高齢者支援金額は、平成二十七
年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額に
支援金概算拠出率及び同年度における当該被用者保険等保険者に
係る概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
３ 第一項第三号の特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高
齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る概算加入者割後期
高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところにより算定され
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（平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支
援金の額の算定の特例）
第十四条の二 平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る第百十
九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、第百二十一条第一項
第一号の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額（特定
健康保険組合にあつては、第一号から第三号までに掲げる額）の
合計額とする。
一 平成二十七年度における当該被用者保険等保険者に係る国保
法等一部改正法第十条の規定による改正前の第百二十一条第一
項の規定により算定される確定後期高齢者支援金の額（以下こ
の条において「確定加入者割後期高齢者支援金額」という。）
に二分の一を乗じて得た額
二・三（略）
２～４ （略）

る平成二十七年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の
見込数に対する特例退職被保険者等である加入者の見込数の割合
を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た
額とする。
４ 第二項の支援金概算拠出率は、厚生労働省令で定めるところに
より、各被用者保険等保険者に係る概算加入者割後期高齢者支援
金額（各特定健康保険組合にあつては、当該各特定健康保険組合
に係る概算加入者割後期高齢者支援金額から第一項第三号の特例
退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額を控除し
た額）を平成二十七年度における当該各被用者保険等保険者に係
る概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額に二分の
一を乗じて得た額を、同年度における各被用者保険等保険者に係
る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。

第十四条の八 平成二十七年度の被用者保険等保険者に係る第百十
九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、第百二十一条第一項
の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額（特定健康保
険組合にあつては、第一号から第三号までに掲げる額）の合計額
とする。
一 平成二十七年度における当該被用者保険等保険者に係る第百
二十一条第一項の規定により算定される確定後期高齢者支援金
の額（以下この条において「確定加入者割後期高齢者支援金額
」という。）に二分の一を乗じて得た額
二・三（略）
２～４ （略）
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（削除）

（平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る後期高齢者支援金
の額の算定の特例）
第十四条の九 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る第百十
九条第一項の概算後期高齢者支援金の額は、第百二十条第一項の
規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額（特定健康保険
組合にあつては、第一号から第三号までに掲げる額）の合計額と
する。
一 被用者保険等保険者に係る補正前概算後期高齢者支援金総額
を全ての被用者保険等保険者に係る補正後加入者見込数の総数
で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定し
た平成二十八年度における当該被用者保険等保険者に係る補正
後加入者見込数及び概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た
額（以下この条において「補正後概算加入者割後期高齢者支援
金額」という。）に三分の一を乗じて得た額
二 概算総報酬割後期高齢者支援金額
三 特例退職被保険者等に係る補正後概算加入者割後期高齢者支
援金額に三分の二を乗じて得た額
２ 前項第一号の被用者保険等保険者に係る補正前概算後期高齢者
支援金総額は、平成二十八年度における全ての後期高齢者医療広
域連合の保険納付対象額（第百条第一項に規定する保険納付対象
額をいう。次条第二項において同じ。）の見込額の総額を厚生労
働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険
者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定
めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保
険者に係る加入者の見込総数を乗じて得た額とする。
３ 第一項第二号の概算総報酬割後期高齢者支援金額は、平成二十
八年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額
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（平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支
援金の額の算定の特例）
第十四条の三 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る第百十
九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、第百二十一条第一項
第一号の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額（特定
健康保険組合にあつては、第一号から第三号までに掲げる額）の
合計額とする。
一～三 （略）

に支援金概算拠出率及び同年度における当該被用者保険等保険者
に係る概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
４ 第一項第三号の特例退職被保険者等に係る補正後概算加入者割
後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る補正後概算
加入者割後期高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところに
より算定される平成二十八年度における当該特定健康保険組合に
係る加入者の見込数に対する特例退職被保険者等である加入者の
見込数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率
を乗じて得た額とする。
５ 第三項の支援金概算拠出率は、厚生労働省令で定めるところに
より、各被用者保険等保険者に係る補正後概算加入者割後期高齢
者支援金額（各特定健康保険組合にあつては、当該各特定健康保
険組合に係る補正後概算加入者割後期高齢者支援金額から第一項
第三号の特例退職被保険者等に係る補正後概算加入者割後期高齢
者支援金額を控除した額）を平成二十八年度における当該各被用
者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金調整率で除して得た
額の合計額に三分の二を乗じて得た額を、同年度における各被用
者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得
た率とする。

第十四条の十 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る第百十
九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、第百二十一条第一項
の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額（特定健康保
険組合にあつては、第一号から第三号までに掲げる額）の合計額
とする。
一～三 （略）
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２ 前項第一号の被用者保険等保険者に係る補正前確定後期高齢者
支援金総額は、平成二十八年度における全ての後期高齢者医療広
域連合の保険納付対象額（第百条第一項に規定する保険納付対象
額をいう。）の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定し
た同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た
額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度におけ
る全ての被用者保険等保険者に係る加入者の総数を乗じて得た額
とする。
３～５ （略）

（後期高齢者支援金の算定に係る経過措置）
第十五条 平成二十年度から平成二十四年度までの間の各年度に係
る概算後期高齢者支援金調整率及び確定後期高齢者支援金調整率
は、第百二十条第二項及び第百二十一条第二項の規定にかかわら
ず、すべての保険者について、百分の百とする。

３～５ （略）

２ 前項第一号の被用者保険等保険者に係る補正前確定後期高齢者
支援金総額は、平成二十八年度における全ての後期高齢者医療広
域連合の保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところに
より算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で
除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同
年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者の総数を乗
じて得た額とする。

（特定健康保険組合に係る標準報酬総額の算定に係る経過措置）
第十五条 特定健康保険組合に係る第百二十条第二項第一号の規定
の適用については、同号中「被保険者」とあるのは、「被保険者
（国民健康保険法附則第二十一条第一項に規定する特例退職被保
険者を除く。）」とする。
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現

○ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）（抄）（第十一条関係）
【平成三十年四月一日施行】

案

（傍線の部分は改正部分）

行

目次
第一章～第三章 （略）
第四章 後期高齢者医療制度
第一節 （略）
第二節 被保険者（第五十条―第五十五条）
第三節～第九節 （略）
第五章～第八章 （略）
附則

正

目次
第一章～第三章 （略）
第四章 後期高齢者医療制度
第一節 （略）
第二節 被保険者（第五十条―第五十五条の二）
第三節～第九節 （略）
第五章～第八章 （略）
附則

（定義）
第七条 （略）
２ この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により
医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町
村（特別区を含む。以下同じ。）、国民健康保険組合、共済組合
又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
３ この法律において「被用者保険等保険者」とは、保険者（健康
保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康
保険協会、市町村及び国民健康保険組合を除く。）又は健康保険
法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者
とならない者を組合員とする国民健康保険組合であつて厚生労働
大臣が定めるものをいう。
４ （略）

改

（定義）
第七条 （略）
２ この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により
医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道
府県及び市町村（特別区を含む。以下同じ。）、国民健康保険組
合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
３ この法律において「被用者保険等保険者」とは、保険者（健康
保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康
保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。
）又は健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて
同法の被保険者とならない者を組合員とする国民健康保険組合で
あつて厚生労働大臣が定めるものをいう。
４ （略）
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（特定健康診査等実施計画）
第十九条 保険者（国民健康保険法の定めるところにより都道府県
が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険（以下「国
民健康保険」という。）にあつては、市町村。以下この節におい
て同じ。）は、特定健康診査等基本指針に即して、六年ごとに、
六年を一期として、特定健康診査等の実施に関する計画（以下「
特定健康診査等実施計画」という。）を定めるものとする。
２・３ （略）
（特定健康診査等に関する記録の提供）
第二十七条 保険者は、加入者の資格を取得した者（国民健康保険
にあつては、同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を
変更した被保険者を含む。）があるときは、当該加入者が加入し
ていた他の保険者に対し、当該他の保険者が保存している当該加
入者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを
提供するよう求めることができる。
２・３ （略）
（市町村の行う特定健康診査等の対象者の範囲）
第二十九条の二 国民健康保険法第三条第一項の市町村は、当該市
町村の区域内に住所を有する被保険者について、この節の規定に
よる事務を行うものとする。
（前期高齢者交付金）
第三十二条 支払基金は、各保険者（国民健康保険にあつては、都
道府県。以下この章において同じ。）に係る加入者の数に占める
前期高齢者である加入者（六十五歳に達する日の属する月の翌月

（特定健康診査等実施計画）
第十九条 保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、五年ごと
に、五年を一期として、特定健康診査等の実施に関する計画（以
下「特定健康診査等実施計画」という。）を定めるものとする。

２・３ （略）

（特定健康診査等に関する記録の提供）
第二十七条 保険者は、加入者の資格を取得した者があるときは、
当該加入者が加入していた他の保険者に対し、当該他の保険者が
保存している当該加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導に
関する記録の写しを提供するよう求めることができる。

２・３ （略）

（新設）

（前期高齢者交付金）
第三十二条 支払基金は、各保険者に係る加入者の数に占める前期
高齢者である加入者（六十五歳に達する日の属する月の翌月（そ
の日が月の初日であるときは、その日の属する月）以後である加
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（概算前期高齢者交付金）
第三十四条 （略）
２ 前項第一号の調整対象給付費見込額は、第一号に掲げる額から
第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 当該年度における当該保険者の給付（国民健康保険にあつて
は、都道府県内の市町村の給付）であつて医療保険各法の規定
による医療に関する給付（健康保険法第五十三条に規定するそ
の他の給付及びこれに相当する給付を除く。）のうち厚生労働
省令で定めるものに該当するものに要する費用（以下「保険者
の給付に要する費用」という。）の見込額のうち前期高齢者で
ある加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところによ
り算定される額（以下「前期高齢者給付費見込額」という。）
二 （略）
３～６ （略）

（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）以後であ
る加入者であつて、七十五歳に達する日の属する月以前であるも
のその他厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。）の数の
割合に係る負担の不均衡を調整するため、政令で定めるところに
より、保険者に対して、前期高齢者交付金を交付する。
２ （略）

（病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例）
第五十五条 次の各号に掲げる入院、入所又は入居（以下この条に
おいて「入院等」という。）をしたことにより、当該各号に規定
する病院、診療所又は施設（以下この条において「病院等」とい
う。）の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者で
あつて、当該病院等に入院等をした際他の後期高齢者医療広域連

（概算前期高齢者交付金）
第三十四条 （略）
２ 前項第一号の調整対象給付費見込額は、第一号に掲げる額から
第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 当該年度における当該保険者の給付であつて医療保険各法の
規定による医療に関する給付（健康保険法第五十三条に規定す
るその他の給付及びこれに相当する給付を除く。）のうち厚生
労働省令で定めるものに該当するものに要する費用（以下「保
険者の給付に要する費用」という。）の見込額のうち前期高齢
者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところ
により算定される額（以下「前期高齢者給付費見込額」という
。）
二 （略）
３～６ （略）

２ （略）

入者であつて、七十五歳に達する日の属する月以前であるものそ
の他厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。）の数の割合
に係る負担の不均衡を調整するため、政令で定めるところにより
、保険者に対して、前期高齢者交付金を交付する。

（病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例）
第五十五条 次の各号に掲げる入院、入所又は入居（以下この条に
おいて「入院等」という。）をしたことにより、当該各号に規定
する病院、診療所又は施設（以下この条において「病院等」とい
う。）の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者（
次条第一項の規定により同項に規定する従前住所地後期高齢者医
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療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者を除く。
）であつて、当該病院等に入院等をした際他の後期高齢者医療広
域連合（当該病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後
期高齢者医療広域連合をいう。）の区域内に住所を有していたと
認められるものは、第五十条の規定にかかわらず、当該他の後期
高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。た
だし、二以上の病院等に継続して入院等をしている被保険者であ
つて、現に入院等をしている病院等（以下この条において「現入
院病院等」という。）に入院等をする直前に入院等をしていた病
院等（以下この項において「直前入院病院等」という。）及び現
入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等
及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更し
たと認められるもの（次項において「特定継続入院等被保険者」
という。）については、この限りでない。
一～五 （略）
２・３ （略）
（国民健康保険法第百十六条の二の規定の適用を受ける者の特例
）
第五十五条の二 国民健康保険法第百十六条の二第一項及び第二項
の規定の適用を受ける国民健康保険の被保険者であつて、これら
の規定により住所を有するものとみなされた市町村（以下この項
において「従前住所地市町村」という。）の加入する後期高齢者
医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有
する者（第二号の場合においては、六十五歳以上七十五歳未満の
者に限る。）が、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は
、第五十条の規定にかかわらず、従前住所地市町村の加入する後
期高齢者医療広域連合（第二号及び次項において「従前住所地後

合（当該病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高
齢者医療広域連合をいう。）の区域内に住所を有していたと認め
られるものは、第五十条の規定にかかわらず、当該他の後期高齢
者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。ただし
、二以上の病院等に継続して入院等をしている被保険者であつて
、現に入院等をしている病院等（以下この条において「現入院病
院等」という。）に入院等をする直前に入院等をしていた病院等
（以下この項において「直前入院病院等」という。）及び現入院
病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び
現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと
認められるもの（次項において「特定継続入院等被保険者」とい
う。）については、この限りでない。

一～五 （略）
２・３ （略）

（新設）
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期高齢者医療広域連合」という。）が行う後期高齢者医療の被保
険者とする。この場合において、当該被保険者は、第五十二条の
規定にかかわらず、当該各号のいずれかに該当するに至つた日か
ら、その資格を取得する。
一 七十五歳に達したとき。
二 厚生労働省令で定めるところにより、第五十条第二号の政令
で定める程度の障害の状態にある旨の従前住所地後期高齢者医
療広域連合の認定を受けたとき。
２ 前条の規定は、前項の規定により従前住所地後期高齢者医療広
域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者について準用
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
。
（後期高齢者支援金等の徴収及び納付義務）
第百十八条 支払基金は、第百三十九条第一項第二号に掲げる業務
に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者（国民健康保険
にあつては、都道府県。以下この款において同じ。）から、後期
高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金（以下「後期高齢
者支援金等」という。）を徴収する。
２ （略）
（報告の徴収等）
第百三十四条 （略）
２ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者（国民健康保険にあ
つては、都道府県）に対し、前期高齢者納付金等及び後期高齢者
支援金等の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業
務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査さ
せることができる。

（後期高齢者支援金等の徴収及び納付義務）
第百十八条 支払基金は、第百三十九条第一項第二号に掲げる業務
に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、後期高齢
者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金（以下「後期高齢者支
援金等」という。）を徴収する。
２ （略）

（報告の徴収等）
第百三十四条 （略）
２ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者に対し、前期高齢者
納付金等及び後期高齢者支援金等の額の算定に関して必要がある
と認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に
実地にその状況を検査させることができる。
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３

（略）

３ （略）

３ （略）

（病床転換支援金の徴収及び納付義務）
第七条 支払基金は、附則第十一条第一項に規定する業務及び当該

附 則

（支払基金の業務）
第百三十九条 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条
に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、
次に掲げる業務を行う。
一 保険者から前期高齢者納付金等を徴収し、保険者に対し前期
高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務

（資料の提供等）
第百三十八条 （略）
２ 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格に関し必要がある
と認めるときは、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者に対し
、他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者
及び加入者の氏名及び住所、健康保険法第三条第三項に規定する
適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求める
ことができる。

（資料の提供等）
第百三十八条 （略）
２ 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格に関し必要がある
と認めるときは、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者（国民
健康保険にあつては、市町村）に対し、他の後期高齢者医療広域
連合が行う後期高齢者医療の被保険者及び加入者（国民健康保険
にあつては、当該市町村の区域内に住所を有する被保険者）の氏
名及び住所、健康保険法第三条第三項に規定する適用事業所の名
称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができる。
３ （略）

二 （略）
２・３ （略）

則

（支払基金の業務）
第百三十九条 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条
に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、
次に掲げる業務を行う。
一 保険者（国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、
以下この章において同じ。）から前期高齢者納付金等を徴収し
、保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附
帯する業務
二 （略）
２・３ （略）
附

（病床転換支援金の徴収及び納付義務）
第七条 支払基金は、附則第十一条第一項に規定する業務及び当該
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業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに
、保険者（国民健康保険にあつては、都道府県。以下同じ。）か
ら病床転換支援金及び病床転換助成関係事務費拠出金（以下「病
床転換支援金等」という。）を徴収する。
２ （略）

業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに
、保険者から病床転換支援金及び病床転換助成関係事務費拠出金
（以下「病床転換支援金等」という。）を徴収する。
２ （略）
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案

現

○ 社会保険診療報酬支払基金法（昭和二十三年法律第百二十九号）（抄）（第十二条関係）
【平成二十七年四月一日・平成二十八年四月一日施行】

正

（傍線の部分は改正部分）

行

第一条 社会保険診療報酬支払基金（以下基金という。）は、全国
健康保険協会若しくは健康保険組合、市町村若しくは国民健康保
険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又
は日本私立学校振興・共済事業団（以下保険者という。）が、健
康保険法（大正十一年法律第七十号）、船員保険法（昭和十四年
法律第七十三号）、国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十
二号）、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）、共済組合に関する法律又は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）の規定に基づいてなす療養の給
付及びこれに相当する給付の費用について、療養の給付及びこれ
に相当する給付に係る医療を担当する者（以下診療担当者という
。）に対して支払うべき費用（以下診療報酬という。）の迅速適
正な支払をなし、あわせて診療担当者より提出された診療報酬請
求書の審査を行うことをもつて目的とする。

改
第一条 社会保険診療報酬支払基金（以下「基金」という。）は、
全国健康保険協会若しくは健康保険組合、市町村若しくは国民健
康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組
合又は日本私立学校振興・共済事業団（以下「保険者」という。
）が、医療保険各法等（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和
五十七年法律第八十号）第七条第一項に規定する医療保険各法又
は高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下同じ。）の規定
に基づいて行う療養の給付及びこれに相当する給付の費用につい
て、療養の給付及びこれに相当する給付に係る医療を担当する者
（以下「診療担当者」という。）に対して支払うべき費用（以下
「診療報酬」という。）の迅速適正な支払を行い、併せて診療担
当者から提出された診療報酬請求書の審査を行うほか、保険者の
委託を受けて、保険者が医療保険各法等の規定により行う事務を
行うことを目的とする。

第十五条 基金は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う
。
一～四 （略）
（新設）
（新設）

第十五条 基金は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う
。
一～四 （略）
五 保険者から委託された医療保険各法等による保険給付の支給
に関する事務（前各号に掲げるものを除く。）を行うこと。
六 保険者から委託された健康保険法（大正十一年法律第七十号
）第二百五条の四第一項第二号、船員保険法（昭和十四年法律
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第七十三号）第百五十三条の十第一項第二号、私立学校教職員
共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）第四十七条の三第
一項第二号、国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二
十八号）第百十四条の二第一項第二号、国民健康保険法（昭和
三十三年法律第百九十二号）第百十三条の三第一項第一号、地
方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第百
四十四条の三十三第一項第二号又は高齢者の医療の確保に関す
る法律第百六十五条の二第一項第一号に掲げる情報の収集又は
整理に関する事務を行うこと。
七 保険者から委託された健康保険法第二百五条の四第一項第三
号、船員保険法第百五十三条の十第一項第三号、私立学校教職
員共済法第四十七条の三第一項第三号、国家公務員共済組合法
第百十四条の二第一項第三号、国民健康保険法第百十三条の三
第一項第二号、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三
第一項第三号又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五
条の二第一項第二号に掲げる情報の利用又は提供に関する事務
を行うこと。
八・九 （略）
２ 基金は、前項に定める業務のほか、生活保護法（昭和二十五年
法律第百四十四号）第五十三条第三項、児童福祉法（昭和二十二
年法律第百六十四号）第十九条の二十第三項（同法第二十一条の
二、第二十一条の五の二十九及び第二十四条の二十一並びに母子
保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第二十条第七項において
準用する場合を含む。）、戦傷病者特別援護法（昭和三十八年法
律第百六十八号）第十五条第三項（第二十条第三項において準用
する場合を含む。）、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
（平成六年法律第百十七号）第十五条第三項若しくは第二十条第
一項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
（新設）

五・六 （略）
２ 基金は、前項に定める業務のほか、生活保護法（昭和二十五年
法律第百四十四号）第五十三条第三項、児童福祉法（昭和二十二
年法律第百六十四号）第十九条の二十第三項（同法第二十一条の
二及び第二十四条の二十一並びに母子保健法（昭和四十年法律第
百四十一号）第二十条第七項において準用する場合を含む。）、
戦傷病者特別援護法（昭和三十八年法律第百六十八号）第十五条
第三項（第二十条第三項において準用する場合を含む。）、原子
爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成六年法律第百十七号
）第十五条第三項若しくは第二十条第一項、感染症の予防及び感
染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号
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（平成十年法律第百十四号）第四十条第五項、心神喪失等の状態
で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律（平
成十五年法律第百十号）第八十四条第三項、石綿による健康被害
の救済に関する法律（平成十八年法律第四号）第十四条第一項、
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（
平成十七年法律第百二十三号）第七十三条第三項又は難病の患者
に対する医療等に関する法律（平成二十六年法律第五十号）第二
十五条第三項の規定により医療機関の請求することのできる診療
報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保険医療機関等若
しくは生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定について意見
を求められたときは、意見を述べ、また、生活保護法第五十三条
第四項、戦傷病者特別援護法第十五条第四項（第二十条第三項に
おいて準用する場合を含む。）、原子爆弾被爆者に対する援護に
関する法律第十五条第四項若しくは第二十条第二項、児童福祉法
第十九条の二十第四項（同法第二十一条の二、第二十一条の五の
二十九及び第二十四条の二十一並びに母子保健法第二十条第七項
において準用する場合を含む。）、感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律第四十条第六項、心神喪失等の状態
で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八
十四条第四項、石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条
第二項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律第七十三条第四項又は難病の患者に対する医療等に関する
法律第二十五条第四項の規定により医療機関に対する診療報酬又
は一般疾病医療費若しくは医療費に相当する額の支払に関する事
務を委託されたときは、その支払に必要な事務を行うことができ
る。防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和二十七年法律第二
百六十六号）第二十二条第三項の規定により、療養を担当する者
が国に対して請求することができる診療報酬の額の審査に関する

）第四十条第五項、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った
者の医療及び観察等に関する法律（平成十五年法律第百十号）第
八十四条第三項、石綿による健康被害の救済に関する法律（平成
十八年法律第四号）第十四条第一項、障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三
号）第七十三条第三項又は難病の患者に対する医療等に関する法
律（平成二十六年法律第五十号）第二十五条第三項の規定により
医療機関の請求することのできる診療報酬の額又は被爆者一般疾
病医療機関若しくは保険医療機関等若しくは生活保護指定医療機
関に支払うべき額の決定について意見を求められたときは、意見
を述べ、また、生活保護法第五十三条第四項、戦傷病者特別援護
法第十五条第四項（第二十条第三項において準用する場合を含む
。）、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第四項
若しくは第二十条第二項、児童福祉法第十九条の二十第四項（同
法第二十一条の二及び第二十四条の二十一並びに母子保健法第二
十条第七項において準用する場合を含む。）、感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関する法律第四十条第六項、心神喪
失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関す
る法律第八十四条第四項、石綿による健康被害の救済に関する法
律第十四条第二項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律第七十三条第四項又は難病の患者に対する医療
等に関する法律第二十五条第四項の規定により医療機関に対する
診療報酬又は一般疾病医療費若しくは医療費に相当する額の支払
に関する事務を委託されたときは、その支払に必要な事務を行う
ことができる。防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和二十七
年法律第二百六十六号）第二十二条第三項の規定により、療養を
担当する者が国に対して請求することができる診療報酬の額の審
査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を委託され
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事務及びその診療報酬の支払に関する事務を委託されたとき、並
びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法
律第百二十三号）第二十九条の七又は麻薬及び向精神薬取締法（
昭和二十八年法律第十四号）第五十八条の十五の規定により、こ
れらの条に規定する審査、額の算定又は診療報酬の支払に関する
事務を委託されたときにおいても、同様とする。
３・４ （略）
５ 基金は、第一項第九号に掲げる業務を行おうとするときは、厚
生労働大臣の認可を受けなければならない。

第二十六条 基金は、各保険者（第十五条第二項及び第三項の場合
においては国、都道府県又は市町村）に、第十五条第一項から第
三項までに規定する業務に関する事務の執行に要する費用を、そ
の提出する診療報酬請求書の数を基準として負担させるものとす
る。

３・４ （略）
５ 基金は、第一項第六号に掲げる業務を行おうとするときは、厚
生労働大臣の認可を受けなければならない。

たとき、並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和
二十五年法律第百二十三号）第二十九条の七又は麻薬及び向精神
薬取締法（昭和二十八年法律第十四号）第五十八条の十五の規定
により、これらの条に規定する審査、額の算定又は診療報酬の支
払に関する事務を委託されたときにおいても、同様とする。

第二十六条 基金は、各保険者（第十五条第二項及び第三項の場合
においては国、都道府県又は市町村）に、同条第一項第一号から
第四号まで並びに同条第二項及び第三項に規定する業務に関する
事務の執行に要する費用を、その提出する診療報酬請求書の数を
基準として負担させるものとする。
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現

○ 社会保険診療報酬支払基金法（昭和二十三年法律第百二十九号）（抄）（第十三条関係）
【平成三十年四月一日施行】

案

（傍線の部分は改正部分）

行

第一条 社会保険診療報酬支払基金（以下「基金」という。）は、
全国健康保険協会若しくは健康保険組合、市町村若しくは国民健
康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組
合又は日本私立学校振興・共済事業団（以下「保険者」という。
）が、医療保険各法等（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和
五十七年法律第八十号）第七条第一項に規定する医療保険各法又
は高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下同じ。）の規定
に基づいて行う療養の給付及びこれに相当する給付の費用につい
て、療養の給付及びこれに相当する給付に係る医療を担当する者
（以下「診療担当者」という。）に対して支払うべき費用（以下
「診療報酬」という。）の迅速適正な支払を行い、併せて診療担
当者から提出された診療報酬請求書の審査を行うほか、保険者の
委託を受けて、保険者が医療保険各法等の規定により行う事務を
行うことを目的とする。

正

第一条 社会保険診療報酬支払基金（以下「基金」という。）は、
全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若
しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織
された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団（以下「保険
者」という。）が、医療保険各法等（高齢者の医療の確保に関す
る法律（昭和五十七年法律第八十号）第七条第一項に規定する医
療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下同
じ。）の規定に基づいて行う療養の給付及びこれに相当する給付
の費用について、療養の給付及びこれに相当する給付に係る医療
を担当する者（以下「診療担当者」という。）に対して支払うべ
き費用（以下「診療報酬」という。）の迅速適正な支払を行い、
併せて診療担当者から提出された診療報酬請求書の審査を行うほ
か、保険者の委託を受けて、保険者が医療保険各法等の規定によ
り行う事務を行うことを目的とする。

第十五条 基金は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う
。
一 各保険者から、毎月、その保険者が過去三箇月において最高
額の費用を要した月の診療報酬の政令で定める月数分に相当す
る金額の委託を受けること。

改

第十五条 基金は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う
。
一 各保険者（国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号
）の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村と
ともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第六号及び第七
号を除き、以下この項において同じ。）から、毎月、その保険
者が過去三箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬の
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政令で定める月数分に相当する金額の委託を受けること。
二～五 （略）
六 保険者から委託された健康保険法（大正十一年法律第七十号
）第二百五条の四第一項第二号、船員保険法（昭和十四年法律
第七十三号）第百五十三条の十第一項第二号、私立学校教職員
共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）第四十七条の三第
一項第二号、国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二
十八号）第百十四条の二第一項第二号、国民健康保険法第百十
三条の三第一項第一号、地方公務員等共済組合法（昭和三十七
年法律第百五十二号）第百四十四条の三十三第一項第二号又は
高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項第一
号に掲げる情報の収集又は整理に関する事務を行うこと。
七～九 （略）
２～５ （略）

二～五 （略）
六 保険者から委託された健康保険法（大正十一年法律第七十号
）第二百五条の四第一項第二号、船員保険法（昭和十四年法律
第七十三号）第百五十三条の十第一項第二号、私立学校教職員
共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）第四十七条の三第
一項第二号、国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二
十八号）第百十四条の二第一項第二号、国民健康保険法（昭和
三十三年法律第百九十二号）第百十三条の三第一項第一号、地
方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第百
四十四条の三十三第一項第二号又は高齢者の医療の確保に関す
る法律第百六十五条の二第一項第一号に掲げる情報の収集又は
整理に関する事務を行うこと。
七～九 （略）
２～５ （略）
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正

案

現

○ 健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）（抄）（第十四条関係）
【平成二十八年四月一日施行】

改

附 則

（傍線の部分は改正部分）

行

第三十一条 平成二十年十月改正健保法第百六十条第三項の規定に
基づき算定した都道府県単位保険料率のうち、第四条の規定の施
行の日の前日における旧政管健保の一般保険料率との率の差が政
令で定める基準を上回るものがある場合においては、同項の規定
にかかわらず、協会は、成立の日から平成三十二年三月三十一日
までの間に限り、政令で定めるところにより、都道府県単位保険
料率の調整を行い、運営委員会の議を経て、当該算定した都道府
県単位保険料率とは異なる都道府県単位保険料率を定めるものと
する。

則

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

第三十八条 第七条の規定の施行の日前に平成二十年四月改正前老
健法の規定により行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は老
人訪問看護に係る医療等に要する費用の支弁及び負担並びにこれ
らの事務の執行に要する費用については、平成二十年四月改正前
老健法第四章（第五十一条及び第五十二条を除く。）、第五章及
び第六章（第七十九条第一項及び第二項を除く。）の規定（これ
らの規定に基づく命令を含む。）は、なおその効力を有する。こ

附

第三十八条 第七条の規定の施行の日前に平成二十年四月改正前老
健法の規定により行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は老
人訪問看護に係る医療等に要する費用（以下この条において「平
成二十年四月前の医療等に要する費用」という。）のうち平成二
十七年度以前に請求されたものの支弁及び負担並びにこれらの事
務の執行に要する費用については、平成二十年四月改正前老健法
第四章（第五十一条及び第五十二条を除く。）、第五章及び第六
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章（第七十九条第一項及び第二項を除く。）の規定（これらの規
定に基づく命令を含む。）は、なおその効力を有する。この場合
において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他
これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
２ 平成二十年四月前の医療等に要する費用のうち平成二十八年度
以後に請求されるものについては、平成二十年四月改正前老健法
の規定により当該費用を負担することとされた市町村が加入する
高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢
者医療広域連合が負担する療養の給付に要する費用とみなして、
同法第四章第四節及び第五章の規定を適用する。
３ 平成三十年度以後の各年度における、平成二十年四月前の医療
等に要する費用のうち平成二十七年度以前に請求されたものの支
弁及び負担に係る事務の執行に要する費用（社会保険診療報酬支
払基金法（昭和二十三年法律第百二十九号）による社会保険診療
報酬支払基金（以下この項において「支払基金」という。）の事
務に係るものに限る。）については、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年四月改正前老健法第五十
三条の規定を適用せず、当該各年度における高齢者の医療の確保
に関する法律第百三十九条第一項第二号に掲げる支払基金の業務
に関する事務の処理に要する費用とみなして、同法第百二十二条
の規定を適用する。
４ 平成三十年四月一日において現に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年四月改正前老健法第六十八
条に規定する特別の会計に所属する権利及び義務は、政令で定め
るところにより、同日において高齢者の医療の確保に関する法律
第百四十三条に規定する同法第百三十九条第一項第二号の業務に
係る特別の会計に帰属するものとする。

の場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替え
その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（新設）

（新設）

（新設）
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（社会保険診療報酬支払基金法の一部改正）
第八十六条 社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のように改正
する。
（略）

（社会保険診療報酬支払基金法の一部改正）
第八十六条 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）の一部を次のように改正する。
（略）
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正

案

（ 略）

第三十級

一、二一〇、〇〇〇円

（略 ）

六二〇、〇〇〇円

六〇五、〇〇〇円以上

六〇五、〇〇〇円以上
六三五、〇〇〇円未満
（略 ）
一、一七五、〇〇〇円以上
一、二三五、〇〇〇円未満
一、二三五、〇〇〇円以上

六二〇、〇〇〇円

（傍線の部分は改正部分）

行

六〇五、〇〇〇円以上

第三十級

（略）

六二〇、〇〇〇円

一、一七五、〇〇〇円以上

（略）

六〇五、〇〇〇円以上

（略）

一、二一〇、〇〇〇円

六三五、〇〇〇円未満

第四十三級

」とあるのは、「

第三十級

（標準報酬月額）
第二十二条 （略）
２ 短期給付等事務（短期給付（第二十条第一項及び第三項に規定
する短期給付をいう。以下同じ。）の額の算定並びに短期給付、
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）
の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護
保険法（平成九年法律第百二十三号）の規定による納付金（以下
「介護納付金」という。）並びに福祉事業に係る掛金の徴収をい
う。次項及び次条第二項において同じ。）に関する前項の規定の
適用については、同項の表中「

現

○ 私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）（抄）（附則第三十三条関係）
【平成二十八年四月一日施行】

改

六二〇、〇〇〇円

（標準報酬月額）
第二十二条 （略）
２ 短期給付等事務（短期給付（第二十条第一項及び第三項に規定
する短期給付をいう。以下同じ。）の額の算定並びに短期給付、
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）
の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護
保険法（平成九年法律第百二十三号）の規定による納付金（以下
「介護納付金」という。）並びに福祉事業に係る掛金の徴収をい
う。次項及び次条第二項において同じ。）に関する前項の規定の
適用については、同項の表中「
第三 十級

第四十三級

一、二七〇、〇〇〇円

」とあるのは、「

第四十四級
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第四十六級

第四十五級
一、三九〇、〇〇〇円

一、三三〇、〇〇〇円

一、二九五、〇〇〇円未満
一、二九五、〇〇〇円以上
一、三五五、〇〇〇円未満
一、三五五、〇〇〇円以上

」とする。
３～
（略）

（標準賞与額の決定）
第二十三条 （略）
２ 短期給付等事務に関する前項の規定の適用については、同項後
段中「標準賞与額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万
円」とあるのは、「加入者が受けた賞与によりその年度における
標準賞与額の累計額が五百四十万円（前条第三項の規定による標
準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額
。以下この項において同じ。）を超えることとなる場合には、当
該累計額が五百四十万円となるようその月の標準賞与額を決定し
、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額
は零」とする。
３・４ （略）

」とする。
３～
（略）
（標準賞与額の決定）
第二十三条 （略）
２ 短期給付等事務に関する前項の規定の適用については、同項後
段中「標準賞与額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万
円」とあるのは、「加入者が受けた賞与によりその年度における
標準賞与額の累計額が五百七十三万円（前条第三項の規定による
標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める
額。以下この項において同じ。）を超えることとなる場合には、
当該累計額が五百七十三万円となるようその月の標準賞与額を決
定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞
与額は零」とする。
３・４ （略）

（国家公務員共済組合法の準用）
第二十五条 この節に規定するもののほか、短期給付及び退職等年
金給付については、国家公務員共済組合法第二条（第一項第一号
及び第五号から第七号までを除く。）、第四章（第三十九条第二
項、第四十条、第四十一条、第四十五条第一項、第四十九条から
第五十一条まで、第六十八条の二、第六十八条の三、第三節第一
款及び第二款、第七十四条、第七十九条の三第五項、第九十六条

16

（国家公務員共済組合法の準用）
第二十五条 この節に規定するもののほか、短期給付及び退職等年
金給付については、国家公務員共済組合法第二条（第一項第一号
及び第五号から第七号までを除く。）、第四章（第三十九条第二
項、第四十条、第四十一条、第四十五条第一項、第四十九条から
第五十一条まで、第六十八条の二、第六十八条の三、第三節第一
款及び第二款、第七十四条、第七十九条の三第五項、第九十六条
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16

（略）

並びに第九十七条第四項を除く。）、第百十一条第一項及び第三
項、第百十二条、第百二十六条の五、附則第十二条、附則第十三
条、附則第十四条並びに別表第一の規定を準用する。この場合に
おいて、これらの規定（同法第二条第一項第二号（イ、ロ及びハ
以外の部分に限る。）、第三十九条第一項、第五十五条第一項第
一号及び第二号、第五十九条第三項第二号、第六十一条第二項、
第六十四条、第六十六条第三項、第六十七条第二項、第七十五条
第一項、第二項及び第四項、第七十八条第二項及び第五項、第七
十九条第二項及び第五項、第七十九条の四第一項第一号、第八十
四条第三項、第九十条第三項、第九十七条第一項、第百二十六条
の五第五項第四号並びに附則第十二条第一項から第五項まで及び
第八項の規定を除く。）中「組合員」とあるのは「加入者」と、
「公務遺族年金」とあるのは「職務遺族年金」と、「組合」とあ
り、及び「連合会」とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額
」とあるのは「標準報酬月額」と、「標準報酬の日額」とあるの
は「標準報酬日額」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令
」と、「公務」とあるのは「職務」と、「公務障害年金」とある
のは「職務障害年金」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期
間」と、「公務傷病」とあるのは「職務傷病」と、「任意継続組
合員」とあるのは「任意継続加入者」と、「特例退職組合員」と
あるのは「特例退職加入者」と読み替えるほか、次の表の上欄に
掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の
下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

（略）

第六十八条

並びに第九十七条第四項を除く。）、第百十一条第一項及び第三
項、第百十二条、第百二十六条の五、附則第十二条、附則第十三
条、附則第十四条並びに別表第一の規定を準用する。この場合に
おいて、これらの規定（同法第二条第一項第二号（イ、ロ及びハ
以外の部分に限る。）、第三十九条第一項、第五十五条第一項第
一号及び第二号、第五十九条第三項第二号、第六十一条第二項、
第六十四条、第六十六条第二項（各号を除く。）及び第五項、第
六十七条第三項、第七十五条第一項、第二項及び第四項、第七十
八条第二項及び第五項、第七十九条第二項及び第五項、第七十九
条の四第一項第一号、第八十四条第三項、第九十条第三項、第九
十七条第一項、第百二十六条の五第五項第四号並びに附則第十二
条第一項から第五項まで及び第八項の規定を除く。）中「組合員
」とあるのは「加入者」と、「公務遺族年金」とあるのは「職務
遺族年金」と、「組合」とあり、及び「連合会」とあるのは「事
業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、
「標準報酬の日額」とあるのは「標準報酬日額」と、「財務省令
」とあるのは「文部科学省令」と、「公務」とあるのは「職務」
と、「公務障害年金」とあるのは「職務障害年金」と、「組合員
期間」とあるのは「加入者期間」と、「公務傷病」とあるのは「
職務傷病」と、「任意継続組合員」とあるのは「任意継続加入者
」と、「特例退職組合員」とあるのは「特例退職加入者」と読み
替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲
げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもの
とする。
（略）

第六十六条 第六十八条の三

（略）

（略）

第六十八条から第六十 第六十八条

（略）

第六十六条

- 233 -

百分の八十

第一項
三分の二

（新設）

八条の三まで

（新設）

（略）

第一項

（新設）

（略）

第六十六条 （略）
第五項

標準報酬月額

第六十六条
第三項

（略）

第六十六条 標準報酬の月額（組合
第二項
員が現に属する組合に
より定められたものに
限る。以下この項にお
いて同じ。）

第六十六条 （略）
第十二項

百分の八十

百分の八十

第六十七条 三分の二
第一項

（略）

三分の二

（略）

第六十七条 （略）
第二項

（略）

標準報酬月額が

（略）

（略）

標準報酬の月額が

（略）

（略）

標準報酬月額の基礎

第六十六条 （略）
第十四項

（略）

標準報酬の基礎

第六十七条 （略）
第三項

（削除）

（略）

（略）
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（略）

第六十九条 （略）
第二項
（略）

（略）

（略）

第六十九条

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

標準賞与額

（略）

（略）

（略）

標準期末手当等の額

特例退職加入者の標準
報酬月額

（略）
共済規程

共済規程

附則第十二 特例退職組合員の標準
条第五項
報酬の月額

定款

定款

標準報酬の基礎

標準報酬月額と

標準報酬月額の基礎

標準報酬の月額と

（略）

（略）

（略）

（略）

（福祉事業）
第二十六条 事業団は、加入者の福祉を増進するため、次に掲げる
福利及び厚生に関する事業を行う。
一 高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定
健康診査及び同法第二十四条の規定による特定保健指導（以下
この号及び第三十五条第三項において「特定健康診査等」とい

（略）

附則第十二 特例退職組合員の標準 特例退職加入者の標準
条第五項
報酬の月額は、第四十 報酬月額は、私立学校
条
教職員共済法第二十二
条

（ 略）

（福祉事業）
第二十六条 事業団は、加入者の福祉を増進するため、次に掲げる
福利及び厚生に関する事業を行う。
一 高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定
健康診査及び同法第二十四条の規定による特定保健指導（以下
この号及び第三十五条第三項において「特定健康診査等」とい
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う。）並びに特定健康診査等以外の事業であつて加入者及びそ
の被扶養者（以下この号及び第四項において「加入者等」とい
う。）の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び
疾病の予防に係る加入者等の自助努力についての支援その他の
加入者等の健康の保持増進のために必要な事業
二～七 （略）
２ （略）
３ 事業団は、第一項第一号に掲げる事業を行うに当たつては、高
齢者の医療の確保に関する法律第十六条第二項の情報を活用し、
適切かつ有効に行うものとする。
４ 文部科学大臣は、第一項第一号の規定により事業団が行う加入
者等の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切か
つ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要
な支援を行うものとする。
５ （略）
（社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託）
第四十七条の三 事業団は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支
払基金法（昭和二十三年法律第百二十九号）による社会保険診療
報酬支払基金又は国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二
号）第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託
することができる。
一 第二十条第一項に規定する短期給付のうち文部科学省令で定
めるものの支給に関する事務
二 第二十条第一項に規定する短期給付の支給、第二十六条第一
項及び第二項に規定する福祉事業の実施その他の文部科学省令
で定める事務に係る加入者若しくは加入者であつた者又はこれ
らの被扶養者（次号において「加入者等」という。）に係る情

う。）並びに特定健康診査等以外の事業であつて加入者及びそ
の被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保
持増進のための必要な事業

二～七 （略）
２ （略）
（新設）

（略）

３ 文部科学大臣は、第一項第一号の規定により事業団が行う健康
の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実
施を図るため必要な指針を公表するものとする。
４

（新設）
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報の収集又は整理に関する事務
三 第二十条第一項に規定する短期給付の支給その他の文部科学
省令で定める事務に係る加入者等に係る情報の利用又は提供に
関する事務
２ 事業団は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事
務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に
規定する保険者と共同して委託するものとする。
（秘密保持義務）
第四十七条の三 （略）

則

（秘密保持義務）
第四十七条の四 （略）

附
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第五十二条 第四十七条の三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百万円以下の罰金に処する。

則

（国民健康保険法の規定による拠出金等の納付が行われる場合に
おける任意継続加入者等に係る掛金の特例）
当分の間、国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）
附則第十条第一項に規定する拠出金の納付が同条第二項の規定に
より行われる場合における第二十五条の規定の適用については、
同条の表第百二十六条の五第二項の項下欄中「に係る掛金を含み
」とあるのは「並びに国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九
十二号）附則第十条第一項に規定する拠出金に係る掛金を含み」
と、同表附則第十二条第六項の項下欄中「に係る掛金を含み」と
あるのは「並びに国民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠
出金に係る掛金を含み」とする。
25

第五十二条 第四十七条の四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百万円以下の罰金に処する。
附

（国民健康保険法の規定による拠出金等の納付が行われる場合に
おける任意継続加入者等に係る掛金の特例）
当分の間、国民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金
の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第二十五
条の規定の適用については、同条の表第百二十六条の五第二項の
項下欄及び附則第十二条第六項の項下欄中「に係る掛金を含み」
とあるのは、「並びに国民健康保険法附則第十条第一項に規定す
る拠出金に係る掛金を含み」とする。
25

正

案

第四四級

第四三級

（ 略）

第三 〇級

一、三三〇、〇〇〇円

一、二七〇、〇〇〇円

一、二一〇、〇〇〇円

（略）

六二〇、〇〇〇円

六〇五、〇〇〇円以上

六〇五、〇〇〇円以上
六三五、〇〇〇円未満
（略 ）
一、一七五、〇〇〇円以上
一、二三五、〇〇〇円未満
一、二三五、〇〇〇円以上
一、二九五、〇〇〇円未満
一、二九五、〇〇〇円以上
一、三五五、〇〇〇円未満
一、三五五、〇〇〇円以上

六二〇、〇〇〇円

（傍線の部分は改正部分）

行

六〇五、〇〇〇円以上

第三〇級

（略）

六二〇、〇〇〇円

一、一七五、〇〇〇円以上

（略）

六〇五、〇〇〇円以上

（略）

一、二一〇、〇〇〇円

六三五、〇〇〇円未満

第四三級

」とあるのは、「

第三〇級

（標準報酬）
第四十条 （略）
２ 短期給付等事務（短期給付の額の算定並びに短期給付、介護納
付金及び福祉事業に係る掛金及び負担金の徴収をいう。次項及び
次条第二項において同じ。）に関する前項の規定の適用について
は、同項の表中「

現

○ 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）（抄）（附則第三十六条関係）
【平成二十八年四月一日施行】

改

六二〇、〇〇〇円

（標準報酬）
第四十条 （略）
２ 短期給付等事務（短期給付の額の算定並びに短期給付、介護納
付金及び福祉事業に係る掛金及び負担金の徴収をいう。次項及び
次条第二項において同じ。）に関する前項の規定の適用について
は、同項の表中「
第三〇級

第四五級

一、三九〇、〇〇〇円

」とあるのは、「

第四六級
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」とする。
３～
（略）

（標準期末手当等の額の決定）
第四十一条 （略）
２ 短期給付等事務に関する前項の規定の適用については、同項後
段中「標準期末手当等の額が百五十万円を超えるときは、これを
百五十万円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりそ
の年度における標準期末手当等の額の累計額が五百四十万円（前
条第三項の規定による標準報酬の区分の改定が行われたときは、
政令で定める金額。以下この項において同じ。）を超えることと
なる場合には、当該累計額が五百四十万円となるようその月の標
準期末手当等の額を決定し、その年度においてその月の翌月以降
に受ける期末手当等の標準期末手当等の額は零」とする。
３・４ （略）

」とする。
３～
（略）
（標準期末手当等の額の決定）
第四十一条 （略）
２ 短期給付等事務に関する前項の規定の適用については、同項後
段中「標準期末手当等の額が百五十万円を超えるときは、これを
百五十万円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりそ
の年度における標準期末手当等の額の累計額が五百七十三万円（
前条第三項の規定による標準報酬の区分の改定が行われたときは
、政令で定める金額。以下この項において同じ。）を超えること
となる場合には、当該累計額が五百七十三万円となるようその月
の標準期末手当等の額を決定し、その年度においてその月の翌月
以降に受ける期末手当等の標準期末手当等の額は零」とする。
３・４ （略）

四 健康保険法第六十三条第二項第四号に掲げる療養（以下「選
定療養」という。）

（療養の給付）
第五十四条 （略）
２ 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものと
する。
一～三 （略）
（新設）

16

（療養の給付）
第五十四条 （略）
２ 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものと
する。
一～三 （略）
四 健康保険法第六十三条第二項第四号に掲げる療養（以下「患
者申出療養」という。）
五 健康保険法第六十三条第二項第五号に掲げる療養（以下「選
定療養」という。）
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16

（保険外併用療養費）
第五十五条の五 組合員が公務によらない病気又は負傷により、第
五十五条第一項各号に掲げる医療機関又は薬局（以下「保険医療
機関等」という。）から評価療養、患者申出療養又は選定療養を
受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費
を支給する。
２～４ （略）

４～９ （略）

２～４ （略）

（保険外併用療養費）
第五十五条の五 組合員が公務によらない病気又は負傷により、第
五十五条第一項各号に掲げる医療機関又は薬局（以下「保険医療
機関等」という。）から評価療養又は選定療養を受けたときは、
その療養に要した費用について保険外併用療養費を支給する。

（家族療養費）
第五十七条 （略）
２ （略）
３ 前項第一号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険
医療機関等から療養（評価療養、患者申出療養及び選定療養を除
く。）を受ける場合にあつては第五十五条第六項の療養に要する
費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養又
は選定療養を受ける場合にあつては第五十五条の五第二項の療養
についての費用の額の算定、前項第二号の食事療養についての費
用の額の算定に関しては、第五十五条の三第二項の食事療養につ
いての費用の額の算定、前項第三号の生活療養についての費用の
額の算定に関しては、第五十五条の四第二項の生活療養について
の費用の額の算定の例による。
４～９ （略）

（組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の
給付）
第五十九条 （略）
２ （略）
３ 前二項の規定による給付は、次の各号のいずれかに該当するに

（家族療養費）
第五十七条 （略）
２ （略）
３ 前項第一号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険
医療機関等から療養（評価療養及び選定療養を除く。）を受ける
場合にあつては第五十五条第六項の療養に要する費用の額の算定
、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受ける場合にあつ
ては第五十五条の五第二項の療養についての費用の額の算定、前
項第二号の食事療養についての費用の額の算定に関しては、第五
十五条の三第二項の食事療養についての費用の額の算定、前項第
三号の生活療養についての費用の額の算定に関しては、第五十五
条の四第二項の生活療養についての費用の額の算定の例による。

（組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の
給付）
第五十九条 （略）
２ （略）
３ 前二項の規定による給付は、次の各号のいずれかに該当するに
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（傷病手当金）
第六十六条 組合員（第百二十六条の五第二項に規定する任意継続
組合員を除く。第五項、次条第一項及び第三項並びに第六十八条
から第六十八条の三までにおいて同じ。）が公務によらないで病
気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服すること
ができない場合には、勤務に服することができなくなつた日以後
三日を経過した日からその後における勤務に服することができな
い期間、傷病手当金を支給する。

至つたときは、行わない。
一 （略）
二 その者が、他の組合の組合員（地方の組合でこれらの給付に
相当する給付を行うものの組合員、私学共済制度の加入者、健
康保険の被保険者（健康保険法第三条第二項に規定する日雇特
例被保険者を除く。）及び船員保険の被保険者を含む。第六十
一条第二項ただし書、第六十四条ただし書、第六十六条第五項
ただし書及び第六十七条第三項ただし書において同じ。）若し
くはその被扶養者、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医
療の被保険者等となつたとき。
三 （略）
４ （略）

（傷病手当金）
第六十六条 組合員（第百二十六条の五第二項に規定する任意継続
組合員を除く。以下この条から第六十八条の三までにおいて同じ
。）が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため
引き続き勤務に服することができない場合には、傷病手当金とし
て、勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した日
から、その後における勤務に服することができない期間一日につ
き標準報酬の日額の三分の二に相当する金額（当該金額に五十銭
未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満
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
支給する。
（新設）

至つたときは、行わない。
一 （略）
二 その者が、他の組合の組合員（地方の組合でこれらの給付に
相当する給付を行うものの組合員、私学共済制度の加入者、健
康保険の被保険者（健康保険法第三条第二項に規定する日雇特
例被保険者を除く。）及び船員保険の被保険者を含む。第六十
一条第二項ただし書、第六十四条ただし書、第六十六条第三項
ただし書及び第六十七条第二項ただし書において同じ。）若し
くはその被扶養者、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医
療の被保険者等となつたとき。
三 （略）
４ （略）

２ 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日
の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬の月
額（組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下
この項において同じ。）の平均額の二十二分の一に相当する金額
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（当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五
円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるも
のとする。）の三分の二に相当する金額（当該金額に五十銭未満
の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端
数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。）とする
。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標
準報酬の月額が定められている月が十二月に満たない場合にあつ
ては、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない額の三分の二
に相当する金額（当該金額に五十銭未満の端数があるときは、こ
れを切り捨て、五十銭以上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。）とする。
一 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続し
た各月の標準報酬の月額の平均額の二十二分の一に相当する金
額（当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て
、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上
げるものとする。）
二 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の九月三
十日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合
員の同月の標準報酬の月額の平均額を標準報酬の基礎となる報
酬月額とみなしたときの標準報酬の月額の二十二分の一に相当
する金額（当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切
り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に
切り上げるものとする。）
３ 前項に規定するもののほか、傷病手当金の額の算定に関して必
要な事項は、財務省令で定める。
４ 傷病手当金の支給期間は、同一の病気又は負傷及びこれらによ
り生じた病気（以下「傷病」という。）については、第一項に規
定する勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した
（新設）

２ 傷病手当金の支給期間は、同一の病気又は負傷及びこれらによ
り生じた病気（以下「傷病」という。）については、前項に規定
する勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した日
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日（同日において第六十九条第一項の規定により傷病手当金の全
部を支給しないときは、その支給を始めた日）から通算して一年
六月間（結核性の病気については、三年間）とする。
５ （略）
６ 傷病手当金は、同一の傷病について厚生年金保険法による障害
厚生年金の支給を受けることができるときは、支給しない。ただ
し、その支給を受けることができる障害厚生年金の額（当該障害
厚生年金と同一の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年
金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と
当該障害基礎年金の額との合算額）を基準として財務省令で定め
るところにより算定した額（以下この項において「障害年金の額
」という。）が、第二項の規定により算定される額より少ないと
きは、当該額から次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号
に定める額を控除した額を支給する。
一 報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当
金の支給を受けることができない場合 障害年金の額
二 報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当
金の支給を受けることができる場合 出産手当金の額（当該額
が第二項の規定により算定される額を超える場合にあつては、
当該額）と障害年金の額のいずれか多い額
三 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、か
つ、出産手当金の支給を受けることができない場合 当該受け
ることができる報酬の全部又は一部の額（当該額が第二項の規
定により算定される額を超える場合にあつては、当該額）と障
害年金の額のいずれか多い額
四 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、か
つ、出産手当金の支給を受けることができる場合 報酬を受け
ることができないとしたならば支給されることとなる出産手当

（同日において第六十九条の規定により傷病手当金の全部を支給
しないときは、その支給を始めた日）から通算して一年六月間（
結核性の病気については、三年間）とする。
３ （略）
４ 傷病手当金は、同一の傷病について厚生年金保険法による障害
厚生年金の支給を受けることができるときは、支給しない。ただ
し、その支給を受けることができる障害厚生年金の額（当該障害
厚生年金と同一の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年
金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と
当該障害基礎年金の額との合算額）を基準として財務省令で定め
るところにより算定した額が、当該障害厚生年金の支給を受ける
ことができないとしたならば支給されることとなる傷病手当金の
額より少ないときは、当該傷病手当金の額から当該財務省令で定
めるところにより算定した額を控除した額を支給する。
（新設）
（新設）

（新設）

（新設）
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金の額（当該額が第二項の規定により算定される額を超える場
合にあつては、当該額）と障害年金の額のいずれか多い額
７ 傷病手当金は、同一の傷病について厚生年金保険法による障害
手当金の支給を受けることとなつたときは、当該障害手当金の支
給を受けることとなつた日からその日以後に傷病手当金の支給を
受けるとする場合の第二項の規定により算定される額の合計額が
当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、支給しない。た
だし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至つた日にお
いて当該合計額が当該障害手当金の額を超える場合において、報
酬の全部若しくは一部又は出産手当金の支給を受けることができ
るときその他の政令で定めるときは、当該合計額から当該障害手
当金の額を控除した額その他の政令で定める額については、この
限りでない。
８ 第五項の傷病手当金（政令で定める要件に該当する者に支給す
るものに限る。）は、厚生年金保険法又は国民年金法による老齢
を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事
由とする年金である給付であつて政令で定めるもの（以下この項
及び次項において「退職老齢年金給付」という。）の支給を受け
ることができるときは、支給しない。ただし、その支給を受ける
ことができる退職老齢年金給付の額（当該退職老齢年金給付が二
以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した
額）を基準として財務省令で定めるところにより算定した額が、
当該退職老齢年金給付の支給を受けることができないとしたなら
ば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、当該
傷病手当金の額から当該財務省令で定めるところにより算定した
額を控除した額を支給する。
９ 組合は、前三項の規定による傷病手当金に関する処分に関し必
要があると認めるときは、第六項の障害厚生年金若しくは障害基

５ 傷病手当金は、同一の傷病について厚生年金保険法による障害
手当金の支給を受けることとなつたときは、当該障害手当金の支
給を受けることとなつた日からその日以後において支給を受ける
べき傷病手当金の額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至
る日までの間、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害手当
金の額に達するに至つた日において当該合計額が当該障害手当金
の額を超えるときは、当該合計額から当該障害手当金の額を控除
した額については、この限りでない。

６ 第三項の傷病手当金（政令で定める要件に該当する者に支給す
るものに限る。）は、厚生年金保険法又は国民年金法による老齢
を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事
由とする年金である給付であつて政令で定めるもの（以下この項
及び次項において「退職老齢年金給付」という。）の支給を受け
ることができるときは、支給しない。ただし、その支給を受ける
ことができる退職老齢年金給付の額（当該退職老齢年金給付が二
以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した
額）を基準として財務省令で定めるところにより算定した額が、
当該退職老齢年金給付の支給を受けることができないとしたなら
ば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、当該
傷病手当金の額から当該財務省令で定めるところにより算定した
額を控除した額を支給する。
７ 組合は、前三項の規定による傷病手当金に関する処分に関し必
要があると認めるときは、第四項の障害厚生年金若しくは障害基
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礎年金、第七項の障害手当金又は前項の退職老齢年金給付の支給
状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者（次項において「
年金支給実施機関」という。）に対し、必要な資料の提供を求め
ることができる。
～
（略）
（削除）
傷病手当金は、次条の規定により出産手当金を支給する場合（
第六項又は第七項に該当するときを除く。）には、その期間内は
、支給しない。ただし、報酬を受けることができないとしたなら
ば支給されることとなる出産手当金の額が、第二項の規定により
算定される額より少ないときは、同項の規定により算定される額
から当該出産手当金の額を控除した額を支給する。
（略）

12

（出産手当金）
第六十七条 組合員が出産した場合には、出産の日（出産の日が出
産の予定日後であるときは、出産の予定日）以前四十二日（多胎
妊娠の場合にあつては、九十八日）から出産の日後五十六日まで
の間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金
を支給する。

２ 前条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の額の算定につい
て準用する。
３ 一年以上組合員であつた者が退職した際に出産手当金を受けて
いるときは、その給付は、第一項に規定する期間内は、引き続き

礎年金、第五項の障害手当金又は前項の退職老齢年金給付の支給
状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者（次項において「
年金支給実施機関」という。）に対し、必要な資料の提供を求め
ることができる。
８～
（略）
傷病手当金は、次条の規定により出産手当金を支給する場合に
は、その期間内は、支給しない。
（新設）

（略）

10

（出産手当金）
第六十七条 組合員が出産した場合には、出産手当金として、出産
の日（出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日）
以前四十二日（多胎妊娠の場合にあつては、九十八日）から出産
の日後五十六日までの間において勤務に服することができなかつ
た期間一日につき標準報酬の日額の三分の二に相当する金額（当
該金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十
銭以上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。）を支給する。
（新設）

２ 一年以上組合員であつた者が退職した際に出産手当金を受けて
いるときは、その給付は、前項に規定する期間内は、引き続き支
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11

12

10

13

14

支給する。ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得した
ときは、この限りでない。

（報酬との調整）
第六十九条 傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当
金又は介護休業手当金は、その支給期間に係る報酬の全部又は一
部を受ける場合には、その受ける金額を基準として政令で定める
金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。
（新設）

給する。ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したと
きは、この限りでない。

２ 財務大臣は、前項第一号の規定により組合又は連合会が行う健
康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な
実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

一の二～八 （略）
（新設）

（福祉事業）
第九十八条 組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げる事業と
する。
一 組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査そ
の他の健康の保持増進のための必要な事業（次号に掲げるもの
を除く。）

（報酬との調整）
第六十九条 傷病手当金は、その支給期間に係る報酬の全部又は一
部を受ける場合（第六十六条第六項、第七項又は第十三項に該当
するときを除く。）には、その受ける金額を基準として政令で定
める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。
２ 出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金
は、その支給期間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合には、
その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、
その全部又は一部を支給しない。
（福祉事業）
第九十八条 組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げる事業と
する。
一 組合員及びその被扶養者（以下この号及び第三項において「
組合員等」という。）の健康教育、健康相談及び健康診査並び
に健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力について
の支援その他の組合員等の健康の保持増進のために必要な事業
（次号に掲げるものを除く。）
一の二～八 （略）
２ 組合は、前項第一号及び第一号の二に掲げる事業を行うに当た
つては、高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第二項の情報
を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
３ 財務大臣は、第一項第一号の規定により組合又は連合会が行う
組合員等の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適
切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の
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必要な支援を行うものとする。
４ （略）

則

（社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託）
第百十四条の二 組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払
基金法（昭和二十三年法律第百二十九号）による社会保険診療報
酬支払基金又は国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号
）第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託す
ることができる。
一 第五十条第一項に規定する短期給付のうち財務省令で定める
ものの支給に関する事務
二 第五十条第一項に規定する短期給付の支給、第九十八条第一
項に規定する福祉事業の実施その他の財務省令で定める事務に
係る組合員若しくは組合員であつた者又はこれらの被扶養者（
次号において「組合員等」という。）に係る情報の収集又は整
理に関する事務
三 第五十条第一項に規定する短期給付の支給その他の財務省令
で定める事務に係る組合員等に係る情報の利用又は提供に関す
る事務
２ 組合は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務
を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規
定する保険者と共同して委託するものとする。
附

（退職者給付拠出金の納付が行われる場合における組合の業務等
の特例）
第十一条の三 当分の間、国民健康保険法附則第十条第一項に規定

３ （略）

（新設）

附 則

（退職者給付拠出金の納付が行われる場合における組合の業務等
の特例）
第十一条の三 当分の間、国民健康保険法（昭和三十三年法律第百
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（特例退職組合員に対する短期給付等）
第十二条 （略）
２～４ （略）
５ 特例退職組合員の標準報酬の月額は、第四十条の規定にかかわ
らず、前年（一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前
々年）の九月三十日における当該特例退職組合員の属する特定共
済組合の短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員（特
例退職組合員を除く。）の標準報酬の月額の平均額の範囲内で定
款で定める金額を標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたとき
の標準報酬の月額とする。
６～
（略）

する拠出金の納付が同条第二項の規定により行われる場合におけ
る第三条第四項及び第九十九条第一項の規定の適用については、
第三条第四項中「介護保険法」とあるのは「国民健康保険法（昭
和三十三年法律第百九十二号）附則第十条第一項に規定する拠出
金（以下「退職者給付拠出金」という。）、介護保険法」と、第
九十九条第一項中「並びに介護納付金」とあるのは「、退職者給
付拠出金並びに介護納付金」とする。

（特例退職組合員に対する短期給付等）
第十二条 （略）
２～４ （略）
５ 特例退職組合員の標準報酬の月額は、毎年一月一日（一月から
三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日）におけ
る当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付に関する
規定の適用を受ける組合員（特例退職組合員を除く。）の標準報
酬の月額の平均額と、前年における当該組合員の標準期末手当等
の額の平均額の十二分の一に相当する額とを合算した額の二分の
一に相当する金額の範囲内で定款で定める金額とする。
６～
（略）

九十二号）附則第十条第一項に規定する拠出金の納付が同条第二
項の規定により行われる場合における第三条第四項及び第九十九
条第一項の規定の適用については、第三条第四項中「介護保険法
」とあるのは「国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号
）附則第十条第一項に規定する拠出金（以下「退職者給付拠出金
」という。）、介護保険法」と、第九十九条第一項中「並びに介
護納付金」とあるのは「、退職者給付拠出金並びに介護納付金」
とする。

10

10
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正

案

第四四級

第四三級

（ 略）

第三 〇級

一、三三〇、〇〇〇円

一、二七〇、〇〇〇円

一、二一〇、〇〇〇円

（略）

六二〇、〇〇〇円

六〇五、〇〇〇円以上

六〇五、〇〇〇円以上
六三五、〇〇〇円未満
（略 ）
一、一七五、〇〇〇円以上
一、二三五、〇〇〇円未満
一、二三五、〇〇〇円以上
一、二九五、〇〇〇円未満
一、二九五、〇〇〇円以上
一、三五五、〇〇〇円未満
一、三五五、〇〇〇円以上

六二〇、〇〇〇円

（傍線の部分は改正部分）

行

六〇五、〇〇〇円以上

第三〇級

（略）

六二〇、〇〇〇円

一、一七五、〇〇〇円以上

（略）

六〇五、〇〇〇円以上

（略）

一、二一〇、〇〇〇円

六三五、〇〇〇円未満

第四三級

」とあるのは、「

第三〇級

（標準報酬）
第四十三条 （略）
２ 短期給付等事務（短期給付の額の算定並びに短期給付、介護納
付金及び福祉事業に係る掛金及び負担金の徴収をいう。次項及び
次条第二項において同じ。）に関する前項の規定の適用について
は、同項の表中「

現

○ 地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）（抄）（附則第四十条関係）
【平成二十八年四月一日施行】

改

六二〇、〇〇〇円

（標準報酬）
第四十三条 （略）
２ 短期給付等事務（短期給付の額の算定並びに短期給付、介護納
付金及び福祉事業に係る掛金及び負担金の徴収をいう。次項及び
次条第二項において同じ。）に関する前項の規定の適用について
は、同項の表中「
第三〇級

第四五級

一、三九〇、〇〇〇円

」とあるのは、「

第四六級
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」とする。
３～
（略）

（標準期末手当等の額の決定）
第四十四条 （略）
２ 短期給付等事務に関する前項の規定の適用については、同項後
段中「標準期末手当等の額が百五十万円を超えるときは、これを
百五十万円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりそ
の年度における標準期末手当等の額の累計額が五百四十万円（前
条第三項の規定による標準報酬の区分の改定が行われたときは、
政令で定める金額。以下この項において同じ。）を超えることと
なる場合には、当該累計額が五百四十万円となるようその月の標
準期末手当等の額を決定し、その年度においてその月の翌月以降
に受ける期末手当等の標準期末手当等の額は零」とする。
３・４ （略）

」とする。
３～
（略）
（標準期末手当等の額の決定）
第四十四条 （略）
２ 短期給付等事務に関する前項の規定の適用については、同項後
段中「標準期末手当等の額が百五十万円を超えるときは、これを
百五十万円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりそ
の年度における標準期末手当等の額の累計額が五百七十三万円（
前条第三項の規定による標準報酬の区分の改定が行われたときは
、政令で定める金額。以下この項において同じ。）を超えること
となる場合には、当該累計額が五百七十三万円となるようその月
の標準期末手当等の額を決定し、その年度においてその月の翌月
以降に受ける期末手当等の標準期末手当等の額は零」とする。
３・４ （略）

（保険外併用療養費）

四 健康保険法第六十三条第二項第四号に掲げる療養（以下「選
定療養」という。）

（療養の給付）
第五十六条 （略）
２ 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものと
する。
一～三 （略）
（新設）

16

（療養の給付）
第五十六条 （略）
２ 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものと
する。
一～三 （略）
四 健康保険法第六十三条第二項第四号に掲げる療養（以下「患
者申出療養」という。）
健康保険法第六十三条第二項第五号に掲げる療養（以下「選
定療養」という。）
五

（保険外併用療養費）
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16

第五十七条の五 組合員が公務によらない病気又は負傷により、第
五十七条第一項各号に掲げる医療機関又は薬局（以下「保険医療
機関等」という。）から評価療養又は選定療養を受けたときは、
その療養に要した費用について保険外併用療養費を支給する。
２～４ （略）

４～９ （略）

第五十七条の五 組合員が公務によらない病気又は負傷により、第
五十七条第一項各号に掲げる医療機関又は薬局（以下「保険医療
機関等」という。）から評価療養、患者申出療養又は選定療養を
受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費
を支給する。
２～４ （略）
（家族療養費）
第五十九条 （略）
２ （略）
３ 前項第一号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険
医療機関等から療養（評価療養、患者申出療養及び選定療養を除
く。）を受ける場合にあつては第五十七条第六項の療養に要する
費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養又
は選定療養を受ける場合にあつては第五十七条の五第二項の療養
についての費用の額の算定、前項第二号の食事療養についての費
用の額の算定に関しては第五十七条の三第二項の食事療養につい
ての費用の額の算定、前項第三号の生活療養についての費用の額
の算定に関しては第五十七条の四第二項の生活療養についての費
用の額の算定の例による。
４～９ （略）

（組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の
給付）
第六十一条 （略）
２ （略）
３ 前二項の規定による給付は、次の各号のいずれかに該当するに
至つたときは、行わない。

（家族療養費）
第五十九条 （略）
２ （略）
３ 前項第一号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険
医療機関等から療養（評価療養及び選定療養を除く。）を受ける
場合にあつては第五十七条第六項の療養に要する費用の額の算定
、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受ける場合にあつ
ては第五十七条の五第二項の療養についての費用の額の算定、前
項第二号の食事療養についての費用の額の算定に関しては第五十
七条の三第二項の食事療養についての費用の額の算定、前項第三
号の生活療養についての費用の額の算定に関しては第五十七条の
四第二項の生活療養についての費用の額の算定の例による。

（組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の
給付）
第六十一条 （略）
２ （略）
３ 前二項の規定による給付は、次の各号のいずれかに該当するに
至つたときは、行わない。
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（傷病手当金）
第六十八条 組合員（第百四十四条の二第二項に規定する任意継続
組合員を除く。第五項、次条第一項及び第三項並びに第七十条か
ら第七十条の三までにおいて同じ。）が公務によらないで病気に
かかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することがで
きない場合には、勤務に服することができなくなつた日以後三日
を経過した日から、その後における勤務に服することができない
期間、傷病手当金を支給する。

一 （略）
二 その者が、他の組合の組合員（国の組合の組合員、私学共済
制度の加入者、健康保険の被保険者（健康保険法第三条第二項
に規定する日雇特例被保険者を除く。）及び船員保険の被保険
者を含む。第六十三条第二項ただし書、第六十六条ただし書、
第六十八条第五項ただし書及び第六十九条第三項ただし書にお
いて同じ。）若しくはその被扶養者、国民健康保険の被保険者
又は後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。
三 （略）
４ （略）

（傷病手当金）
第六十八条 組合員（第百四十四条の二第二項に規定する任意継続
組合員を除く。以下この条から第七十条の三までにおいて同じ。
）が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引
き続き勤務に服することができない場合には、傷病手当金として
、勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した日か
ら、その後における勤務に服することができない期間一日につき
標準報酬の日額の三分の二に相当する金額（当該金額に五十銭未
満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の
端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。）を支
給する。
（新設）

一 （略）
二 その者が、他の組合の組合員（国の組合の組合員、私学共済
制度の加入者、健康保険の被保険者（健康保険法第三条第二項
に規定する日雇特例被保険者を除く。）及び船員保険の被保険
者を含む。第六十三条第二項ただし書、第六十六条ただし書、
第六十八条第三項ただし書及び第六十九条第二項ただし書にお
いて同じ。）若しくはその被扶養者、国民健康保険の被保険者
又は後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。
三 （略）
４ （略）

２ 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日
の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬の月
額（組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下
この項において同じ。）の平均額の二十二分の一に相当する金額
（当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五
円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるも
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のとする。）の三分の二に相当する金額（当該金額に五十銭未満
の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端
数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。）とする
。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標
準報酬の月額が定められている月が十二月に満たない場合にあつ
ては、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない額の三分の二
に相当する金額（当該金額に五十銭未満の端数があるときは、こ
れを切り捨て、五十銭以上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。）とする。
一 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続し
た各月の標準報酬の月額の平均額の二十二分の一に相当する金
額（当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て
、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上
げるものとする。）
二 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の九月三
十日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合
員の同月の標準報酬の月額の平均額を標準報酬の基礎となる報
酬月額とみなしたときの標準報酬の月額の二十二分の一に相当
する金額（当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切
り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に
切り上げるものとする。）
３ 前項に規定するもののほか、傷病手当金の額の算定に関して必
要な事項は、総務省令で定める。
４ 傷病手当金の支給期間は、同一の病気又は負傷及びこれらによ
り生じた病気（以下「傷病」という。）については、第一項に規
定する勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した
日（同日において第七十一条第一項の規定により傷病手当金の全
部を支給しないときは、その支給を始めた日）から通算して一年
（新設）

２ 傷病手当金の支給期間は、同一の病気又は負傷及びこれらによ
り生じた病気（以下「傷病」という。）については、前項に規定
する勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した日
（同日において第七十一条の規定により傷病手当金の全部を支給
しないときは、その支給を始めた日）から通算して一年六月間（
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六月間（結核性の病気については、三年間）とする。
５ （略）
６ 傷病手当金は、同一の傷病について障害厚生年金（厚生年金保
険法による障害厚生年金をいう。以下この項において同じ。）の
支給を受けることができるときは、支給しない。ただし、その支
給を受けることができる障害厚生年金の額（当該障害厚生年金と
同一の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を
受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基
礎年金の額との合算額）を基準として総務省令で定めるところに
より算定した額（以下この項において「障害年金の額」という。
）が、第二項の規定により算定される額より少ないときは、当該
額から次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額
を控除した額を支給する。
一 報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当
金の支給を受けることができない場合 障害年金の額
二 報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当
金の支給を受けることができる場合 出産手当金の額（当該額
が第二項の規定により算定される額を超える場合にあつては、
当該額）と障害年金の額のいずれか多い額
三 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、か
つ、出産手当金の支給を受けることができない場合 当該受け
ることができる報酬の全部又は一部の額（当該額が第二項の規
定により算定される額を超える場合にあつては、当該額）と障
害年金の額のいずれか多い額
四 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、か
つ、出産手当金の支給を受けることができる場合 報酬を受け
ることができないとしたならば支給されることとなる出産手当
金の額（当該額が第二項の規定により算定される額を超える場

結核性の病気については、三年間）とする。
３ （略）
４ 傷病手当金は、同一の傷病について障害厚生年金（厚生年金保
険法による障害厚生年金をいう。以下この項において同じ。）の
支給を受けることができるときは、支給しない。ただし、その支
給を受けることができる障害厚生年金の額（当該障害厚生年金と
同一の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を
受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基
礎年金の額との合算額）を基準として総務省令で定めるところに
より算定した額が、当該障害厚生年金の支給を受けることができ
ないとしたならば支給されることとなる傷病手当金の額より少な
いときは、当該傷病手当金の額から当該総務省令で定めるところ
により算定した額を控除した額を支給する。
（新設）
（新設）

（新設）

（新設）
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合にあつては、当該額）と障害年金の額のいずれか多い額
７ 傷病手当金は、同一の傷病について障害手当金（厚生年金保険
法による障害手当金をいう。以下この項において同じ。）の支給
を受けることとなつたときは、当該障害手当金の支給を受けるこ
ととなつた日からその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする
場合の第二項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当
金の額に達するに至る日までの間、支給しない。ただし、当該合
計額が当該障害手当金の額に達するに至つた日において当該合計
額が当該障害手当金の額を超える場合において、報酬の全部若し
くは一部又は出産手当金の支給を受けることができるときその他
の政令で定めるときは、当該合計額から当該障害手当金の額を控
除した額その他の政令で定める額については、この限りでない。
８ 第五項の傷病手当金（政令で定める要件に該当する者に支給す
るものに限る。）は、厚生年金保険法又は国民年金法による老齢
を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事
由とする年金である給付であつて政令で定めるもの（以下この項
及び次項において「退職老齢年金給付」という。）の支給を受け
ることができるときは、支給しない。ただし、その支給を受ける
ことができる退職老齢年金給付の額（当該退職老齢年金給付が二
以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した
額）を基準として総務省令で定めるところにより算定した額が、
当該退職老齢年金給付の支給を受けることができないとしたなら
ば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、当該
傷病手当金の額から当該総務省令で定めるところにより算定した
額を控除した額を支給する。
９ 組合は、前三項の規定による傷病手当金に関する処分に関し必
要があると認めるときは、第六項の障害厚生年金若しくは障害基
礎年金、第七項の障害手当金又は前項の退職老齢年金給付の支給

５ 傷病手当金は、同一の傷病について障害手当金（厚生年金保険
法による障害手当金をいう。以下この項において同じ。）の支給
を受けることとなつたときは、当該障害手当金の支給を受けるこ
ととなつた日からその日以後において支給を受けるべき傷病手当
金の額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間
、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達す
るに至つた日において当該合計額が当該障害手当金の額を超える
ときは、当該合計額から当該障害手当金の額を控除した額につい
ては、この限りでない。

６ 第三項の傷病手当金（政令で定める要件に該当する者に支給す
るものに限る。）は、厚生年金保険法又は国民年金法による老齢
を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事
由とする年金である給付であつて政令で定めるもの（以下この項
及び次項において「退職老齢年金給付」という。）の支給を受け
ることができるときは、支給しない。ただし、その支給を受ける
ことができる退職老齢年金給付の額（当該退職老齢年金給付が二
以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した
額）を基準として総務省令で定めるところにより算定した額が、
当該退職老齢年金給付の支給を受けることができないとしたなら
ば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、当該
傷病手当金の額から当該総務省令で定めるところにより算定した
額を控除した額を支給する。
７ 組合は、前三項の規定による傷病手当金に関する処分に関し必
要があると認めるときは、第四項の障害厚生年金若しくは障害基
礎年金、第五項の障害手当金又は前項の退職老齢年金給付の支給
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状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者に対し、必要な資
料の提供を求めることができる。
（削除）
傷病手当金は、次条の規定により出産手当金を支給する場合（
第六項又は第七項に該当するときを除く。）には、その期間内は
、支給しない。ただし、報酬を受けることができないとしたなら
ば支給されることとなる出産手当金の額が、第二項の規定により
算定される額より少ないときは、同項の規定により算定される額
から当該出産手当金の額を控除した額を支給する。
（略）
（出産手当金）
第六十九条 組合員が出産した場合には、出産の日（出産の日が出
産の予定日後であるときは、出産の予定日）以前四十二日（多胎
妊娠の場合にあつては、九十八日）から出産の日後五十六日まで
の間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金
を支給する。

２ 前条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の額の算定につい
て準用する。
３ 一年以上組合員であつた者が退職した際に出産手当金を受けて
いるときは、その給付は、第一項に規定する期間内は、引き続き
支給する。ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得した
ときは、この限りでない。

（略）

状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者に対し、必要な資
料の提供を求めることができる。
８ 傷病手当金は、次条の規定により出産手当金を支給する場合に
は、その期間内は、支給しない。
（新設）

９

（出産手当金）
第六十九条 組合員が出産した場合には、出産手当金として、出産
の日（出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日）
以前四十二日（多胎妊娠の場合にあつては、九十八日）から出産
の日後五十六日までの間において勤務に服することができなかつ
た期間一日につき標準報酬の日額の三分の二に相当する金額（当
該金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十
銭以上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。）を支給する。
（新設）

２ 一年以上組合員であつた者が退職した際に出産手当金を受けて
いるときは、その給付は、前項に規定する期間内は、引き続き支
給する。ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したと
きは、この限りでない。
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10

11

（報酬との調整）
第七十一条 傷病手当金は、その支給期間に係る報酬の全部又は一
部を受ける場合（第六十八条第六項、第七項又は第十項に該当す
るときを除く。）には、その受ける金額を基準として政令で定め
る金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。
２ 出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金
は、その支給期間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合には、
その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、
その全部又は一部を支給しない。
（福祉事業）
第百十二条 組合（市町村連合会を含む。以下この条において同じ
。）は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行
うことができる。
一 組合員及びその被扶養者（以下この号及び第四項において「
組合員等」という。）の健康教育、健康相談及び健康診査並び
に健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力について
の支援その他の組合員等の健康の保持増進のために必要な事業
（次条に規定するものを除く。）
一の二～六 （略）
２ （略）
３ 組合は、第一項第一号に掲げる事業を行うに当たつては、高齢
者の医療の確保に関する法律第十六条第二項の情報を活用し、適
切かつ有効に行うものとする。
４ 主務大臣は、第一項第一号の規定により組合が行う組合員等の
健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効
な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援
を行うものとする。

（報酬との調整）
第七十一条 傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当
金又は介護休業手当金は、その支給期間に係る報酬の全部又は一
部を受ける場合には、その受ける金額を基準として政令で定める
金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。
（新設）

（福祉事業）
第百十二条 組合（市町村連合会を含む。以下この条において同じ
。）は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行
うことができる。
一 組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査そ
の他の健康の保持増進のための必要な事業（次条に規定するも
のを除く。）

一の二～六 （略）
２ （略）
（新設）

３ 主務大臣は、第一項第一号の規定により組合が行う健康の保持
増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図
るため必要な指針を公表するものとする。
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５ （略）
６ 主務大臣は、第四項の指針を定めるときは、あらかじめ、総務
大臣に協議しなければならない。

第百十二条の二 組合は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十
条の規定による特定健康診査及び同法第二十四条の規定による特
定保健指導（第百十三条の二において「特定健康診査等」という
。）を行うものとする。
（新設）

４ （略）
５ 主務大臣は、第三項の指針を定めるときは、あらかじめ、総務
大臣に協議しなければならない。

（新設）

第百十二条の二 組合は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十
条の規定による特定健康診査及び同法第二十四条の規定による特
定保健指導（次項及び第百十三条の二において「特定健康診査等
」という。）を行うものとする。
２ 組合は、特定健康診査等を行うに当たつては、前条第三項の情
報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
（社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託）
第百四十四条の三十三 組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報
酬支払基金法（昭和二十三年法律第百二十九号）による社会保険
診療報酬支払基金又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定す
る国民健康保険団体連合会に委託することができる。
一 第五十三条第一項に規定する短期給付のうち総務省令で定め
るものの支給に関する事務
二 第五十三条第一項に規定する短期給付の支給、第百十二条第
一項及び第百十二条の二第一項に規定する福祉事業の実施その
他の総務省令で定める事務に係る組合員若しくは組合員であつ
た者又はこれらの被扶養者（次号において「組合員等」という
。）に係る情報の収集又は整理に関する事務
三 第五十三条第一項に規定する短期給付の支給その他の総務省
令で定める事務に係る組合員等に係る情報の利用又は提供に関
する事務
２ 組合は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務
を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規
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定する保険者と共同して委託するものとする。

則

（主務省令への委任）
第百四十六条 第三条から第百四十四条の三十三までの規定の実施
のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な細則は、主
務省令で定める。
附
（特例退職組合員に対する短期給付等）
第十八条 （略）
２～４（略）
５ 特例退職組合員は、当該特定共済組合が、その者の短期給付に
係る掛金及び地方公共団体の負担金（前期高齢者納付金等及び後
期高齢者支援金等に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含み、
第百十三条第一項に規定する介護保険第二号被保険者の資格を有
する特例退職組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び地方
公共団体の負担金を含む。）の合算額を基礎として定款で定める
金額（以下この項において「特例退職掛金」という。）を、毎月
、政令で定めるところにより、当該特定共済組合に払い込まなけ
ればならない。この場合における標準報酬の月額は、第四十三条
の規定にかかわらず、前年（一月から三月までの標準報酬の月額
にあつては、前々年）の九月三十日における当該特例退職組合員
の属する特定共済組合の短期給付に関する規定の適用を受ける全
ての組合員（特例退職組合員を除く。）の標準報酬の月額の平均
額の範囲内で定款で定める金額を標準報酬の基礎となる報酬月額
とみなしたときの標準報酬の月額とする。
６～９（略）

則

（主務省令への委任）
第百四十六条 第三条から第百四十四条の三十二までの規定の実施
のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な細則は、主
務省令で定める。
附

（特例退職組合員に対する短期給付等）
第十八条 （略）
２～４（略）
５ 特例退職組合員は、当該特定共済組合が、その者の短期給付に
係る掛金及び地方公共団体の負担金（前期高齢者納付金等及び後
期高齢者支援金等に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含み、
第百十三条第一項に規定する介護保険第二号被保険者の資格を有
する特例退職組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び地方
公共団体の負担金を含む。）の合算額を基礎として定款で定める
金額（以下この項において「特例退職掛金」という。）を、毎月
、政令で定めるところにより、当該特定共済組合に払い込まなけ
ればならない。この場合における標準報酬の月額は、特例退職掛
金を徴収すべき月の属する年（当該月が一月から三月までの場合
には、前年）の一月一日における当該特例退職組合員の属する特
定共済組合の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員の標準
報酬の月額の平均額と、前年における当該組合員の標準期末手当
等の額の平均額の十二分の一に相当する額とを合算した額の二分
の一に相当する額の範囲内で定款で定める額とする。
６～９（略）
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正

案

⑧ （略）

（傍線の部分は改正部分）

行

（年次有給休暇）
第三十九条 （略）
②～⑥ （略）
⑦ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間
又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則そ
の他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃
金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又
はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算
定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場
に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはそ
の労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合にお
いては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、
その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法（大正十
一年法律第七十号）第九十九条第一項に定める標準報酬日額に相
当する金額又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるとこ
ろにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらな
ければならない。

現

○ 労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）（抄）（附則第四十四条関係）
【平成二十八年四月一日施行】

改
（年次有給休暇）
第三十九条 （略）
②～⑥ （略）
⑦ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間
又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則そ
の他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃
金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又
はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算
定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場
に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはそ
の労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合にお
いては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、
その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法（大正十
一年法律第七十号）第四十条第一項に規定する標準報酬月額の三
十分の一に相当する金額（その金額に、五円未満の端数があると
きは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、
これを十円に切り上げるものとする。）又は当該金額を基準とし
て厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を
定めたときは、これによらなければならない。
⑧ （略）
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正

第一号法定受託事務（第二条関係）

改

務

案

法

律

事

務

行

（傍線の部分は改正部分）

別表第一 第一号法定受託事務（第二条関係）

現

○ 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）（抄）（附則第四十五条関係）
【平成三十年四月一日施行】

別表第一
事

（略）

律

（略）

法
（略）

国民健康保険法（昭
和三十三年法律第百
九十二号）

第十七条第一項及び第三項（第二十七
条第三項において準用する場合を含む
。）、第二十四条の四、第二十四条の
五、第二十五条第一項、第二十七条第
二項及び第四項、第三十二条第二項、
第三十二条の二第二項、第三十二条の
七第一項及び第二項（同条第三項にお
いて準用する場合を含む。）、第三十
二条の十二、第四十一条第一項（第五
十二条第六項、第五十二条の二第三項
、第五十三条第三項及び第五十四条の
三第二項において準用する場合を含む
。）及び第二項（第四十五条の二第四
項、第五十二条第六項、第五十二条の
二第三項、第五十三条第三項及び第五
十四条の三第二項において準用する場

（略）

国民健康保険法（昭 第十七条第一項及び第三項（第二十七
和三十三年法律第百 条第三項において準用する場合を含む
九十二号）
。）、第二十四条の四、第二十四条の
五、第二十五条第一項、第二十七条第
二項及び第四項、第三十二条第二項、
第三十二条の二第二項、第三十二条の
七第一項及び第二項（同条第三項にお
いて準用する場合を含む。）、第三十
二条の十二、第四十一条第一項（第五
十二条第六項、第五十二条の二第三項
、第五十三条第三項及び第五十四条の
三第二項において準用する場合を含む
。）及び第二項（第四十五条の二第四
項、第五十二条第六項、第五十二条の
二第三項、第五十三条第三項及び第五
十四条の三第二項において準用する場
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（略）

合を含む。）、第四十五条第三項並び
に第四十五条の二第一項及び第五項（
これらの規定を第五十二条第六項、第
五十二条の二第三項、第五十三条第三
項及び第五十四条の三第二項において
準用する場合を含む。）、第五十四条
の二の二並びに第五十四条の二の三第
一項及び第三項（これらの規定を第五
十四条の三第二項において準用する場
合を含む。）、第八十条第一項、第八
十八条並びに第八十九条第一項の規定
により都道府県が処理することとされ
ている事務、第百六条第一項（第二号
に係る部分に限る。）、第百七条（第
二号に係る部分に限る。）及び第百八
条の規定により都道府県が処理するこ
ととされている事務のうち組合に係る
もの並びに第百十四条、附則第十六条
において準用する高齢者の医療の確保
に関する法律第四十四条第四項及び第
百三十四条第二項並びに附則第十九条
において準用する同法第百五十二条第
一項及び第三項の規定により都道府県
が処理することとされている事務
（略）

（略）

合を含む。）、第四十五条第三項並び
に第四十五条の二第一項及び第五項（
これらの規定を第五十二条第六項、第
五十二条の二第三項、第五十三条第三
項及び第五十四条の三第二項において
準用する場合を含む。）、第五十四条
の二の二並びに第五十四条の二の三第
一項及び第三項（これらの規定を第五
十四条の三第二項において準用する場
合を含む。）、第八十条第一項、第八
十八条並びに第八十九条第一項の規定
により都道府県が処理することとされ
ている事務、第百六条第一項、第百七
条及び第百八条の規定により都道府県
が処理することとされている事務のう
ち組合に係るもの並びに第百十四条、
附則第十六条において準用する高齢者
の医療の確保に関する法律第四十四条
第四項及び第百三十四条第二項並びに
附則第十九条において準用する同法第
百五十二条第一項及び第三項の規定に
より都道府県が処理することとされて
いる事務

（略）
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正

案

現

（略）

（傍線の部分は改正部分）

行

（地方公共団体が負担すべき経費の財政需要額への算入）
第十一条の二 第十条から第十条の三までに規定する経費のうち、
地方公共団体が負担すべき部分（第十条第十二号に掲げる経費の
うち地方公共団体が負担すべき部分にあつては後期高齢者医療の
財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を、同条第十三号
に掲げる経費のうち地方公共団体が負担すべき部分にあつては介

十七～三十四

（国がその全部又は一部を負担する法令に基づいて実施しなけれ
ばならない事務に要する経費）
第十条 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事
務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のう
ち、その円滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を
負担する必要がある次に掲げるものについては、国が、その経費
の全部又は一部を負担する。
一～十五 （略）
十六 国民健康保険の療養の給付並びに入院時食事療養費、入院
時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、
特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支
給並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納
付金の納付並びに特定健康診査及び特定保健指導に要する経費

○ 地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）（抄）（附則第四十六条関係）
【平成三十年四月一日施行】

改
（国がその全部又は一部を負担する法令に基づいて実施しなけれ
ばならない事務に要する経費）
第十条 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事
務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のう
ち、その円滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を
負担する必要がある次に掲げるものについては、国が、その経費
の全部又は一部を負担する。
一～十五 （略）
十六 国民健康保険の療養の給付並びに入院時食事療養費、入院
時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、
特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支
給、前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金
の納付、特定健康診査及び特定保健指導並びに財政安定化基金
への繰入れに要する経費
十七～三十四 （略）
（地方公共団体が負担すべき経費の財政需要額への算入）
第十一条の二 第十条から第十条の三までに規定する経費のうち、
地方公共団体が負担すべき部分（第十条第十二号に掲げる経費の
うち地方公共団体が負担すべき部分にあつては後期高齢者医療の
財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を、同条第十三号
に掲げる経費のうち地方公共団体が負担すべき部分にあつては介
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護保険の財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を除く。
）は、地方交付税法の定めるところにより地方公共団体に交付す
べき地方交付税の額の算定に用いる財政需要額に算入するものと
する。ただし、第十条第十六号に掲げる経費（国民健康保険に関
する特別会計への繰入れに要する経費のうち、国民健康保険の財
政の安定化及び調整を行うもの、高額医療費負担対象額に係るも
の、所得の少ない者について行う保険料又は国民健康保険税の減
額に係るもの、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政
の状況その他の事情を勘案して行うもの並びに特定健康診査及び
特定保健指導に要するもの並びに財政安定化基金への繰入れに要
する経費のうち都道府県の負担に係るものを除く。）、第十条の
二第四号に掲げる経費及び第十条の三第六号に掲げる経費につい
ては、この限りでない。

護保険の財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を除く。
）は、地方交付税法の定めるところにより地方公共団体に交付す
べき地方交付税の額の算定に用いる財政需要額に算入するものと
する。ただし、第十条第十六号に掲げる経費（国民健康保険に関
する特別会計への繰入れに要する経費のうち所得の少ない者につ
いて行う保険料又は国民健康保険税の減額に係るもの及び所得の
少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を
勘案して行うもの、高額医療費共同事業に要する費用に充てるた
めの拠出金の納付に要する経費のうち都道府県の負担に係るもの
並びに特定健康診査及び特定保健指導に要する経費のうち都道府
県の負担に係るものを除く。）、第十条の二第四号に掲げる経費
及び第十条の三第六号に掲げる経費については、この限りでない
。
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正

案

現

（傍線の部分は改正部分）

行

（所掌事務）
第二条 中央協議会は、次に掲げる事項について、厚生労働大臣の
諮問に応じて審議し、及び文書をもつて答申するほか、自ら厚生
労働大臣に、文書をもつて建議することができる。
一・二 （略）
三 健康保険法第六十三条第二項第三号及び第四号の規定による
定め（同項第三号に規定する高度の医療技術に係るものを除く
。）、同法第七十条第一項及び第七十二条第一項の規定による
厚生労働省令、同法第九十二条第二項の規定による基準（指定
訪問看護の取扱いに関する部分に限る。）、船員保険法第五十
四条第二項の規定による厚生労働省令、同法第六十五条第十項
の規定による厚生労働省令、国民健康保険法（昭和三十三年法
律第百九十二号）第四十条第二項の規定による厚生労働省令並
びに同法第五十四条の二第十項の規定による厚生労働省令に関
する事項
（略）
２

○ 社会保険医療協議会法（昭和二十五年法律第四十七号）（抄）（附則第四十七条関係）
【平成二十八年四月一日施行】

改
（所掌事務）
第二条 中央協議会は、次に掲げる事項について、厚生労働大臣の
諮問に応じて審議し、及び文書をもつて答申するほか、自ら厚生
労働大臣に、文書をもつて建議することができる。
一・二 （略）
三 健康保険法第六十三条第二項第三号及び第五号の規定による
定め（同項第三号に規定する高度の医療技術に係るものを除く
。）、同法第七十条第一項及び第三項並びに第七十二条第一項
の規定による厚生労働省令、同法第九十二条第二項の規定によ
る基準（指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。）、船員
保険法第五十四条第二項の規定による厚生労働省令、同法第六
十五条第十項の規定による厚生労働省令、国民健康保険法（昭
和三十三年法律第百九十二号）第四十条第二項の規定による厚
生労働省令並びに同法第五十四条の二第十項の規定による厚生
労働省令に関する事項
２ （略）
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案

現

（略）

正

○ 生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）（抄）（附則第四十八条関係）
【平成二十八年四月一日施行】

改

（略）

（傍線の部分は改正部分）

行

二 高齢者の医療の確保に関する法律による
特定健康診査若しくは特定保健指導の実施
、傷病手当金の支給又は健康教育、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の実施に関する
情報

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定め
るもの
一 国民健康保険法（昭和三十三年法律第百
九十二号）による傷病手当金の支給又は健
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
の実施に関する情報

（略）

別表第一（第二十九条関係）

（略）

十 市町村長
又は高齢者
の医療の確
保に関する
法律（昭和
五十七年法
律第八十号
）第四十八
条に規定す
る後期高齢
者医療広域
連合

別表第一（第二十九条関係）

十 市町村長
又は高齢者
の医療の確
保に関する
法律（昭和
五十七年法
律第八十号
）第四十八
条に規定す
る後期高齢
者医療広域
連合

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定め
るもの
一 国民健康保険法（昭和三十三年法律第百
九十二号）による傷病手当金の支給又は健
康教育、健康相談及び健康診査並びに健康
管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助
努力についての支援その他の被保険者の健
康の保持増進のために必要な事業の実施に
関する情報
二 高齢者の医療の確保に関する法律による
特定健康診査若しくは特定保健指導の実施
、傷病手当金の支給又は健康教育、健康相
談、健康診査及び保健指導並びに健康管理
及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力
についての支援その他の被保険者の健康の
保持増進のために必要な事業の実施に関す
る情報
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（略）

（略）

（略）

（略）
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正

案

（傍線の部分は改正部分）

行

（国家公務員共済組合法の適用）
第二十九条 組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以
上組合員であつた自衛官、学生又は生徒に対しては、国家公務員
共済組合法第六十六条第三項の規定にかかわらず、これらの者が
組合員の資格を喪失した際傷病手当金を受けていない場合におい
ても、これを支給することができる。

現

○ 防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和二十七年法律第二百六十六号）（抄）（附則第四十九条関係）
【平成二十八年四月一日施行】

改
（国家公務員共済組合法の適用）
第二十九条 組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以
上組合員であつた自衛官、学生又は生徒に対しては、国家公務員
共済組合法第六十六条第五項の規定にかかわらず、これらの者が
組合員の資格を喪失した際傷病手当金を受けていない場合におい
ても、これを支給することができる。
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改

正

非課税の登記等の表（第四条関係）

案

考

（傍線の部分は改正部分）

行

（略）

考

根拠法

（略）

備

名

（略）

第三欄の
第一号又
は第二号
の登記に
該当する
ものであ
ることを
証する財
務省令で
定める書
類の添付
があるも
のに限る
。

非 課 税 の 登 記 等
（略）

健康保険
法（大正
十一年法
律第七十
号）

一 事務所用建物の所有権
の取得登記又は当該建物
の敷地の用に供する土地
の権利の取得登記
二 健康保険法第百五十条
第一項及び第二項（保健
事業及び福祉事業）（同
法第百八十八条（準用）
において準用する場合を
含む。）の事業の用に供
する建物の所有権の取得
登記又は当該事業の用に
供する土地の権利の取得
登記

（略）

称

四 健康
保険組
合及び
健康保
険組合
連合会

（略）

（略）

（略）

別表第三 非課税の登記等の表（第四条関係）

現

○ 登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）（抄）（附則第五十条関係）
【平成二十八年四月一日施行】

別表第三
備
（略）

非 課 税 の 登 記 等
（略）

第三欄の
第一号又
は第二号
の登記に
該当する
ものであ
ることを
証する財
務省令で
定める書
類の添付
があるも
のに限る
。

根拠法
（略）
一 事務所用建物の所有権
の取得登記又は当該建物
の敷地の用に供する土地
の権利の取得登記
二 健康保険法第百五十条
第一項及び第三項（保健
事業及び福祉事業）（同
法第百八十八条（準用）
において準用する場合を
含む。）の事業の用に供
する建物の所有権の取得
登記又は当該事業の用に
供する土地の権利の取得
登記

（略）

称

（略）
健康保険
法（大正
十一年法
律第七十
号）

（略）

名

四 健康
保険組
合及び
健康保
険組合
連合会

（略）

（略）
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（略）

（略）

八 国民 国民健康 一 事務所用建物の所有権
健康保 保険法（
の取得登記又は当該建物
険組合 昭和三十
の敷地の用に供する土地
及び国 三年法律
の権利の取得登記
民健康 第百九十 二 国民健康保険法第八十
保険団 二号）
二条第一項及び第三項（
体連合
保健事業）（同法第八十
会
六条（準用規定）におい
て準用する場合を含む。
）の事業の用に供する建
物の所有権の取得登記又
は当該事業の用に供する
土地の権利の取得登記
（略）

（略）

八 国民
健康保
険組合
及び国
民健康
保険団
体連合
会

（略）

国民健康 一 事務所用建物の所有権
保険法（
の取得登記又は当該建物
昭和三十
の敷地の用に供する土地
三年法律
の権利の取得登記
第百九十 二 国民健康保険法第八十
二号）
二条第一項及び第二項（
保健事業）（同法第八十
六条（準用規定）におい
て準用する場合を含む。
）の事業の用に供する建
物の所有権の取得登記又
は当該事業の用に供する
土地の権利の取得登記
（略）

（略）

（略）
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正

案

（傍線の部分は改正部分）

行

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）

現

○ 住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）（抄）（附則第五十一条関係）
【平成二十八年四月一日施行】

改
別表第一（第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、
第三十条の三十関係）

務

（略）

事

一～七十二 （略）

健康保険法による同法第五十二条若し
くは第百二十七条の保険給付の支給、
同法第百五十条第一項の保健事業若し
くは同条第二項の福祉事業の実施又は
同法第百八十三条の保険料等の徴収に
関する事務であつて総務省令で定める
もの

提供を受ける国の機
関又は法人

（略）

七十二の二 全国健
康保険協会及び健
康保険組合

（略）

務

一～七十二 （略）

健康保険法による同法第五十二条若し
くは第百二十七条の保険給付の支給、
同法第百五十条第一項の保健事業若し
くは同条第三項の福祉事業の実施又は
同法第百八十三条の保険料等の徴収に
関する事務であつて総務省令で定める
もの

七十二の三

事

七十二の二 全国健
康保険協会及び健
康保険組合

（略）

提供を受ける国の機
関又は法人

七十二の三 （略）

七十三 全国健康保
険協会

船員保険法による同法第二十九条の保
険給付の支給、同法第百十一条第一項
の保健事業若しくは同条第二項の福祉
事業の実施、同法第百三十七条の保険

（略）

七十三 全国健康保 船員保険法による同法第二十九条の保
険協会
険給付の支給、同法第百十一条第一項
の保健事業若しくは同条第三項の福祉
事業の実施、同法第百三十七条の保険
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国民健

料等の徴収若しくは同法附則第五条第
一項の障害前払一時金若しくは同条第
二項の遺族前払一時金の支給又は雇用
保険法等の一部を改正する法律（平成
十九年法律第三十号）附則第三十九条
の規定によりなお従前の例によるもの
とされた同法第四条の規定による改正
前の船員保険法による保険給付の支給
に関する事務であつて総務省令で定め
るもの

（略）

七十三の二 社会保 社会保険診療報酬支払基金法（昭和二
険診療報酬支払基 十三年法律第百二十九号）による同法
金
第十五条第一項第六号に掲げる業務と
して行う健康保険法第二百五条の四第
一項第二号、船員保険法第百五十三条
の十第一項第二号、私立学校教職員共
済法第四十七条の三第一項第二号、国
家公務員共済組合法第百十四条の二第
一項第二号、国民健康保険法第百十三
条の三第一項第一号、地方公務員等共
済組合法第百四十四条の三十三第一項
第二号又は高齢者の医療の確保に関す
る法律第百六十五条の二第一項第一号
の情報の収集又は整理に関する事務で
あつて総務省令で定めるもの
七十三の三

（新設）

七十三の二 国民健

料等の徴収若しくは同法附則第五条第
一項の障害前払一時金若しくは同条第
二項の遺族前払一時金の支給又は雇用
保険法等の一部を改正する法律（平成
十九年法律第三十号）附則第三十九条
の規定によりなお従前の例によるもの
とされた同法第四条の規定による改正
前の船員保険法による保険給付の支給
に関する事務であつて総務省令で定め
るもの

国民健康保険法による同法第四章の保
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康保険組合

（略）

七十三の四 国民健 健康保険法による同法第二百五条の四
康保険団体連合会 第一項第二号の情報の収集若しくは整
理、船員保険法による同法第百五十三
条の十第一項第二号の情報の収集若し
くは整理、私立学校教職員共済法によ
る同法第四十七条の三第一項第二号の
情報の収集若しくは整理、国家公務員
共済組合法による同法第百十四条の二
第一項第二号の情報の収集若しくは整
理、国民健康保険法による同法第百十
三条の三第一項第一号の情報の収集若
しくは整理、地方公務員等共済組合法
による同法第百四十四条の三十三第一
項第二号の情報の収集若しくは整理又
は高齢者の医療の確保に関する法律に
よる同法第百六十五条の二第一項第一
号の情報の収集若しくは整理に関する
事務であつて総務省令で定めるもの
七十三の五 （略）

康保険組合

（新設）

七十三の三 厚生労
働省及び日本年金
機構

険給付の支給、同法第七十六条の保険
料の徴収又は同法第八十二条第一項の
保健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

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）附則第八
十七条第二項の規定により厚生年金保
険の実施者たる政府が支給するものと
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七十四～百二十二
（略）

（略）

七十四～百二十二
（略）

された年金である給付若しくは一時金
に係る権利の裁定若しくは支給の停止
の解除又は受給権者に係る届出に関す
る事務であつて総務省令で定めるもの
（略）

- 274 -

正

案

提供を受ける国の機
関又は法人

事

（傍線の部分は改正部分）

行

務

別表第一（第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、
第三十条の三十関係）

現

○ 住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）（抄）（附則第五十二条関係）
【平成三十年四月一日施行】

改

務

（略）

（

（略）

一～七十三の二
略）

事

別表第一（第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、
第三十条の三十関係）

（

提供を受ける国の機
関又は法人
一～七十三の二
略）

七十三の三 国民健
康保険組合

国民健康保険法による同法第四章の保
険給付の支給、同法第七十六条の保険
料の徴収又は同法第八十二条第一項の
保健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

七十三の三 国民健
康保険組合

国民健康保険法による同法第四章の保
険給付の支給、同法第七十六条第二項
の保険料の徴収又は同法第八十二条第
一項の保健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

（略）

（略）

七十三の四～百二十
二 （略）

七十三の四～百二十
二 （略）
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○ 介護保険法（平成九年法律第百二十三号）（抄）（附則第五十三条関係）
【平成二十九年四月一日・平成三十年四月一日施行】

案

現

（傍線の部分は改正部分）

行

（定義）
第七条 （略）
２～６ （略）
７ この法律において「医療保険者」とは、医療保険各法の規定に
より医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、
市町村（特別区を含む。）、国民健康保険組合、共済組合又は日
本私立学校振興・共済事業団をいう。
８・９ （略）

正

（定義）
第七条 （略）
２～６ （略）
７ この法律において「医療保険者」とは、医療保険各法の規定に
より医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、
都道府県及び市町村（特別区を含む。）、国民健康保険組合、共
済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
８・９ （略）

（医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保
険給付の一時差止）
第六十八条 （略）
２～４ （略）
５ 市町村は、要介護被保険者等についての保険給付差止の記載に
関し必要があると認めるときは、当該要介護被保険者等の加入す
る医療保険者（当該要介護被保険者等が全国健康保険協会の管掌
する健康保険の被保険者（健康保険法第三条第四項に規定する任
意継続被保険者を除く。）若しくはその被扶養者又は船員保険の
被保険者（船員保険法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保
険者を除く。）若しくはその被扶養者である場合には、厚生労働
大臣。以下この条において同じ。）に対し、当該要介護被保険者
等に係る医療保険各法の規定により徴収される保険料（地方税法

改

（医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保
険給付の一時差止）
第六十八条 （略）
２～４ （略）
５ 市町村は、要介護被保険者等についての保険給付差止の記載に
関し必要があると認めるときは、当該要介護被保険者等の加入す
る医療保険者（当該要介護被保険者等が全国健康保険協会の管掌
する健康保険の被保険者（健康保険法第三条第四項に規定する任
意継続被保険者を除く。）若しくはその被扶養者又は船員保険の
被保険者（船員保険法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保
険者を除く。）若しくはその被扶養者である場合には、厚生労働
大臣とし、当該要介護被保険者等が国民健康保険法の定めるとこ
ろにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健
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康保険（以下「国民健康保険」という。）の被保険者である場合
には、市町村とする。以下この条において同じ。）に対し、当該
要介護被保険者等に係る医療保険各法の規定により徴収される保
険料（地方税法の規定により徴収される国民健康保険税を含む。
）又は掛金の納付状況その他厚生労働省令で定める事項について
、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等の
加入する医療保険者に対し、情報の提供を求めることができる。

則

（納付金の徴収及び納付義務）
第百五十条 支払基金は、第百六十条第一項に規定する業務に要す
る費用に充てるため、年度（毎年四月一日から翌年三月三十一日
までをいう。以下この節及び次章において同じ。）ごとに、医療
保険者（国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び第百六十
一条を除き、以下同じ。）から、介護給付費・地域支援事業支援
納付金（以下「納付金」という。）を徴収する。
２ 医療保険者（国民健康保険にあっては、市町村）は、納付金の
納付に充てるため医療保険各法又は地方税法の規定により保険料
若しくは掛金又は国民健康保険税を徴収する義務を負う。
３ 医療保険者は、納付金を納付する義務を負う。
附

（被用者保険等保険者に係る納付金の額の算定の特例）
第十一条 平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険者（高
齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する被用者保
険等保険者又は健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険
者としての全国健康保険協会をいう。以下この条及び次条におい
て同じ。）に係る第百五十一条第一項の概算納付金の額は、当分

の規定により徴収される国民健康保険税を含む。）又は掛金の納
付状況その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働省令
で定めるところにより、当該要介護被保険者等の加入する医療保
険者に対し、情報の提供を求めることができる。

（納付金の徴収及び納付義務）
第百五十条 支払基金は、第百六十条第一項に規定する業務に要す
る費用に充てるため、年度（毎年四月一日から翌年三月三十一日
までをいう。以下この節及び次章において同じ。）ごとに、医療
保険者から、介護給付費・地域支援事業支援納付金（以下「納付
金」という。）を徴収する。

２ 医療保険者は、納付金の納付に充てるため医療保険各法又は地
方税法の規定により保険料若しくは掛金又は国民健康保険税を徴
収し、納付金を納付する義務を負う。
（新設）
附 則

（被用者保険等保険者に係る納付金の額の算定の特例）
第十一条 平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険者（国
民健康保険法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者を
いう。以下この条及び次条において同じ。）に係る第百五十一条
第一項の概算納付金の額は、当分の間、第百五十二条の規定にか
かわらず、被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額を全
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の間、第百五十二条の規定にかかわらず、被用者保険等保険者に
係る補正前概算納付金総額を全ての被用者保険等保険者に係る補
正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省
令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者
保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額
とする。
２ （略）
３ 第一項の補正後第二号被保険者見込数は、第二号被保険者（第
二号被保険者のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に
定める者であるもの（以下この条及び次条において「特定第二号
被保険者」という。）を除く。）の見込数と特定第二号被保険者
である者の見込数に各年度ごとに特定第二号被保険者である者の
数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得
た数との合計とする。
一～五 （略）
六 高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項の規定により
厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員 その健康保
険法に規定する標準報酬月額に相当するものとして厚生労働省
令で定めるものと、同法に規定する標準賞与額に相当するもの
として厚生労働省令で定めるものの当該各年度の合計額を当該
各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満
たない者及びその被扶養者
４ 前項の加入月数は、健康保険法の規定による被保険者、船員保
険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法に基づく共済
組合の組合員、地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合
員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度
の加入者又は高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項の規
定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員であっ

ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総
数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定し
た当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二
号被保険者見込数を乗じて得た額とする。

２ （略）
３ 第一項の補正後第二号被保険者見込数は、第二号被保険者（第
二号被保険者のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に
定める者であるもの（以下この条及び次条において「特定第二号
被保険者」という。）を除く。）の見込数と特定第二号被保険者
である者の見込数に各年度ごとに特定第二号被保険者である者の
数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得
た数との合計とする。
一～五 （略）
六 国民健康保険法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣
が定める国民健康保険組合の組合員 その健康保険法に規定す
る標準報酬月額に相当するものとして厚生労働省令で定めるも
のと、同法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労
働省令で定めるものの当該各年度の合計額を当該各年度の加入
月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及び
その被扶養者
４ 前項の加入月数は、健康保険法の規定による被保険者、船員保
険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法に基づく共済
組合の組合員、地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合
員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度
の加入者又は国民健康保険法附則第十条第三項の規定により厚生
労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員であった期間として
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た期間として、それぞれ厚生労働省令で定めるところにより算定
した月数とする。

、それぞれ厚生労働省令で定めるところにより算定した月数とす
る。
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正

案

（傍線の部分は改正部分）

行

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

現

○ 独立行政法人地域医療機能推進機構法（平成十七年法律第七十一号）（抄）（附則第五十六条関係）
【平成二十八年四月一日施行】

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

案

（傍線の部分は改正部分）

行

第五条 市町村又は特別区の区域内に住所を有する者であって次の
各号のいずれかに掲げるものは、国民健康保険法第五条又は第十
九条第一項の規定にかかわらず、国民健康保険の被保険者としな
い。
一～四 （略）
２ （略）

現

○ 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律（平成十九年法律第百四号）（抄）（附則第五十七条関係）
【平成三十年四月一日施行】

改
第五条 都道府県の区域内に住所を有する者であって次の各号のい
ずれかに掲げるものは、国民健康保険法第五条又は第十九条第一
項の規定にかかわらず、国民健康保険の被保険者としない。
一～四 （略）
２ （略）
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正

案

現

（傍線の部分は改正部分）

行

（業務の範囲）
第二十七条 （略）
２ 機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。
一～三 （略）
四 次に掲げる事務を行うこと。
イ 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）
第六十六条第九項に規定する事務
ロ～ホ （略）
（略）
五

○ 日本年金機構法（平成十九年法律第百九号）（抄）（附則第五十八条関係）
【平成二十八年四月一日施行】

改
（業務の範囲）
第二十七条 （略）
２ 機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。
一～三 （略）
四 次に掲げる事務を行うこと。
イ 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）
第六十六条第十一項に規定する事務
ロ～ホ （略）
（略）
五
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正

案

現

行

（傍線の部分は改正部分）

○ 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成二十三年法律第七十二号）（抄）（附則第五十九条関係）
【平成二十七年四月一日施行】

改

附 則

（高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
第三十五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に前条の
規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条
第一項第五号に掲げる特定施設（前条の規定による改正後の高齢
者の医療の確保に関する法律（以下「新高齢者医療確保法」とい
う。）第五十五条第一項第五号に掲げる特定施設に該当するもの
を除く。）に入居をしている後期高齢者医療の被保険者について
は、なお従前の例による。

則

（高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
第三十五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に前条の
規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条
第一項第五号に掲げる特定施設（前条の規定による改正後の高齢
者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項第五号に掲げる特
定施設に該当するものを除く。）に入居をしている後期高齢者医
療の被保険者については、なお従前の例による。

第三十六条 新高齢者医療確保法附則第十三条の六の規定は、同条
第一項に規定する変更後地域密着型介護老人福祉施設に施行日以
後になったものに入所をしている後期高齢者医療の被保険者（同
項に規定する変更前介護老人福祉施設に入所をすることにより、
当該変更前介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと
認められる者に限る。）であって、当該変更前介護老人福祉施設
に入所をした際、当該変更前介護老人福祉施設が所在する後期高
齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所
を有していたと認められるものについて、適用する。

附

第三十六条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の十一
の規定は、同条第一項に規定する変更後地域密着型介護老人福祉
施設に施行日以後になったものに入所をしている後期高齢者医療
の被保険者（同項に規定する変更前介護老人福祉施設に入所をす
ることにより、当該変更前介護老人福祉施設の所在する場所に住
所を変更したと認められる者に限る。）であって、当該変更前介
護老人福祉施設に入所をした際、当該変更前介護老人福祉施設が
所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合
の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用す
る。

- 283 -

則

改

正

案

（傍線の部分は改正部分）

行

第三十六条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の十一
の規定は、同条第一項に規定する変更後地域密着型介護老人福祉
施設に施行日以後になったものに入所をしている後期高齢者医療
の被保険者（同項に規定する変更前介護老人福祉施設に入所をす
ることにより、当該変更前介護老人福祉施設の所在する場所に住
所を変更したと認められる者に限る。）であって、当該変更前介
護老人福祉施設に入所をした際、当該変更前介護老人福祉施設が
所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合
の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用す
る。

附 則

現

○ 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成二十三年法律第七十二号）（抄）（附則第六十条関係）
【平成二十九年四月一日施行】

附
第三十六条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の七の
規定は、同条第一項に規定する変更後地域密着型介護老人福祉施
設に施行日以後になったものに入所をしている後期高齢者医療の
被保険者（同項に規定する変更前介護老人福祉施設に入所をする
ことにより、当該変更前介護老人福祉施設の所在する場所に住所
を変更したと認められる者に限る。）であって、当該変更前介護
老人福祉施設に入所をした際、当該変更前介護老人福祉施設が所
在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合の
区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する
。
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正

案

（傍線の部分は改正部分）

行

（特定健康診査等に関する記録の提供）
第五十条 健康管理調査の対象者が加入している保険者（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）第七条第
二項に規定する保険者をいう。）又は後期高齢者医療広域連合（
同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。）は
、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該調査対象者
の同意を得ている場合において、福島県から求めがあったときは
、当該保険者又は後期高齢者医療広域連合が保存している当該調
査対象者に係る特定健康診査（同法第十八条第一項に規定する特
定健康診査をいう。）又は健康診査（同法第百二十五条第一項に
規定する健康診査をいう。）に関する記録の写しを提供しなけれ
ばならない。

現

○ 福島復興再生特別措置法（平成二十四年法律第二十五号）（抄）（附則第六十一条関係）
【平成三十年四月一日施行】

改
（特定健康診査等に関する記録の提供）
第五十条 健康管理調査の対象者が加入している保険者（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）第七条第
二項に規定する保険者（国民健康保険法（昭和三十三年法律第百
九十二号）の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市
町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村）をいう。）
又は後期高齢者医療広域連合（高齢者の医療の確保に関する法律
第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。）は、原
子力規制委員会規則で定めるところにより、当該調査対象者の同
意を得ている場合において、福島県から求めがあったときは、当
該保険者又は後期高齢者医療広域連合が保存している当該調査対
象者に係る特定健康診査（高齢者の医療の確保に関する法律第十
八条第一項に規定する特定健康診査をいう。）又は健康診査（高
齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する健
康診査をいう。）に関する記録の写しを提供しなければならない
。
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案

私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する

正

（傍線の部分は改正部分）

行

第十九条の二 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する
。

現

○ 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十二号）
（抄）（附則第六十二条関係）
【公布日施行】

改
第十九条の二
。

第二十二条第二項中「第三十級」を「第三十一級」に、「第三
十一級」を「第三十二級」に、「第三十二級」を「第三十三級」
に、「第三十三級」を「第三十四級」に、「第三十四級」を「第
三十五級」に、「第三十五級」を「第三十六級」に、「第三十六
級」を「第三十七級」に、「第三十七級」を「第三十八級」に、
「第三十八級」を「第三十九級」に、「第三十九級」を「第四十
級」に、「第四十級」を「第四十一級」に、「第四十一級」を「
第四十二級」に、「第四十二級」を「第四十三級」に、「第四十
三級」を「第四十四級」に改め、同条第五項中「十七日」の下に
「（文部科学省令で定める者にあつては、十一日。以下この条に
おいて同じ。）」を加える。

（略）

第二十二条第二項中「第三十級」を「第三十一級」に、「第三
十一級」を「第三十二級」に、「第三十二級」を「第三十三級」
に、「第三十三級」を「第三十四級」に、「第三十四級」を「第
三十五級」に、「第三十五級」を「第三十六級」に、「第三十六
級」を「第三十七級」に、「第三十七級」を「第三十八級」に、
「第三十八級」を「第三十九級」に、「第三十九級」を「第四十
級」に、「第四十級」を「第四十一級」に、「第四十一級」を「
第四十二級」に、「第四十二級」を「第四十三級」に、「第四十
三級」を「第四十四級」に、「第四十四級」を「第四十五級」に
、「第四十五級」を「第四十六級」に、「第四十六級」を「第四
十七級」に改め、同条第五項中「十七日」の下に「（文部科学省
令で定める者にあつては、十一日。以下この条において同じ。）
」を加える。

（健康保険法の一部改正）
第二十五条 健康保険法（大正十一年法律第七十号）の一部を次の

（略）

（健康保険法の一部改正）
第二十五条 健康保険法（大正十一年法律第七十号）の一部を次の
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ように改正する。

ように改正する。

附則第五条の三中「附則第十三条の六第一号」を「附則第十三
条の六第一項第一号」に、「附則第十三条の六第三号」を「附則
第十三条の六第一項第三号」に改める。

（高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正）
第二十七条 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律
第八十号）の一部を次のように改正する。

附則第五条の三の次に次の一条を加える。
第五条の四 平成二十八年度以後、当分の間、第百五十三条第一
項中「第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額
に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び
次条において同じ。」とあるのは「附則第十三条の六第一項第
一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同法第三十四条第
一項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条において同じ
。」と、第百五十四条第一項中「費用の額に給付費割合」とあ
るのは「費用の額に給付費割合（高齢者の医療の確保に関する
法律第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に
対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条におい
て同じ。）」とする。

（略）

（高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正）
第二十七条 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律
第八十号）の一部を次のように改正する。

（略）

附則第十三条の六第一号中「（次号において「前期高齢者加入
見込率」という。）」を削り、同条第二号を次のように改める。

附則第十三条の七を附則第十三条の十一とし、附則第十三条の
六を附則第十三条の十とし、附則第十三条の五の六を附則第十三
条の九の二とし、附則第十三条の五の五の次に次の見出し及び四
条を加える。
（平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険者に係る前
期高齢者交付金の額の算定の特例）
第十三条の六 平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険
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二 平成二十八年度における当該被用者保険等保険者に係る附
則第十四条の九第一項第一号に規定する補正後概算加入者割
後期高齢者支援金額に、同年度における当該被用者保険等保
険者に係るイに掲げる数とロに掲げる数との合計（同項にお
いて「補正後加入者見込数」という。）に対するハに掲げる
数とニに掲げる数との合計の割合を基礎として被用者保険等
保険者ごとに算定される率（第三項において「補正後前期高
齢者加入見込率」という。）を乗じて得た額（第四号及び附
則第十三条の八第一項第二号において「前期高齢者に係る補
正後加入者割後期高齢者支援金の概算額」という。）
イ 加入者（特定加入者（次に掲げる区分に応じ、それぞれ
次に定める者をいう。以下同じ。）である者を除く。）の
見込数
⑴ 健康保険法の規定による被保険者 その同法に規定す
る標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の平成二

者に係る第三十三条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、当
分の間、第三十四条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げ
る額から第三号に掲げる額を控除した額と第二号に掲げる額か
ら第四号に掲げる額を控除した額との合計額（当該合計額が零
を下回る場合には、零とする。）とする。
一 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第三十
四条第一項第一号の調整対象給付費見込額と附則第八条の規
定により算定される病床転換支援金の額に当該各年度におけ
る当該被用者保険等保険者に係る加入者の見込数に対する前
期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として被用者保
険等保険者ごとに算定される率を乗じて得た額との合計額（
第三号及び附則第十三条の八において「調整対象給付費見込
額等」という。）
二 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る附則第
十四条の七第一項の規定により算定した概算後期高齢者支援
金の額に、当該各年度における当該被用者保険等保険者に係
るイに掲げる数とロに掲げる数との合計（同項において「補
正後加入者見込数」という。）に対するハに掲げる数とニに
掲げる数との合計の割合を基礎として被用者保険等保険者ご
とに算定される率（第三項において「補正後前期高齢者加入
見込率」という。）を乗じて得た額（第四号及び附則第十三
条の八において「前期高齢者に係る補正後後期高齢者支援金
の概算額」という。）
イ 加入者（特定加入者（次に掲げる区分に応じ、それぞれ
次に定める者をいう。以下同じ。）である者を除く。）の
見込数
⑴ 健康保険法の規定による被保険者 その同法に規定す
る標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の当該各
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十八年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額と
の合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
⑵ 船員保険法の規定による被保険者 その同法に規定す
る標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の平成二
十八年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額と
の合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
⑶ 国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員 そ
の同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標
準期末手当等の額の平成二十八年度の合計額を同年度の
加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満た
ない者及びその被扶養者
⑷ 地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
その同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する
標準期末手当等の額の平成二十八年度の合計額を同年度
の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満
たない者及びその被扶養者
⑸ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共
済制度の加入者 その同法に規定する標準報酬月額と、
同法に規定する標準賞与額の平成二十八年度の合計額を
同年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千
円に満たない者及びその被扶養者
⑹ 国民健康保険法附則第十条第三項の規定により厚生労
働大臣が定める国民健康保険組合の組合員 その健康保
険法に規定する標準報酬月額に相当するものとして厚生
労働省令で定めるものと、同法に規定する標準賞与額に
相当するものとして厚生労働省令で定めるものの平成二
十八年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額と
の合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者

年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額と
の合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
⑵ 船員保険法の規定による被保険者 その同法に規定す
る標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の当該各
年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額と
の合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
⑶ 国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員 そ
の同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標
準期末手当等の額の当該各年度の合計額を当該各年度の
加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満た
ない者及びその被扶養者
⑷ 地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
その同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する
標準期末手当等の額の当該各年度の合計額を当該各年度
の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満
たない者及びその被扶養者
⑸ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共
済制度の加入者 その同法に規定する標準報酬月額と、
同法に規定する標準賞与額の当該各年度の合計額を当該
各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千
円に満たない者及びその被扶養者
⑹ 国民健康保険法附則第十条第三項の規定により厚生労
働大臣が定める国民健康保険組合の組合員 その健康保
険法に規定する標準報酬月額に相当するものとして厚生
労働省令で定めるものと、同法に規定する標準賞与額に
相当するものとして厚生労働省令で定めるものの当該各
年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額と
の合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
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ロ 特定加入者である者の見込数に、特定加入者である者の
数及び後期高齢者支援金の額の状況を勘案して政令で定め
る割合を乗じて得た数
ハ 前期高齢者である加入者（特定加入者である者を除く。
）の見込数
ニ 前期高齢者である加入者のうち特定加入者である者の見
込数に特定加入者である者の数及び後期高齢者支援金の額
の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数

附則第十三条の六第四号中「前期高齢者に係る加入者割後期高
齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額」を「前期高齢者
に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整
対象基準額」に、「係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支
援金の概算額」を「係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高
齢者支援金の概算額」に、「概算加入者調整率」を「補正後概算
加入者調整率」に改め、同条に次の二項を加える。
２ 前項第二号イの加入月数は、健康保険法の規定による被保険
者、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法
に基づく共済組合の組合員、地方公務員等共済組合法に基づく
共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学
校教職員共済制度の加入者又は国民健康保険法附則第十条第三
項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合
員であつた期間として、それぞれ厚生労働省令で定めるところ
により算定した月数とする。

ロ 特定加入者である者の見込数に、各年度ごとに特定加入
者である者の数及び後期高齢者支援金の額の状況を勘案し
て政令で定める割合を乗じて得た数
ハ 前期高齢者である加入者（特定加入者である者を除く。
）の見込数
ニ 前期高齢者である加入者のうち特定加入者である者の見
込数に各年度ごとに特定加入者である者の数及び後期高齢
者支援金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて
得た数
三 調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額（当該
被用者保険等保険者に係る調整対象給付費見込額等に当該各
年度における概算加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則
第十三条の八において同じ。）
四 前期高齢者に係る補正後後期高齢者支援金の概算額に係る
概算調整対象基準額（当該被用者保険等保険者に係る前期高
齢者に係る補正後後期高齢者支援金の概算額に補正後概算加
入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の八におい
て同じ。）

２ 前項第二号イの加入月数は、健康保険法の規定による被保険
者、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法
に基づく共済組合の組合員、地方公務員等共済組合法に基づく
共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学
校教職員共済制度の加入者又は国民健康保険法附則第十条第三
項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合
員であつた期間として、それぞれ厚生労働省令で定めるところ
により算定した月数とする。
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附則第十三条の七第一号中「（次号において「前期高齢者加入
率」という。）」を削り、同条第二号を次のように改める。

３ 第一項第四号の補正後概算加入者調整率は、厚生労働省令で
定めるところにより、平成二十八年度における全ての保険者に
係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込
総数の割合を補正後前期高齢者加入見込率（その率が第三十四
条第四項に規定する下限割合に満たないときは、当該下限割合
とする。）で除して得た率を基礎として被用者保険等保険者ご
とに算定される率とする。

第十三条の七 平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険
者に係る第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、当
分の間、第三十五条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げ
る額から第三号に掲げる額を控除した額と第二号に掲げる額か
ら四号に掲げる額を控除した額との合計額（当該合計額が零を
下回る場合には、零とする。）とする。
一 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第三十
五条第一項第一号の調整対象給付費額と附則第八条の規定に
より算定される病床転換支援金の額に当該各年度における当
該被用者保険等保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者
である加入者の数の割合を基礎として被用者保険等保険者ご
とに算定される率を乗じて得た額との合計額（第三号及び附
則第十三条の九において「調整対象給付費額等」という。）
二 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る附則第
十四条の八第一項の規定により算定した確定後期高齢者支援
金の額に、当該各年度における当該被用者保険等保険者に係
るイに掲げる数とロに掲げる数との合計（同項において「補
正後加入者数」という。）に対するハに掲げる数とニに掲げ
る数との合計の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに
算定される率（次項において「補正後前期高齢者加入率」と

３ 第一項第四号の補正後概算加入者調整率は、厚生労働省令で
定めるところにより、当該各年度における全ての保険者に係る
加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数
の割合を補正後前期高齢者加入見込率（その率が第三十四条第
四項に規定する下限割合に満たないときは、当該下限割合とす
る。）で除して得た率を基礎として被用者保険等保険者ごとに
算定される率とする。

二 平成二十八年度における当該被用者保険等保険者に係る附
則第十四条の十第一項第一号に規定する補正後確定加入者割
後期高齢者支援金額に、同年度における当該被用者保険等保
険者に係るイに掲げる数とロに掲げる数との合計（同項にお
いて「補正後加入者数」という。）に対するハに掲げる数と
ニに掲げる数との合計の割合を基礎として被用者保険等保険
者ごとに算定される率（次項において「補正後前期高齢者加
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入率」という。）を乗じて得た額（第四号及び附則第十三条
の九第一項第二号において「前期高齢者に係る補正後加入者
割後期高齢者支援金の確定額」という。）
イ 加入者（特定加入者である者を除く。）の数
ロ 特定加入者である者の数に、特定加入者である者の数及
び後期高齢者支援金の額の状況を勘案して政令で定める割
合を乗じて得た数
ハ 前期高齢者である加入者（特定加入者である者を除く。
）の数
ニ 前期高齢者である加入者のうち特定加入者である者の数
に特定加入者である者の数及び後期高齢者支援金の額の状
況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数

附則第十三条の七第四号中「前期高齢者に係る加入者割後期高
齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額」を「前期高齢者
に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整
対象基準額」に、「係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支
援金の確定額」を「係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高
齢者支援金の確定額」に、「確定加入者調整率」を「補正後確定
加入者調整率」に改め、同条に次の一項を加える。
２ 前項第四号の補正後確定加入者調整率は、厚生労働省令で定
めるところにより、平成二十八年度における全ての保険者に係
る加入者の総数に対する前期高齢者である加入者の総数の割合
を補正後前期高齢者加入率（その率が第三十四条第四項に規定

いう。）を乗じて得た額（第四号及び附則第十三条の九にお
いて「前期高齢者に係る補正後後期高齢者支援金の確定額」
という。）
イ 加入者（特定加入者である者を除く。）の数
ロ 特定加入者である者の数に、各年度ごとに特定加入者で
ある者の数及び後期高齢者支援金の額の状況を勘案して政
令で定める割合を乗じて得た数
ハ 前期高齢者である加入者（特定加入者である者を除く。
）の数
ニ 前期高齢者である加入者のうち特定加入者である者の数
に各年度ごとに特定加入者である者の数及び後期高齢者支
援金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た
数
三 調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額（当該被用
者保険等保険者に係る調整対象給付費額等に当該各年度にお
ける確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条
の九において同じ。）
四 前期高齢者に係る補正後後期高齢者支援金の確定額に係る
確定調整対象基準額（当該被用者保険等保険者に係る前期高
齢者に係る補正後後期高齢者支援金の確定額に補正後確定加
入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の九におい
て同じ。）

２ 前項第四号の補正後確定加入者調整率は、厚生労働省令で定
めるところにより、当該各年度における全ての保険者に係る加
入者の総数に対する前期高齢者である加入者の総数の割合を補
正後前期高齢者加入率（その率が第三十四条第四項に規定する
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する下限割合に満たないときは、当該下限割合とする。）で除
して得た率を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される
率とする。

附則第十三条の八第一項第二号中「前期高齢者に係る加入者割
後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額」を「前期
高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概
算調整対象基準額」に、「前期高齢者に係る加入者割後期高齢者
支援金の概算額を」を「前期高齢者に係る補正後加入者割後期高
齢者支援金の概算額を」に改め、同項第四号中「特例退職被保険
者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額
に係る概算調整対象基準額」を「特例退職被保険者等に係る前期
高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概
算調整対象基準額」に改め、同条第三項中「特例退職被保険者等
に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係
る概算調整対象基準額」を「特例退職被保険者等に係る前期高齢
者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調
整対象基準額」に、「前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援
金の概算額に係る概算調整対象基準額に」を「前期高齢者に係る
補正後加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基
準額に」に改め、同条第四項第二号中「特例退職被保険者等に係
る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概
算調整対象基準額」を「特例退職被保険者等に係る前期高齢者に
係る補正後加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対
象基準額」に改める。
附則第十三条の九第一項第二号中「前期高齢者に係る加入者割
後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額」を「前期

下限割合に満たないときは、当該下限割合とする。）で除して
得た率を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率と
する。
（平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険者に係る前
期高齢者納付金の額の算定の特例）
第十三条の八 平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険
者に係る第三十八条第一項第一号の負担調整前概算前期高齢者
納付金相当額は、当分の間、同条第二項の規定にかかわらず、
調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額から調整対
象給付費見込額等を控除して得た額と、前期高齢者に係る補正
後後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額から前
期高齢者に係る補正後後期高齢者支援金の概算額を控除して得
た額との合計額（当該合計額が零を下回る場合には、零とする
。）とする。

第十三条の九 平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険
者に係る第三十九条第一項第一号の負担調整前確定前期高齢者
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高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確
定調整対象基準額」に、「前期高齢者に係る加入者割後期高齢者
支援金の確定額を」を「前期高齢者に係る補正後加入者割後期高
齢者支援金の確定額を」に改め、同項第四号中「特例退職被保険
者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額
に係る確定調整対象基準額」を「特例退職被保険者等に係る前期
高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確
定調整対象基準額」に改め、同条第三項中「特例退職被保険者等
に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係
る確定調整対象基準額」を「特例退職被保険者等に係る前期高齢
者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調
整対象基準額」に、「前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援
金の確定額に係る確定調整対象基準額に」を「前期高齢者に係る
補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基
準額に」に改め、同条第四項第二号中「特例退職被保険者等に係
る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確
定調整対象基準額」を「特例退職被保険者等に係る前期高齢者に
係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対
象基準額」に改める。
附則第十四条の九第一項第一号を次のように改める。
一 被用者保険等保険者に係る補正前概算後期高齢者支援金総
額を全ての被用者保険等保険者に係る補正後加入者見込数の
総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより
算定した平成二十八年度における当該被用者保険等保険者に
係る補正後加入者見込数及び概算後期高齢者支援金調整率を
乗じて得た額（以下この条において「補正後概算加入者割後
期高齢者支援金額」という。）に三分の一を乗じて得た額

納付金相当額は、当分の間、同条第二項の規定にかかわらず、
調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額から調整対象給
付費額等を控除して得た額と、前期高齢者に係る補正後後期高
齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額から前期高齢者
に係る補正後後期高齢者支援金の確定額を控除して得た額との
合計額（当該合計額が零を下回る場合には、零とする。）とす
る。

附則第十四条の六の次に次の見出し及び二条を加える。
（平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険者に係る後
期高齢者支援金の額の算定の特例）
第十四条の七 平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険
者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額は、当
分の間、第百二十条第一項の規定にかかわらず、被用者保険等
保険者に係る補正前概算後期高齢者支援金総額を全ての被用者
保険等保険者に係る補正後加入者見込数の総数で除して得た額
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附則第十四条の九第一項第三号中「特例退職被保険者等に係る
概算加入者割後期高齢者支援金額」を「特例退職被保険者等に係
る補正後概算加入者割後期高齢者支援金額」に改め、同条第四項
中「第二項」を「第三項」に、「概算加入者割後期高齢者支援金
額（」を「補正後概算加入者割後期高齢者支援金額（」に、「概
算加入者割後期高齢者支援金額から」を「補正後概算加入者割後
期高齢者支援金額から」に、「特例退職被保険者等に係る概算加
入者割後期高齢者支援金額」を「特例退職被保険者等に係る補正
後概算加入者割後期高齢者支援金額」に改め、同項を同条第五項
とし、同条第三項中「特例退職被保険者等に係る概算加入者割後
期高齢者支援金額」を「特例退職被保険者等に係る補正後概算加
入者割後期高齢者支援金額」に、「概算加入者割後期高齢者支援
金額に」を「補正後概算加入者割後期高齢者支援金額に」に改め
、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第二号」を「第一
項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次
の一項を加える。
２ 前項第一号の被用者保険等保険者に係る補正前概算後期高齢
者支援金総額は、平成二十八年度における全ての後期高齢者医
療広域連合の保険納付対象額（第百条第一項に規定する保険納
付対象額をいう。次条第二項において同じ。）の見込額の総額
を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における
全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生
労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての
被用者保険等保険者に係る加入者の見込総数を乗じて得た額と
する。
附則第十四条の十第一項第一号を次のように改める。
一 被用者保険等保険者に係る補正前確定後期高齢者支援金総

に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度に
おける当該被用者保険等保険者に係る補正後加入者見込数及び
概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
２ 前項の被用者保険等保険者に係る補正前概算後期高齢者支援
金総額は、当該各年度における全ての後期高齢者医療広域連合
の保険納付対象額（第百条第一項に規定する保険納付対象額を
いう。次条第二項において同じ。）の見込額の総額を厚生労働
省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての
保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省
令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被
用者保険等保険者に係る加入者の見込総数を乗じて得た額とす
る。

第十四条の八 平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険
者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、当
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額を全ての被用者保険等保険者に係る補正後加入者数の総数
で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定
した平成二十八年度における当該被用者保険等保険者に係る
補正後加入者数及び確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得
た額（以下この条において「補正後確定加入者割後期高齢者
支援金額」という。）に三分の一を乗じて得た額
附則第十四条の十第一項第三号中「特例退職被保険者等に係る
確定加入者割後期高齢者支援金額」を「特例退職被保険者等に係
る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額」に改め、同条第四項
中「第二項」を「第三項」に、「確定加入者割後期高齢者支援金
額（」を「補正後確定加入者割後期高齢者支援金額（」に、「確
定加入者割後期高齢者支援金額から」を「補正後確定加入者割後
期高齢者支援金額から」に、「特例退職被保険者等に係る確定加
入者割後期高齢者支援金額」を「特例退職被保険者等に係る補正
後確定加入者割後期高齢者支援金額」に改め、同項を同条第五項
とし、同条第三項中「特例退職被保険者等に係る確定加入者割後
期高齢者支援金額」を「特例退職被保険者等に係る補正後確定加
入者割後期高齢者支援金額」に、「確定加入者割後期高齢者支援
金額に」を「補正後確定加入者割後期高齢者支援金額に」に改め
、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第二号」を「第一
項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次
の一項を加える。
２ 前項第一号の被用者保険等保険者に係る補正前確定後期高齢
者支援金総額は、平成二十八年度における全ての後期高齢者医
療広域連合の保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めると
ころにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者
の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより
算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入

分の間、第百二十一条第一項の規定にかかわらず、被用者保険
等保険者に係る補正前確定後期高齢者支援金総額を全ての被用
者保険等保険者に係る補正後加入者数の総数で除して得た額に
、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度にお
ける当該被用者保険等保険者に係る補正後加入者数及び確定後
期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
２ 前項の被用者保険等保険者に係る補正前確定後期高齢者支援
金総額は、当該各年度における全ての後期高齢者医療広域連合
の保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより
算定した当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数
で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定し
た当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者
の総数を乗じて得た額とする。
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則

者の総数を乗じて得た額とする。
附
（施行期日）
第一条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜
本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律（平
成二十四年法律第六十八号）附則第一条第二号に掲げる規定の施
行の日から施行する。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。
一～四 （略）
五 第三条中厚生年金保険法第十二条に一号を加える改正規定並
びに同法第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、第
八条中平成十六年国民年金等改正法附則第三条第三項を削る改
正規定、第十条中国家公務員共済組合法第二条第一項の改正規
定、第十五条中地方公務員等共済組合法第二条第一項の改正規
定、第十九条の二の規定、第二十五条中健康保険法第三条、第
四十一条第一項及び附則第五条の三の改正規定、第二十六条中
船員保険法第二条第九項第一号の改正規定並びに第二十七条か
ら第二十九条までの規定並びに次条第二項並びに附則第十六条
、第十七条、第四十五条、第四十六条、第五十一条から第五十
六条まで、第五十九条、第六十条及び第六十七条の規定 平成
二十八年十月一日

（削除）

附 則

（施行期日）
第一条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜
本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律（平
成二十四年法律第六十八号）附則第一条第二号に掲げる規定の施
行の日から施行する。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。
一～四 （略）
五 第三条中厚生年金保険法第十二条に一号を加える改正規定並
びに同法第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、第
八条中平成十六年国民年金等改正法附則第三条第三項を削る改
正規定、第十条中国家公務員共済組合法第二条第一項の改正規
定、第十五条中地方公務員等共済組合法第二条第一項の改正規
定、第十九条の二の規定、第二十五条中健康保険法第三条及び
第四十一条第一項の改正規定並びに同法附則第五条の三の次に
一条を加える改正規定、第二十六条中船員保険法第二条第九項
第一号の改正規定並びに第二十七条から第二十九条までの規定
並びに次条第二項並びに附則第十六条、第十七条、第四十五条
、第四十六条、第四十八条の二、第四十八条の三、第五十一条
から第五十六条まで、第五十九条、第六十条及び第六十七条の
規定 平成二十八年十月一日

（被用者保険等保険者に係る前期高齢者交付金及び後期高齢者支
援金の額の算定の特例に伴う経過措置）
第四十八条の二 平成二十八年度における第二十五条の規定による
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（削除）

（高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
第五十一条 平成二十七年度以前の年度の被用者保険等保険者（国
民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）附則第十条第一
項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。）に係る高
齢者の医療の確保に関する法律（以下「高齢者医療確保法」とい
う。）の規定による概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交
付金、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概
算後期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金については、なお
従前の例による。

第四十八条の三 平成二十八年度における第二十五条の規定による
改正後の健康保険法第百五十三条第二項の規定により補助する額
は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の
十二分の六に相当する額と同年度において第二十五条の規定によ
る改正後の健康保険法附則第五条の四の規定の適用がないものと
して第二十五条の規定による改正後の健康保険法第百五十三条第
二項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定される
こととなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。

改正後の健康保険法附則第五条の四の規定により読み替えられた
第二十五条の規定による改正後の健康保険法第百五十三条第一項
の規定により補助する額は、同項の規定にかかわらず、同項の規
定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度におい
て第二十五条の規定による改正後の健康保険法附則第五条の四の
規定の適用がないものとして第二十五条の規定による改正後の健
康保険法第百五十三条第一項の規定を適用するとしたならば同項
の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額
との合計額とする。

（高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
第五十一条 平成二十七年度以前の年度の被用者保険等保険者（国
民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）附則第十条第一
項に規定する被用者保険等保険者（健康保険法第百二十三条第一
項の規定による保険者としての全国健康保険協会を除く。）をい
う。以下附則第五十一条の七までにおいて同じ。）に係る高齢者
の医療の確保に関する法律（以下「高齢者医療確保法」という。
）の規定による概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金
、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後
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第五十一条の三 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢
者医療確保法の規定による確定前期高齢者交付金の額は、高齢者
医療確保法第三十五条第一項及び改正後高齢者医療確保法附則第
十三条の七第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定さ
れる額の十二分の六に相当する額と同年度において改正前高齢者
医療確保法附則第十三条の七の規定により算定されることとなる
額の十二分の六に相当する額との合計額とする。

第五十一条の二 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢
者医療確保法の規定による概算前期高齢者交付金の額は、高齢者
医療確保法第三十四条第一項及び第二十七条の規定による改正後
の高齢者医療確保法（以下「改正後高齢者医療確保法」という。
）附則第十三条の六第一項の規定にかかわらず、同項の規定によ
り算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において第二
十七条の規定による改正前の高齢者医療確保法（以下「改正前高
齢者医療確保法」という。）附則第十三条の六の規定により算定
されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする
。

第五十一条の四 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢
者医療確保法の規定による概算前期高齢者納付金の額は、改正後
高齢者医療確保法第三十八条第一項の規定にかかわらず、同項の
規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度にお
いて改正後高齢者医療確保法附則第十三条の八の規定の適用がな

第五十一条の三 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢
者医療確保法の規定による確定前期高齢者交付金の額は、改正後
高齢者医療確保法附則第十三条の七第一項の規定にかかわらず、
同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年
度において同条の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療
確保法第三十五条の規定を当該被用者保険等保険者に適用すると
したならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十
二分の六に相当する額との合計額とする。

第五十一条の二 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢
者医療確保法の規定による概算前期高齢者交付金の額は、第二十
七条の規定による改正後の高齢者医療確保法（以下「改正後高齢
者医療確保法」という。）附則第十三条の六第一項の規定にかか
わらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する
額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後高
齢者医療確保法第三十四条の規定を当該被用者保険等保険者に適
用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとな
る額の十二分の六に相当する額との合計額とする。

期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金については、なお従前
の例による。

第五十一条の四 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢
者医療確保法の規定による概算前期高齢者納付金の額は、高齢者
医療確保法第三十八条第一項及び改正後高齢者医療確保法附則第
十三条の八第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定
される額の十二分の六に相当する額と同年度において高齢者医療
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第五十一条の七 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢
者医療確保法の規定による確定後期高齢者支援金の額は、高齢者
医療確保法第百二十一条第一項及び改正後高齢者医療確保法附則
第十四条の十第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定

第五十一条の六 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢
者医療確保法の規定による概算後期高齢者支援金の額は、高齢者
医療確保法第百二十条第一項及び改正後高齢者医療確保法附則第
十四条の九第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定さ
れる額の十二分の六に相当する額と同年度において改正前高齢者
医療確保法附則第十四条の九第一項の規定により算定されること
となる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。

第五十一条の五 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢
者医療確保法の規定による確定前期高齢者納付金の額は、高齢者
医療確保法第三十九条第一項及び改正後高齢者医療確保法附則第
十三条の九第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定
される額の十二分の六に相当する額と同年度において高齢者医療
確保法第三十九条第一項及び改正前高齢者医療確保法附則第十三
条の九第一項の規定を適用するとしたならばこれらの規定により
算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額と
する。

確保法第三十八条第一項及び改正前高齢者医療確保法附則第十三
条の八第一項の規定を適用するとしたならばこれらの規定により
算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額と
する。

第五十一条の七 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢
者医療確保法の規定による確定後期高齢者支援金の額は、改正後
高齢者医療確保法附則第十四条の八第一項の規定にかかわらず、
同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年

第五十一条の六 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢
者医療確保法の規定による概算後期高齢者支援金の額は、改正後
高齢者医療確保法附則第十四条の七第一項の規定にかかわらず、
同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年
度において同条の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療
確保法第百二十条の規定を当該被用者保険等保険者に適用すると
したならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十
二分の六に相当する額との合計額とする。

第五十一条の五 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢
者医療確保法の規定による確定前期高齢者納付金の額は、改正後
高齢者医療確保法第三十九条第一項の規定にかかわらず、同項の
規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度にお
いて改正後高齢者医療確保法附則第十三条の九の規定の適用がな
いものとして改正後高齢者医療確保法第三十九条の規定を当該被
用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定によ
り算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額
とする。

いものとして改正後高齢者医療確保法第三十八条の規定を当該被
用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定によ
り算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額
とする。
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される額の十二分の六に相当する額と同年度において改正前高齢
者医療確保法附則第十四条の十第一項の規定により算定されるこ
ととなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。

第五十一条の九 平成二十八年度における健康保険法附則第五条及
び第二十五条の規定による改正後の健康保険法附則第五条の三の
規定により読み替えられた健康保険法第百五十三条第一項の規定
により補助する額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定によ
り算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において改正
前高齢者医療確保法附則第十三条の六及び第十三条の八の規定を
適用するとしたならば健康保険法附則第五条及び第二十五条の規
定による改正後の健康保険法附則第五条の三の規定により読み替
えられた健康保険法第百五十三条第一項の規定により算定される
こととなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第五十一条の十 平成二十八年度における第二十五条の規定による
改正後の健康保険法附則第五条の三の規定により読み替えて適用
される健康保険法附則第四条の四の規定により読み替えられた同
法附則第五条の規定により読み替えられた同法第百五十三条第二
項の規定により補助する額は、同項の規定にかかわらず、同項の
規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度にお
いて改正前高齢者医療確保法附則第十三条の六、第十三条の八及
び第十四条の九の規定を適用するとしたならば第二十五条の規定
による改正後の健康保険法附則第五条の三の規定により読み替え
て適用される健康保険法附則第四条の四の規定により読み替えら
れた同法附則第五条の規定により読み替えられた同法第百五十三
条第二項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相

度において同条の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療
確保法第百二十一条の規定を当該被用者保険等保険者に適用する
としたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の
十二分の六に相当する額との合計額とする。
（新設）

（新設）
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（介護保険法の一部改正に伴う経過措置）
第五十二条 平成二十七年度以前の年度の被用者保険等保険者（国
民健康保険法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者を
いう。以下同じ。）に係る介護保険法の規定による概算納付金及
び確定納付金については、なお従前の例による。

（介護保険法の一部改正に伴う経過措置）
第五十二条 平成二十七年度以前の年度の被用者保険等保険者に係
る介護保険法の規定による概算納付金及び確定納付金については
、なお従前の例による。

当する額との合計額とする。

（国民健康保険法の一部改正）
第五十九条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。

（国民健康保険法の一部改正）
第五十九条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。
附則第十六条中「附則第十三条の五の六」を「附則第十三条の
九の二」に改める。

附則第二十一条の三第一項中「平成二十八年度」を「平成二十
七年度」に、「第十四条の十」を「第十四条の八」に改め、同条
第四項を削る。

附則第二十一条の三第三項中「及び平成二十八年度の各年度」
を削り、同条に次の一項を加える。
４ 平成二十八年度における附則第二十一条第五項の規定の適用
については、同項中「第三十四条第三項に規定する概算調整対
象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「附則
第十三条の六第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額をい
う」と、「前々年度の概算調整対象基準額」とあるのは「前々
年度の概算調整対象基準額（同法附則第十三条の五の二第三号
及び第四号に掲げる額の合計額をいう。）」と、「第三十五条
第三項に規定する確定調整対象基準額」とあるのは「附則第十
三条の五の三第三号及び第四号に掲げる額の合計額」と、「と
きは、当該年度の概算調整対象基準額」とあるのは「ときは、
当該年度の概算調整対象基準額（同法附則第十三条の六第一項
第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。）」と、「概算
調整対象基準額と」とあるのは「概算調整対象基準額（同法附
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附則第二十一条の三の次に次の一条を加える。
第二十一条の四 平成二十八年度の概算療養給付費等拠出金の額
及び確定療養給付費等拠出金の額についての附則第二十一条第
三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項第二号中
「が負担する後期高齢者支援金」とあるのは「に係る後期高齢
者支援金（高齢者の医療の確保に関する法律附則第十四条の九
第一項第一号に規定する補正後概算加入者割後期高齢者支援金
額（以下この号において「補正後概算加入者割後期高齢者支援
金額」という。）をいう。ただし、平成二十六年度の概算後期
高齢者支援金の額（当該特定健康保険組合に同法附則第十四条
の五の規定の適用がないものとして同法第百二十条の規定を適
用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることと
なるものをいう。以下この号において同じ。）が同年度の確定
後期高齢者支援金の額（当該特定健康保険組合に同法附則第十
四条の六の規定の適用がないものとして同法第百二十一条の規
定を適用するとしたならば同条第一項の規定により算定される
こととなるものをいう。以下この号において同じ。）を超える
ときは、平成二十八年度の補正後概算加入者割後期高齢者支援
金額からその超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金
額（同法第百十九条第一項に規定する後期高齢者調整金額をい
う。以下この号において同じ。）との合計額を控除して得た額
とするものとし、平成二十六年度の概算後期高齢者支援金の額
が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たないときは、平成
二十八年度の補正後概算加入者割後期高齢者支援金額にその満
たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計

則第十三条の五の二第三号及び第四号に掲げる額の合計額をい
う。）と」とする。

附則第二十一条の三の次に次の二条を加える。
第二十一条の四 平成二十九年度における附則第二十一条第五項
の規定の適用については、同項中「第三十四条第三項に規定す
る概算調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあ
るのは「附則第十三条の六第一項第三号及び第四号に掲げる額
の合計額をいう」と、「前々年度の概算調整対象基準額」とあ
るのは「前々年度の概算調整対象基準額（同法第三十四条第三
項に規定する概算調整対象基準額をいう。）」と、「ときは、
当該年度の概算調整対象基準額」とあるのは「ときは、当該年
度の概算調整対象基準額（同法附則第十三条の六第一項第三号
及び第四号に掲げる額の合計額をいう。）」と、「概算調整対
象基準額と」とあるのは「概算調整対象基準額（同法第三十四
条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。）と」とする
。
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額を加算して得た額とする。次項第二号において同じ。）」と
、同条第四項第二号中「が負担した」とあるのは「に係る」と
する。
２ 平成二十八年度における附則第二十一条第五項の規定の適用
については、同項中「調整対象基準額は、当該年度」とあるの
は「調整対象基準額は、平成二十八年度」と、「第三十四条第
三項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この項におい
て同じ」とあるのは「附則第十三条の六第一項第三号及び第四
号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において「平成二十
八年度概算調整対象基準額」という」と、「ただし、当該年度
の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度」とあ
るのは「ただし、平成二十六年度の概算調整対象基準額（同法
附則第十三条の五の二第三号及び第四号に掲げる額の合計額を
いう。以下この項において「平成二十六年度概算調整対象基準
額」という。）が同年度」と、「第三十五条第三項に規定する
確定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とある
のは「附則第十三条の五の三第三号及び第四号に掲げる額の合
計額をいう。以下この項において「平成二十六年度確定調整対
象基準額」という」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基
準額」とあるのは「ときは、平成二十八年度概算調整対象基準
額」と、「当該年度の前々年度におけるすべての」とあるのは
「全ての」と、「概算調整対象基準額と確定調整対象基準額」
とあるのは「平成二十六年度概算調整対象基準額と平成二十六
年度確定調整対象基準額」と、「とし、当該年度の前々年度の
概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準
額」とあるのは「とし、平成二十六年度概算調整対象基準額が
平成二十六年度確定調整対象基準額」とする。

- 304 -

（国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置）
第六十条 平成二十八年度における前条の規定による改正後の国民
健康保険法（以下この条において「改正後国保法」という。）附
則第二十一条の四第一項の規定により読み替えられた改正後国保
法附則第二十一条第三項第二号及び第四項第二号に規定する後期
高齢者支援金は、同条第三項第二号の規定にかかわらず、それぞ
れ同号の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同
年度において改正後国保法附則第二十一条の四第一項の規定の適
用がないものとして前条の規定による改正前の国民健康保険法（
以下この項において「改正前国保法」という。）附則第二十一条
の三第一項の規定により読み替えられた改正前国保法附則第二十
一条第三項第二号の規定を適用するとしたならば同号の規定によ
り算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額
とする。
２ 平成二十八年度における改正後国保法附則第二十一条の四第二
項の規定により読み替えられた改正後国保法附則第二十一条第五
項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の六
第一項第三号及び第四号に掲げる額は、改正後国保法附則第二十
一条第五項の規定にかかわらず、改正後高齢者医療確保法附則第
十三条の六第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額の十二分

第二十一条の五 平成三十年度以後の各年度における附則第二十
一条第五項の規定の適用については、当分の間、同項中「第三
十四条第三項に規定する概算調整対象基準額」とあるのは「附
則第十三条の六第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額」
と、「第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額」とあ
るのは「附則第十三条の七第一項第三号及び第四号に掲げる額
の合計額」とする。

（国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置）
第六十条 平成二十八年度における前条の規定による改正後の国民
健康保険法（以下この条において「改正後国保法」という。）附
則第二十一条の三第四項の規定により読み替えられた改正後国保
法附則第二十一条第五項に規定する調整対象基準額は、同項の規
定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に
相当する額と同年度において改正後国保法附則第二十一条の三第
四項の規定の適用がないものとして前条の規定による改正前の国
民健康保険法（以下この条において「改正前国保法」という。）
附則第二十一条の三第三項の規定により読み替えられた改正前国
保法附則第二十一条第五項の規定を適用するとしたならば同項の
規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額と
の合計額とする。
（新設）
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削除

の六に相当する額と同年度における改正前高齢者医療確保法附則
第十三条の六第三号及び第四号に掲げる額の合計額の十二分の六
に相当する額との合計額とする。

第六十七条

（介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正す
る法律の一部改正）
第六十七条 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部
を改正する法律（平成二十三年法律第七十二号）の一部を次のよ
うに改正する。
附則第三十五条中「（以下「新高齢者医療確保法」という。）
」を削る。
附則第三十六条中「新高齢者医療確保法附則第十三条の六」を
「高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の十」に改める
。
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正

案

則

現

行

（傍線の部分は改正部分）

○ 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十二号）
（抄）（附則第六十三条関係）
【平成二十九年四月一日施行】

改

附

（高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
第五十一条 平成二十七年度以前の年度の被用者保険等保険者（国
民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）附則第十条第一
項に規定する被用者保険等保険者（健康保険法第百二十三条第一
項の規定による保険者としての全国健康保険協会を除く。）をい
う。以下附則第五十一条の七までにおいて同じ。）に係る高齢者
の医療の確保に関する法律（以下「高齢者医療確保法」という。
）の規定による概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金
、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後
期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金については、なお従前
の例による。

則

（高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
第五十一条 平成二十七年度以前の年度の被用者保険等保険者（持
続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部
を改正する法律（平成二十七年法律第
号。以下「国保法等
一部改正法」という。）第三条の規定による改正前の国民健康保
険法（昭和三十三年法律第百九十二号）附則第十条第一項に規定
する被用者保険等保険者（健康保険法第百二十三条第一項の規定
による保険者としての全国健康保険協会を除く。）をいう。以下
附則第五十一条の七までにおいて同じ。）に係る高齢者の医療の
確保に関する法律（以下「高齢者医療確保法」という。）の規定
による概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金、概算前
期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者
支援金及び確定後期高齢者支援金については、なお従前の例によ
る。

第五十一条の三 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢
者医療確保法の規定による確定前期高齢者交付金の額は、高齢者
医療確保法第三十五条第一項及び改正後高齢者医療確保法附則第
十三条の七第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定さ

附

第五十一条の三 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢
者医療確保法の規定による確定前期高齢者交付金の額は、高齢者
医療確保法第三十五条第一項及び附則第十三条の四第一項の規定
にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相
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（介護保険法の一部改正に伴う経過措置）
第五十二条 平成二十七年度以前の年度の被用者保険等保険者（国
保法等一部改正法第三条の規定による改正前の国民健康保険法附
則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ
。）に係る介護保険法の規定による概算納付金及び確定納付金に

第五十一条の七 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢
者医療確保法の規定による確定後期高齢者支援金の額は、高齢者
医療確保法第百二十一条第一項第一号及び附則第十四条の三第一
項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分
の六に相当する額と同年度において改正前高齢者医療確保法附則
第十四条の十第一項の規定により算定されることとなる額の十二
分の六に相当する額との合計額とする。

第五十一条の五 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢
者医療確保法の規定による確定前期高齢者納付金の額は、高齢者
医療確保法第三十九条第一項及び附則第十三条の五第一項の規定
にかかわらず、これらの規定により算定される額の十二分の六に
相当する額と同年度において国保法等一部改正法第十条の規定に
よる改正前の高齢者医療確保法（附則第六十条第二項において「
平成二十九年改正前高齢者医療確保法」という。）第三十九条第
一項及び附則第十三条の九第一項の規定を適用するとしたならば
これらの規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当
する額との合計額とする。

当する額と同年度において改正前高齢者医療確保法附則第十三条
の七の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当す
る額との合計額とする。

（介護保険法の一部改正に伴う経過措置）
第五十二条 平成二十七年度以前の年度の被用者保険等保険者（国
民健康保険法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者を
いう。以下同じ。）に係る介護保険法の規定による概算納付金及
び確定納付金については、なお従前の例による。

第五十一条の七 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢
者医療確保法の規定による確定後期高齢者支援金の額は、高齢者
医療確保法第百二十一条第一項及び改正後高齢者医療確保法附則
第十四条の十第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定
される額の十二分の六に相当する額と同年度において改正前高齢
者医療確保法附則第十四条の十第一項の規定により算定されるこ
ととなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。

第五十一条の五 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢
者医療確保法の規定による確定前期高齢者納付金の額は、高齢者
医療確保法第三十九条第一項及び改正後高齢者医療確保法附則第
十三条の九第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定
される額の十二分の六に相当する額と同年度において高齢者医療
確保法第三十九条第一項及び改正前高齢者医療確保法附則第十三
条の九第一項の規定を適用するとしたならばこれらの規定により
算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額と
する。

れる額の十二分の六に相当する額と同年度において改正前高齢者
医療確保法附則第十三条の七の規定により算定されることとなる
額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
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ついては、なお従前の例による。
（国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置）
第六十条 平成二十八年度における国民健康保険法附則第二十一条
の三第一項の規定により読み替えられた同法附則第二十一条第三
項第二号及び第四項第二号に規定する後期高齢者支援金は、同条
第三項第二号の規定にかかわらず、それぞれ同号の規定により算
定される額の十二分の六に相当する額と同年度において同法附則
第二十一条の三第一項の規定の適用がないものとして前条の規定
による改正前の国民健康保険法（以下この項において「改正前国
保法」という。）附則第二十一条の三第一項の規定により読み替
えられた改正前国保法附則第二十一条第三項第二号の規定を適用
するとしたならば同号の規定により算定されることとなる額の十
二分の六に相当する額との合計額とする。

２ 平成二十八年度における国民健康保険法附則第二十一条の三第
二項の規定により読み替えられた同法附則第二十一条第五項に規
定する高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の六第一項
第三号及び第四号に掲げる額は、国民健康保険法附則第二十一条
第五項の規定にかかわらず、平成二十九年改正前高齢者医療確保
法附則第十三条の六第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額
の十二分の六に相当する額と同年度における改正前高齢者医療確
保法附則第十三条の六第三号及び第四号に掲げる額の合計額の十
二分の六に相当する額との合計額とする。

（国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置）
第六十条 平成二十八年度における前条の規定による改正後の国民
健康保険法（以下この条において「改正後国保法」という。）附
則第二十一条の四第一項の規定により読み替えられた改正後国保
法附則第二十一条第三項第二号及び第四項第二号に規定する後期
高齢者支援金は、同条第三項第二号の規定にかかわらず、それぞ
れ同号の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同
年度において改正後国保法附則第二十一条の四第一項の規定の適
用がないものとして前条の規定による改正前の国民健康保険法（
以下この項において「改正前国保法」という。）附則第二十一条
の三第一項の規定により読み替えられた改正前国保法附則第二十
一条第三項第二号の規定を適用するとしたならば同号の規定によ
り算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額
とする。
２ 平成二十八年度における改正後国保法附則第二十一条の四第二
項の規定により読み替えられた改正後国保法附則第二十一条第五
項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の六
第一項第三号及び第四号に掲げる額は、改正後国保法附則第二十
一条第五項の規定にかかわらず、改正後高齢者医療確保法附則第
十三条の六第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額の十二分
の六に相当する額と同年度における改正前高齢者医療確保法附則
第十三条の六第三号及び第四号に掲げる額の合計額の十二分の六
に相当する額との合計額とする。
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（傍線の部分は改正部分）

○ 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十三号）（抄）（附則第
六十四条関係）
【平成二十八年四月一日施行】

附
（障害共済年金が支給される者の特例）
第四十二条 前条第一項の規定により障害共済年金が支給される者
又は附則第六十五条第一項の規定により障害共済年金が支給され
る者に係る国家公務員共済組合法第六十六条の規定の適用につい
ては、同条第六項中「による障害厚生年金」とあるのは「による
障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年
金保険法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十三号
）附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金（以下この項
及び第九項において「国家公務員障害共済年金」という。）若し
くは同法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金（以下
この項及び第九項において「地方公務員障害共済年金」という。
）」と、「できる障害厚生年金」とあるのは「できる障害厚生年
金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金
」と、「当該障害厚生年金」とあるのは「当該障害厚生年金又は
国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、
同条第九項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金、国家
公務員障害共済年金、地方公務員障害共済年金」とする。

（障害共済年金が支給される者の特例）
第四十二条 前条第一項の規定により障害共済年金が支給される者
又は附則第六十五条第一項の規定により障害共済年金が支給され
る者に係る第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第
六十六条の規定の適用については、同条第四項中「による障害厚
生年金」とあるのは「による障害厚生年金又は被用者年金制度の
一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（
平成二十四年法律第六十三号）附則第四十一条第一項の規定によ
る障害共済年金（以下この項及び第七項において「国家公務員障
害共済年金」という。）若しくは同法附則第六十五条第一項の規
定による障害共済年金（以下この項及び第七項において「地方公
務員障害共済年金」という。）」と、「できる障害厚生年金」と
あるのは「できる障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若し
くは地方公務員障害共済年金」と、「当該障害厚生年金」とある
のは「当該障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地
方公務員障害共済年金」と、同条第七項中「障害厚生年金」とあ
るのは「障害厚生年金、国家公務員障害共済年金、地方公務員障
害共済年金」とする。
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（障害共済年金が支給される者の特例）
第六十六条 前条第一項の規定により障害共済年金が支給される者
又は附則第四十一条第一項の規定により障害共済年金が支給され
る者に係る地方公務員等共済組合法第六十八条の規定の適用につ
いては、同条第六項中「同じ。）」とあるのは「同じ。）又は被
用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を
改正する法律（平成二十四年法律第六十三号）附則第六十五条第
一項の規定による障害共済年金（以下この項及び第九項において
「地方公務員障害共済年金」という。）若しくは同法附則第四十
一条第一項の規定による障害共済年金（以下この項及び第九項に
おいて「国家公務員障害共済年金」という。）」と、「できる障
害厚生年金」とあるのは「できる障害厚生年金又は地方公務員障
害共済年金若しくは国家公務員障害共済年金」と、「当該障害厚

（審査請求等に関する経過措置）
第五十三条 施行日前に改正前地共済法第百十七条第一項の規定に
基づき改正前地共済法第百十八条第一項の規定により指定都市職
員共済組合に置かれた地方公務員共済組合審査会（以下この条に
おいて「指定都市職員共済組合の審査会」という。）に対してさ
れた審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものは
第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法（以下この
条及び附則第六十七条において「改正後地共済法」という。）第
百十七条第一項の規定に基づき改正後地共済法第百十八条第一項
の規定により市町村連合会に置かれる地方公務員共済組合審査会
（以下この条において「市町村連合会の審査会」という。）に対
してされた審査請求と、施行日前に指定都市職員共済組合の審査
会において行われた裁決は市町村連合会の審査会において行われ
た裁決とみなす。

（障害共済年金が支給される者の特例）
第六十六条 前条第一項の規定により障害共済年金が支給される者
又は附則第四十一条第一項の規定により障害共済年金が支給され
る者に係る改正後地共済法第六十八条の規定の適用については、
同条第四項中「同じ。）」とあるのは「同じ。）又は被用者年金
制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する
法律（平成二十四年法律第六十三号）附則第六十五条第一項の規
定による障害共済年金（以下この項及び第七項において「地方公
務員障害共済年金」という。）若しくは同法附則第四十一条第一
項の規定による障害共済年金（以下この項及び第七項において「
国家公務員障害共済年金」という。）」と、「できる障害厚生年
金」とあるのは「できる障害厚生年金又は地方公務員障害共済年
金若しくは国家公務員障害共済年金」と、「当該障害厚生年金」

（審査請求等に関する経過措置）
第五十三条 施行日前に改正前地共済法第百十七条第一項の規定に
基づき改正前地共済法第百十八条第一項の規定により指定都市職
員共済組合に置かれた地方公務員共済組合審査会（以下この条に
おいて「指定都市職員共済組合の審査会」という。）に対してさ
れた審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものは
第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法（以下この
条並びに附則第六十六条及び第六十七条において「改正後地共済
法」という。）第百十七条第一項の規定に基づき改正後地共済法
第百十八条第一項の規定により市町村連合会に置かれる地方公務
員共済組合審査会（以下この条において「市町村連合会の審査会
」という。）に対してされた審査請求と、施行日前に指定都市職
員共済組合の審査会において行われた裁決は市町村連合会の審査
会において行われた裁決とみなす。
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生年金」とあるのは「当該障害厚生年金又は地方公務員障害共済
年金若しくは国家公務員障害共済年金」と、同条第九項中「障害
厚生年金」とあるのは「障害厚生年金、地方公務員障害共済年金
、国家公務員障害共済年金」とする。

とあるのは「当該障害厚生年金又は地方公務員障害共済年金若し
くは国家公務員障害共済年金」と、同条第七項中「障害厚生年金
」とあるのは「障害厚生年金、地方公務員障害共済年金、国家公
務員障害共済年金」とする。
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正

（略）

案

現
別表第一（第九条関係）

（略

一～三十 （略）
（新設）

三十一～九十八
）

（略）

（略）

行

（傍線の部分は改正部分）

○ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）（抄）（附則第六十五
条関係）
【平成三十年四月一日施行】

改
別表第一（第九条関係）
一～三十 （略）
三十の二
事

都道府県知 国民健康保険法による国民健康保険
保険給付費等交付金の交付に関する
事務であって主務省令で定めるもの

三十一～九十八 （略 （略）
）
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正

案

（傍線の部分は改正部分）

行

（医療制度）
第四条 （略）
２～６ （略）
７ 政府は、持続可能な医療保険制度等を構築するため、次に掲げ
る事項その他必要な事項について検討を加え、その結果に基づい
て必要な措置を講ずるものとする。
一 （略）
二 医療保険の保険料に係る国民の負担に関する公平の確保につ
いての次に掲げる事項
イ （略）
ロ 被用者保険等保険者（国民健康保険法附則第十条第一項に
規定する被用者保険等保険者（健康保険法（大正十一年法律
第七十号）第百二十三条第一項の規定による保険者としての
全国健康保険協会を除く。）をいう。以下このロ及び次条第
四項において同じ。）に係る高齢者医療確保法第百十八条第
一項に規定する後期高齢者支援金の額の全てを当該被用者保
険等保険者の標準報酬総額（国民健康保険法附則第十二条第
一項に規定する標準報酬総額をいう。次条第四項において同
じ。）に応じた負担とすること。

現

○ 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律（平成二十五年法律第百十二号）（抄）（附則第六十六条関
係）
【平成二十九年四月一日施行】

改
（医療制度）
第四条 （略）
２～６ （略）
７ 政府は、持続可能な医療保険制度等を構築するため、次に掲げ
る事項その他必要な事項について検討を加え、その結果に基づい
て必要な措置を講ずるものとする。
一 （略）
二 医療保険の保険料に係る国民の負担に関する公平の確保につ
いての次に掲げる事項
イ （略）
ロ 被用者保険等保険者（持続可能な医療保険制度を構築する
ための国民健康保険法等の一部を改正する法律（平成二十七
年法律第
号）第三条の規定による改正前の国民健康保
険法（以下このロにおいて「改正前国保法」という。）附則
第十条第一項に規定する被用者保険等保険者（健康保険法（
大正十一年法律第七十号）第百二十三条第一項の規定による
保険者としての全国健康保険協会を除く。）をいう。以下こ
のロ及び次条第四項において同じ。）に係る高齢者医療確保
法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金の額の全て
を当該被用者保険等保険者の標準報酬総額（改正前国保法附
則第十二条第一項に規定する標準報酬総額をいう。次条第四
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三
８～

項において同じ。）に応じた負担とすること。
ハ・ニ （略）
（略）
（略）
11

ハ・ニ （略）
三 （略）
８～
（略）
11
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正

案

則

（傍線の部分は改正部分）

行

（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれ
か遅い日から施行する。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。
一～五 （略）
六 第六条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）、第十一条
の規定、第十五条中国民健康保険法第五十五条第一項の改正規
定、同法第百十六条の二第一項第六号の改正規定（「同法第八
条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。）
及び同法附則第五条の二第一項の改正規定、第十六条中老人福
祉法第五条の二第三項の改正規定（「居宅介護サービス費、」
の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。

附

（高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正）
第十八条 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第
八十号）の一部を次のように改正する。
（略）
附則第十三条の六第一項中「第八条第二十一項」を「第八条第
二十二項」に改める。

現

○ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成二十六年法律第八十三号）（抄）
（附則第六十七条関係）
【公布日施行】

改

則

（高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正）
第十八条 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第
八十号）の一部を次のように改正する。
（略）
附則第十三条の十一第一項中「第八条第二十一項」を「第八条
第二十二項」に改める。
附

（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれ
か遅い日から施行する。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。
一～五 （略）
六 第六条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）、第十一条
の規定、第十五条中国民健康保険法第五十五条第一項の改正規
定、同法第百十六条の二第一項第六号の改正規定（「同法第八
条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。）
及び同法附則第五条の二第一項の改正規定、第十六条中老人福
祉法第五条の二第三項の改正規定（「居宅介護サービス費、」
の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。
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七

）、同条第七項の改正規定、同法第十条の四第一項第二号の改
正規定（「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護
」を加える部分に限る。）、同法第二十条の二の二の改正規定
（「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若し
くは」を加える部分に限る。）及び同法第二十条の八第四項の
改正規定（「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着
型通所介護」を加える部分に限る。）、第十八条中高齢者の医
療の確保に関する法律第五十五条第一項第五号の改正規定（「
同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に
限る。）並びに同法附則第二条及び第十三条の十一第一項の改
正規定並びに第二十二条の規定並びに附則第二十条（第一項た
だし書を除く。）、第二十一条、第四十二条、第四十三条並び
に第四十九条の規定、附則第五十条中国有財産特別措置法（昭
和二十七年法律第二百十九号）第二条第二項第四号ロの改正規
定（「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは
」を加える部分に限る。）、附則第五十二条中登録免許税法（
昭和四十二年法律第三十五号）別表第三の二十四の項の改正規
定、附則第五十五条及び第五十六条の規定、附則第五十九条の
規定（第三号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第六十条
の規定 平成二十八年四月一日までの間において政令で定める
日
（略）

（略）

）、同条第七項の改正規定、同法第十条の四第一項第二号の改
正規定（「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護
」を加える部分に限る。）、同法第二十条の二の二の改正規定
（「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若し
くは」を加える部分に限る。）及び同法第二十条の八第四項の
改正規定（「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着
型通所介護」を加える部分に限る。）、第十八条中高齢者の医
療の確保に関する法律第五十五条第一項第五号の改正規定（「
同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に
限る。）並びに同法附則第二条及び第十三条の六第一項の改正
規定並びに第二十二条の規定並びに附則第二十条（第一項ただ
し書を除く。）、第二十一条、第四十二条、第四十三条並びに
第四十九条の規定、附則第五十条中国有財産特別措置法（昭和
二十七年法律第二百十九号）第二条第二項第四号ロの改正規定
（「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」
を加える部分に限る。）、附則第五十二条中登録免許税法（昭
和四十二年法律第三十五号）別表第三の二十四の項の改正規定
、附則第五十五条及び第五十六条の規定、附則第五十九条の規
定（第三号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第六十条の
規定 平成二十八年四月一日までの間において政令で定める日
七
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