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三十二
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○

正

案

４

︵略︶

現

︵傍線部分は改正部分︶

行

︵行政機関の設置︑廃止︑任務及び所掌事務︶
第三条 ︵略︶
２ ︵略︶
３ 省は︑内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関
として置かれるものとし︑委員会及び庁は︑省に︑そ
の外局として置かれるものとする︒

国家行政組織法︵昭和二十三年法律第百二十号︶︵第一条関係︶

改
︵行政機関の設置︑廃止︑任務及び所掌事務︶
第三条 ︵略︶
２ ︵略︶
３ 省は︑内閣の統轄の下に第五条第一項の規定により
各省大臣の分担管理する行政事務及び同条第二項の規
定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機
関として置かれるものとし︑委員会及び庁は︑省に︑
その外局として置かれるものとする︒
︵略︶
４

︵行政機関の長︶
︵行政機関の長︶
第五条 ︵略︶
第五条 ︵略︶
２ 各省大臣は︑前項の規定により行政事務を分担管理 ︵新設︶
するほか︑それぞれ︑その分担管理する行政事務に係
る各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策につい
て︑当該重要政策に関して閣議において決定された基
本的な方針に基づいて︑行政各部の施策の統一を図る
ために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関す
る事務を掌理する︒
３ 各省大臣は︑国務大臣のうちから︑内閣総理大臣が ２ 各省大臣は︑国務大臣の中から︑内閣総理大臣がこ
命ずる︒ただし︑内閣総理大臣が自ら当たることを妨
れを命ずる︒但し︑内閣総理大臣が︑自らこれに当る
げない︒
ことを妨げない︒

第十五条 各省大臣︑各委員会及び各庁の長官は︑その 第十五条 各省大臣︑各委員会及び各庁の長官は︑その
機関の任務︵各省にあつては︑各省大臣が主任の大臣
機関の任務を遂行するため政策について行政機関相互

1

として分担管理する行政事務に係るものに限る︒︶を
遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る
必要があると認めるときは︑その必要性を明らかにし
た上で︑関係行政機関の長に対し︑必要な資料の提出
及び説明を求め︑並びに当該関係行政機関の政策に関
し意見を述べることができる︒

の調整を図る必要があると認めるときは︑その必要性
を明らかにした上で︑関係行政機関の長に対し︑必要
な資料の提出及び説明を求め︑並びに当該関係行政機
関の政策に関し意見を述べることができる︒

第十五条の二 各省大臣は︑第五条第二項に規定する事 ︵新設︶
務の遂行のため必要があると認めるときは︑関係行政
機関の長に対し︑必要な資料の提出及び説明を求める
ことができる︒
２ 各省大臣は︑第五条第二項に規定する事務の遂行の
ため特に必要があると認めるときは︑関係行政機関の
長に対し︑勧告することができる︒
３ 各省大臣は︑前項の規定により関係行政機関の長に
対し勧告したときは︑当該関係行政機関の長に対し︑
その勧告に基づいてとつた措置について報告を求める
ことができる︒
４ 各省大臣は︑第二項の規定により勧告した事項に関
し特に必要があると認めるときは︑内閣総理大臣に対
し︑当該事項について内閣法第六条の規定による措置
がとられるよう意見を具申することができる︒

2

○

正

案

内閣府設置法︵平成十一年法律第八十九号︶︵第二条関係︶

改

現

︵傍線部分は改正部分︶

行

︵所掌事務︶
︵所掌事務︶
第四条 ︵略︶
第四条 ︵略︶
一・二 ︵略︶
一・二 ︵略︶
三 経済に関する重要な政策︵経済全般の見地から行
三 経済に関する重要な政策︵経済全般の見地から行
う財政に関する重要な政策を含む︒︶に関する事項
う財政に関する重要な政策を含む︒︶に関する事項
︵次号から第十一号までに掲げるものを除く︒︶
︵次号に掲げるものを除く︒︶
四 中心市街地の活性化︵中心市街地の活性化に関す
︵新設︶
る法律︵平成十年法律第九十二号︶第一条に規定す
るものをいう︒︶の総合的かつ一体的な推進を図る
ための基本的な政策に関する事項
五 都市の再生︵都市再生特別措置法︵平成十四年法
︵新設︶
律第二十二号︶第一条に規定するものをいう︒︶及
びこれと併せた都市の防災に関する機能の確保を図
るための基本的な政策に関する事項
六 知的財産︵知的財産基本法︵平成十四年法律第百
︵新設︶
二十二号︶第二条第一項に規定するものをいう︒︶
の創造︑保護及び活用の推進を図るための基本的な
政策に関する事項
七 構造改革特別区域︵構造改革特別区域法︵平成十
︵新設︶
四年法律第百八十九号︶第二条第一項に規定するも
のをいう︒︶における経済社会の構造改革の推進及
び地域の活性化を図るための基本的な政策に関する
事項
地域再生︵地域再生法︵平成十七年法律第二十四
︵新設︶
号︶第一条に規定するものをいう︒︶の総合的かつ
八

3

２

効果的な推進を図るための基本的な政策に関する事
項
九 道州制特別区域︵道州制特別区域における広域行
︵新設︶
政の推進に関する法律︵平成十八年法律第百十六号
︶第二条第一項に規定するものをいう︒︶における
広域行政︵同条第二項に規定するものをいう︒︶の
推進を図るための基本的な政策に関する事項
十 総合特別区域︵総合特別区域法︵平成二十三年法
︵新設︶
律第八十一号︶第二条第一項に規定するものをいう
︒第三項第三号の五において同じ︒︶における産業
の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進を図る
ための基本的な政策に関する事項
十一 国家戦略特別区域︵国家戦略特別区域法︵平成
三の二 国家戦略特別区域︵国家戦略特別区域法︵平
二十五年法律第百七号︶第二条第一項に規定するも
成二十五年法律第百七号︶第二条第一項に規定する
のをいう︒第三項第三号の六において同じ︒︶にお
国家戦略特別区域をいう︒第三項第三号の七におい
ける産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動
て同じ︒︶における産業の国際競争力の強化及び国
の拠点の形成の推進を図るための基本的な政策に関
際的な経済活動の拠点の形成の推進を図るための基
する事項
本的な政策に関する事項
十二 ︵略︶
三の三 ︵略
十三〜十五 ︵略︶
四〜六 ︵略︶
十六 ︵略︶
六の二 ︵略︶
十七 ︵略︶
六の三 ︵略︶
十八〜二十八 ︵略︶
七〜十七 ︵略︶
︵削る︶
十八 食育の推進を図るための基本的な政策に関する
事項
二十九 ︵略︶
十九 ︵略︶
三十 海洋に関する施策の総合的かつ計画的な推進を
︵新設︶
図るための基本的な政策に関する事項
前項に定めるもののほか︑内閣府は︑前条第一項の ２ 前項に定めるもののほか︑内閣府は︑前条第一項の
任務を達成するため︑内閣総理大臣を長とし︑前項に
任務を達成するため︑高齢化の進展への対処︑障害者

4
)

規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を
の自立と社会参加の促進︑交通安全の確保︑犯罪被害
助けることがふさわしい内閣の重要政策について︑当
者等の権利利益の保護︑自殺対策の推進及び子どもの
該重要政策に関して閣議において決定された基本的な
貧困対策の推進に関する政策その他の内閣の重要政策
方針に基づいて︑行政各部の施策の統一を図るために
に関して閣議において決定された基本的な方針に基づ
必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務
いて︑当該重要政策に関し行政各部の施策の統一を図
をつかさどる︒
るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関
する事務をつかさどる︒
３ 前二項に定めるもののほか︑内閣府は︑前条第二項 ３ 前二項に定めるもののほか︑内閣府は︑前条第二項
の任務を達成するため︑次に掲げる事務をつかさどる
の任務を達成するため︑次に掲げる事務をつかさどる
︒
︒
一・二 ︵略︶
一・二 ︵略︶
二の二 中心市街地の活性化に関する法律第九条第一
︵新設︶
項に規定する基本計画の認定に関すること︒
三 ︵略︶
三の二 構造改革特別区域法第四条第一項に規定する
構造改革特別区域計画の認定に関すること︒
三の三 地域再生法第五条第一項に規定する地域再生
計画の認定に関すること︑同法第十三条第一項の交
付金を充てて行う事業に関する関係行政機関の経費
の配分計画に関すること︑同法第十四条第一項に規
定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域
再生支援利子補給金の支給に関すること並びに同法
第十五条第一項に規定する指定金融機関の指定及び
同項に規定する利子補給金の支給に関すること︒
︵削る︶

三 ︵略︶
三の二 構造改革特別区域法︵平成十四年法律第百八
十九号︶第四条第一項に規定する構造改革特別区域
計画の認定に関すること︒
三の三 地域再生法︵平成十七年法律第二十四号︶第
五条第一項に規定する地域再生計画の認定に関する
こと︑同法第十三条第一項の交付金を充てて行う事
業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する
こと︑同法第十四条第一項に規定する指定金融機関
の指定及び同項に規定する地域再生支援利子補給金
の支給に関すること並びに同法第十五条第一項に規
定する指定金融機関の指定及び同項に規定する利子
補給金の支給に関すること︒
三の四 競争の導入による公共サービスの改革に関す
る法律︵平成十八年法律第五十一号︶第七条第一項
に規定する公共サービス改革基本方針の策定並びに
官民競争入札及び民間競争入札の実施の監理に関す
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三の四 道州制特別区域における広域行政の推進に関
する法律第七条第一項に規定する道州制特別区域計
画に関すること︒
三の五 総合特別区域法第八条第一項に規定する国際
戦略総合特別区域の指定に関すること︑同法第十二
条第一項に規定する国際戦略総合特別区域計画の認
定に関すること︑同法第二十八条第一項に規定する
指定金融機関の指定及び同項に規定する国際戦略総
合特区支援利子補給金の支給に関すること︑同法第
三十一条第一項に規定する地域活性化総合特別区域
の指定に関すること︑同法第三十五条第一項に規定
する地域活性化総合特別区域計画の認定に関するこ
と︑同法第五十六条第一項に規定する指定金融機関
の指定及び同項に規定する地域活性化総合特区支援
利子補給金の支給に関すること並びに総合特別区域
における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化
に関する関係行政機関の事務の調整に関すること︒

三の六 国家戦略特別区域の指定に関すること︑国家
戦略特別区域法第八条第一項に規定する区域計画に
関すること︑同法第二十八条第一項に規定する指定
金融機関の指定及び同項に規定する国家戦略特区支
援利子補給金の支給に関すること並びに国家戦略特
別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的
な経済活動の拠点の形成に関する関係行政機関の事
務の調整に関すること︒
四〜六 ︵略︶
六の二 第一項第十二号の改革を推進するための基本

ること︒
三の五 道州制特別区域における広域行政の推進に関
する法律︵平成十八年法律第百十六号︶第七条第一
項に規定する道州制特別区域計画に関すること︒
三の六 総合特別区域法︵平成二十三年法律第八十一
号︶第八条第一項に規定する国際戦略総合特別区域
の指定に関すること︑同法第十二条第一項に規定す
る国際戦略総合特別区域計画の認定に関すること︑
同法第二十八条第一項に規定する指定金融機関の指
定及び同項に規定する国際戦略総合特区支援利子補
給金の支給に関すること︑同法第三十一条第一項に
規定する地域活性化総合特別区域の指定に関するこ
と︑同法第三十五条第一項に規定する地域活性化総
合特別区域計画の認定に関すること︑同法第五十六
条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に
規定する地域活性化総合特区支援利子補給金の支給
に関すること並びに総合特別区域︵同法第二条第一
項に規定する総合特別区域をいう︒︶における産業
の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する関係
行政機関の事務の調整に関すること︒
三の七 国家戦略特別区域の指定に関すること︑国家
戦略特別区域法第八条第一項に規定する区域計画に
関すること︑同法第二十八条第一項に規定する指定
金融機関の指定及び同項に規定する国家戦略特区支
援利子補給金の支給に関すること並びに国家戦略特
別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的
な経済活動の拠点の形成に関する関係行政機関の事
務の調整に関すること︒
四〜六 ︵略︶
六の二 第一項第三号の三の改革を推進するための基
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︵略︶

的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要
な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること︒
七〜二十七の二 ︵略︶
︵削る︶

二十七の三〜二十七の五
二十八〜四十五 ︵略︶
︵削る︶

︵削る︶

︵略︶

︵略︶

四十六・四十六の二 ︵略︶
四十七〜五十 ︵略︶
︵削る︶
五十一・五十二
五十三 ︵略︶
︵削る︶

五十四 ︵略︶
︵削る︶

五十四の二〜五十四の四
五十五〜五十八 ︵略︶

本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必
要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること︒
七〜二十七の二 ︵略︶
二十七の三 食育推進基本計画︵食育基本法︵平成十
七年法律第六十三号︶第十六条第一項に規定するも
のをいう︒︶の作成及び推進に関すること︒
二十七の四〜二十七の六 ︵略︶
二十八〜四十五 ︵略︶
四十六 犯罪被害者等基本計画︵犯罪被害者等基本法
︵平成十六年法律第百六十一号︶第八条第一項に規
定するものをいう︒︶の作成及び推進に関すること
︒
四十六の二 自殺対策の大綱︵自殺対策基本法︵平成
十八年法律第八十五号︶第八条に規定するものをい
う︒︶の作成及び推進に関すること︒
四十六の三・四十六の四 ︵略︶
四十七〜五十 ︵略︶
五十の二 統計及び統計制度に関する重要事項に係る
関係行政機関の事務の連絡調整に関すること︒
五十一・五十二 ︵略︶
五十二の二 ︵略︶
五十三 情報公開・個人情報保護審査会設置法︵平成
十五年法律第六十号︶第二条に規定する調査審議に
関すること︒
五十四 ︵略︶
五十四の二 中心市街地の活性化に関する法律︵平成
十年法律第九十二号︶第九条第一項に規定する基本
計画の認定に関すること︒
五十四の三〜五十四の五 ︵略︶
五十五〜五十八 ︵略︶
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五十九 警察法︵昭和二十九年法律第百六十二号︶第
五条第四項及び第五項に規定する事務
五十九の二 ︵略︶
六十 金融庁設置法︵平成十年法律第百三十号︶第四
条第一項に規定する事務
六十一 消費者庁及び消費者委員会設置法︵平成二十
一年法律第四十八号︶第四条第一項及び第六条第二
項に規定する事務
六十二 ︵略︶

五十九 警察法︵昭和二十九年法律第百六十二号︶第
五条第二項及び第三項に規定する事務
五十九の二 ︵略︶
六十 金融庁設置法︵平成十年法律第百三十号︶第四
条に規定する事務
六十一 消費者庁及び消費者委員会設置法︵平成二十
一年法律第四十八号︶第四条及び第六条第二項に規
定する事務
六十二 ︵略︶

第十条 第四条第一項第二十二号から第二十四号まで及 第十条 第四条第一項第十一号から第十三号まで及び第
び第三項第十八号から第二十六号までに掲げる事務に
三項第十八号から第二十六号までに掲げる事務につい
ついては︑前条第一項の規定により特命担当大臣を置
ては︑前条第一項の規定により特命担当大臣を置き︑
き︑当該事務を掌理させるものとする︒
当該事務を掌理させるものとする︒

第十一条 第四条第一項第二十六号に掲げる事務︑同条 第十一条 第四条第一項第十五号及び第三項第六十号に
第二項に規定する事務︵金融庁設置法第四条第二項の
掲げる事務については︑第九条第一項の規定により特
規定により金融庁の所掌に属するものに限る︒︶及び
命担当大臣を置き︑当該事務を掌理させるものとする
第四条第三項第六十号に掲げる事務については︑第九
︒
条第一項の規定により特命担当大臣を置き当該事務を
掌理させるものとする︒

第十一条の二 第四条第一項第二十七号及び第二十八号 第十一条の二 第四条第一項第十六号及び第十七号並び
に掲げる事務︑同条第二項に規定する事務︵消費者庁
に第三項第二十七号の二及び第六十一号に掲げる事務
及び消費者委員会設置法第四条第三項の規定により消
については︑第九条第一項の規定により特命担当大臣
費者庁の所掌に属するものに限る︒︶並びに第四条第
を置き︑当該事務を掌理させるものとする︒
三項第二十七号の二及び第六十一号に掲げる事務につ
いては︑第九条第一項の規定により特命担当大臣を置
き︑当該事務を掌理させるものとする︒
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第十一条の三 第四条第一項第二十九号及び第三項第二 第十一条の三 第四条第一項第十九号及び第三項第二十
十七号の三から第二十七号の五までに掲げる事務につ
七号の四から第二十七号の六までに掲げる事務につい
いては︑第九条第一項の規定により特命担当大臣を置
ては︑第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き
き︑当該事務を掌理させるものとする︒
︑当該事務を掌理させるものとする︒

︵所掌事務等︶
︵所掌事務等︶
第二十六条 ︵略︶
第二十六条 ︵略︶
２ 第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣で ２ 第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣で
第四条第一項第十三号から第十六号までに掲げる事務
第四条第一項第四号から第六号の二までに掲げる事務
を掌理するもの︵以下﹁科学技術政策担当大臣﹂とい
を掌理するもの︵以下﹁科学技術政策担当大臣﹂とい
う︒︶は︑その掌理する事務に係る前項第一号に規定
う︒︶は︑その掌理する事務に係る前項第一号に規定
する基本的な政策並びに同項第二号及び第四号に規定
する基本的な政策並びに同項第二号及び第四号に規定
する重要事項について︑会議に諮問することができる
する重要事項について︑会議に諮問することができる
︒
︒
３・４ ︵略︶
３・４ ︵略︶

︵略︶

︵略︶

︵設置︶
︵設置︶
第三十七条 ︵略︶
第三十七条 ︵略︶
２ ︵略︶
２ ︵略︶
３ 第一項に定めるもののほか︑別に法律の定めるとこ ３ 第一項に定めるもののほか︑別に法律の定めるとこ
ろにより内閣府に置かれる審議会等で本府に置かれる
ろにより内閣府に置かれる審議会等で本府に置かれる
ものは︑次の表の上欄に掲げるものとし︑それぞれ同
ものは︑次の表の上欄に掲げるものとし︑それぞれ同
表の下欄に掲げる法律︵これらに基づく命令を含む︒
表の下欄に掲げる法律︵これらに基づく命令を含む︒
︶の定めるところによる︒
︶の定めるところによる︒
︵略︶

︵削る︶

︵略︶

︵削る︶

官民競争入札等監理委員 競争の導入による公共サー
会
ビスの改革に関する法律
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︵削る︶

︵削る︶

︵略︶

︵削る︶

︵削る︶

︵略︶

︵略︶

情報公開・個人情報保護 情報公開・個人情報保護審
審査会
査会設置法

統計委員会

︵略︶

統計法︵平成十九年法律第
五十三号︶

︵略︶

︵略︶

︵略︶

︵略︶

︵略︶

︵削る︶

︵略︶

犯罪被害者等基本法︵平成

︵略︶

︵削る︶

︵略︶

犯罪被害者等施策推進会 犯罪被害者等基本法

︵略︶

食育推進会議

︵略︶

︵略︶

食育基本法

︵略︶

︵設置︶
︵設置︶
第四十条 本府に︑地方創生推進事務局︑知的財産戦略 第四十条 本府に︑北方対策本部︑子ども・子育て本部
推進事務局︑宇宙開発戦略推進事務局︑北方対策本部
及び金融危機対応会議を置く︒
︑子ども・子育て本部︑総合海洋政策推進事務局及び
金融危機対応会議を置く︒
２ ︵略︶
２ ︵略︶
３ 第一項に定めるもののほか︑別に法律の定めるとこ ３ 第一項に定めるもののほか︑別に法律の定めるとこ
ろにより内閣府に置かれる特別の機関で本府に置かれ
ろにより内閣府に置かれる特別の機関で本府に置かれ
るものは︑次の表の上欄に掲げるものとし︑それぞれ
るものは︑次の表の上欄に掲げるものとし︑それぞれ
同表の下欄の法律︵これらに基づく命令を含む︒︶の
同表の下欄の法律︵これらに基づく命令を含む︒︶の
定めるところによる︒
定めるところによる︒

犯罪被害者等施策推進会
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︵略︶

︵削る︶

議

︵略︶

︵削る︶

十六年法律第百六十一号︶

︵略︶

自殺総合対策会議

議

︵略︶

自殺対策基本法

︵地方創生推進事務局︶
第四十条の二 地方創生推進事務局は︑第四条第一項第 ︵新設︶
四号︑第五号︑第七号︑第八号︑第十号及び第十一号
並びに第三項第二号の二︑第三号の二︑第三号の三︑
第三号の五及び第三号の六に掲げる事務をつかさどる
︒
２ 地方創生推進事務局の長は︑地方創生推進事務局長
とする︒
３ 地方創生推進事務局に︑所要の職員を置く︒
４ 前二項に定めるもののほか︑地方創生推進事務局の
組織に関し必要な事項は︑政令で定める︒
︵知的財産戦略推進事務局︶
第四十条の三 知的財産戦略推進事務局は︑第四条第一 ︵新設︶
項第六号に掲げる事務をつかさどる︒
２ 知的財産戦略推進事務局の長は︑知的財産戦略推進
事務局長とする︒
３ 知的財産戦略推進事務局に︑所要の職員を置く︒
４ 前二項に定めるもののほか︑知的財産戦略推進事務
局の組織に関し必要な事項は︑政令で定める︒
︵宇宙開発戦略推進事務局︶
第四十条の四 宇宙開発戦略推進事務局は︑第四条第一 ︵新設︶
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項第十七号及び第三項第七号の四から第七号の七まで
に掲げる事務をつかさどる︒
２ 宇宙開発戦略推進事務局の長は︑宇宙開発戦略推進
事務局長とする︒
３ 宇宙開発戦略推進事務局に︑所要の職員を置く︒
４ 前二項に定めるもののほか︑宇宙開発戦略推進事務
局の組織に関し必要な事項は︑政令で定める︒

︵北方対策本部︶
︵北方対策本部︶
第四十一条 北方対策本部は︑第四条第一項第二十四号 第四十一条 北方対策本部は︑第四条第一項第十三号及
及び第三項第二十三号から第二十六号までに掲げる事
び第三項第二十三号から第二十六号までに掲げる事務
務をつかさどる︒
をつかさどる︒
２〜８ ︵略︶
２〜８ ︵略︶

︵子ども・子育て本部︶
︵子ども・子育て本部︶
第四十一条の二 子ども・子育て本部は︑第四条第一項 第四十一条の二 子ども・子育て本部は︑第四条第一項
第二十九号及び第三項第二十七号の三から第二十七号
第十九号及び第三項第二十七号の四から第二十七号の
の五までに掲げる事務をつかさどる︒
六までに掲げる事務をつかさどる︒
２〜８ ︵略︶
２〜８ ︵略︶

︵総合事務局の所掌事務等︶

︵総合海洋政策推進事務局︶
第四十一条の三 総合海洋政策推進事務局は︑第四条第 ︵新設︶
一項第三十号に掲げる事務をつかさどる︒
２ 総合海洋政策推進事務局の長は︑総合海洋政策推進
事務局長とする︒
３ 総合海洋政策推進事務局に︑所要の職員を置く︒
４ 前二項に定めるもののほか︑総合海洋政策推進事務
局の組織に関し必要な事項は︑政令で定める︒
︵総合事務局の所掌事務等︶
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第四十四条 ︵略︶
第四十四条 ︵略︶
一 ︵略︶
一 ︵略︶
二 農林水産省設置法︵平成十一年法律第九十八号︶
二 農林水産省設置法︵平成十一年法律第九十八号︶
第四条第一項第三号に掲げる事務︵地方農政局の所
第四条第三号に掲げる事務︵地方農政局の所掌に属
掌に属するものを除く︒︶︑同項第五十八号︑第六
するものを除く︒︶︑同条第五十八号︑第六十二号
十二号から第六十四号まで︑第六十六号︑第六十八
から第六十四号まで︑第六十六号︑第六十八号︑第
号︑第六十九号︑第七十五号から第七十七号まで及
六十九号︑第七十五号から第七十七号まで及び第八
び第八十号から第八十三号までに掲げる事務並びに
十号から第八十三号までに掲げる事務並びに次に掲
次に掲げる事務
げる事務
イ〜ホ ︵略︶
イ〜ホ ︵略︶
︵略︶
２ ︵略︶
２

附 則
附 則
第二条の二 第四条第一項及び第三項の規定にかかわら 第二条の二 第四条第一項及び第三項の規定にかかわら
ず︑復興庁が廃止されるまでの間は︑同条第一項第十
ず︑復興庁が廃止されるまでの間は︑同条第一項第八
九号並びに第三項第七号の八及び第十五号に掲げる事
号並びに第三項第七号の八及び第十五号に掲げる事務
務のうち東日本大震災︵平成二十三年三月十一日に発
のうち東日本大震災︵平成二十三年三月十一日に発生
生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発
した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電
電所の事故による災害をいう︒附則第三条の二第二項
所の事故による災害をいう︒附則第三条の二第二項に
において同じ︒︶からの復興に関するもの並びに第四
おいて同じ︒︶からの復興に関するもの並びに第四条
条第三項第十四号の五に掲げる事務については︑内閣
第三項第十四号の五に掲げる事務については︑内閣府
府の所掌事務としない︒
の所掌事務としない︒
︵略︶
２ ︵略︶

２
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○

正

案

現

︵傍線部分は改正部分︶

行

十三〜二十五 ︵略︶
３ 前項に規定するもののほか︑国家公安委員会は︑第
一項の任務を達成するため︑法律︵法律に基づく命令
を含む︒︶の規定に基づきその権限に属させられた事
務をつかさどる︒
︵新設︶

２ 国家公安委員会は︑前項の任務を達成するため︑次
に掲げる事務について︑警察庁を管理する︒
一〜十二 ︵略︶
︵新設︶

︵新設︶

︵任務及び所掌事務︶
第五条 ︵略︶
︵新設︶

警察法︵昭和二十九年法律第百六十二号︶︵第三条関係︶

改
︵任務及び所掌事務︶
第五条 ︵略︶
２ 前項に定めるもののほか︑国家公安委員会は︑同項
の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣
の事務を助けることを任務とする︒
３ 国家公安委員会は︑前項の任務を遂行するに当たり
︑内閣官房を助けるものとする︒
４ 国家公安委員会は︑第一項の任務を達成するため︑
次に掲げる事務について︑警察庁を管理する︒
一〜十二 ︵略︶
十三 犯罪被害者等基本計画︵犯罪被害者等基本法︵
平成十六年法律第百六十一号︶第八条第一項に規定
する犯罪被害者等基本計画をいう︒第二十一条第二
十号において同じ︒︶の作成及び推進に関すること
︒
十四〜二十六 ︵略︶
５ 前項に定めるもののほか︑国家公安委員会は︑第一
項の任務を達成するため︑法律︵法律に基づく命令を
含む︒︶の規定に基づきその権限に属させられた事務
をつかさどる︒
６ 前二項に定めるもののほか︑国家公安委員会は︑第
二項の任務を達成するため︑内閣府設置法︵平成十一
年法律第八十九号︶第四条第二項に規定する事務のう
ち︑第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に
ついて︑当該重要政策に関して閣議において決定され
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７

た基本的な方針に基づいて︑行政各部の施策の統一を
図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に
関する事務をつかさどる︒
︵略︶
４
︵略︶

︵監察の指示等︶
︵監察の指示等︶
第十二条の二 国家公安委員会は︑第五条第四項第二十 第十二条の二 国家公安委員会は︑第五条第二項第二十
五号の監察について必要があると認めるときは︑警察
四号の監察について必要があると認めるときは︑警察
庁に対する同項の規定に基づく指示を具体的又は個別
庁に対する同項の規定に基づく指示を具体的又は個別
的な事項にわたるものとすることができる︒
的な事項にわたるものとすることができる︒
２・３ ︵略︶
２・３ ︵略︶
︵資料の提出の要求等︶
第十二条の三 国家公安委員会は︑第五条第六項に規定 ︵新設︶
する事務の遂行のため必要があると認めるときは︑関
係行政機関の長に対し︑必要な資料の提出及び説明を
求めることができる︒
２ 国家公安委員会は︑第五条第六項に規定する事務の
遂行のため特に必要があると認めるときは︑関係行政
機関の長に対し︑勧告することができる︒
３ 国家公安委員会は︑前項の規定により関係行政機関
の長に対し勧告したときは︑当該関係行政機関の長に
対し︑その勧告に基づいてとつた措置について報告を
求めることができる︒
４ 国家公安委員会は︑第二項の規定により勧告した事
項に関し特に必要があると認めるときは︑内閣総理大
臣に対し︑当該事項について内閣法︵昭和二十二年法
律第五号︶第六条の規定による措置がとられるよう意
見を具申することができる︒
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第十二条の四

︵略︶

第十二条の三

︵略︶

︵所掌事務︶
︵所掌事務︶
第十七条 警察庁は︑国家公安委員会の管理の下に︑第 第十七条 警察庁は︑国家公安委員会の管理の下に︑第
五条第四項各号に掲げる事務をつかさどり︑並びに同
五条第二項各号に掲げる事務をつかさどり︑及び同条
条第五項及び第六項に規定する事務について国家公安
第三項の事務について国家公安委員会を補佐する︒
委員会を補佐する︒

︵長官官房の所掌事務︶
︵長官官房の所掌事務︶
第二十一条 ︵略︶
第二十一条 ︵略︶
一〜三 ︵略︶
一〜三 ︵略︶
四 所管行政に関する企画︑立案及び総合調整に関す
四 所管行政に関する企画︑立案及び総合調整に関す
ること︵次号に掲げるものを除く︒︶︒
ること︒
五 第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要
︵新設︶
政策について︑当該重要政策に関して閣議において
決定された基本的な方針に基づいて︑行政各部の施
策の統一を図るために必要となる企画及び立案並び
に総合調整に関すること︒
六〜十九 ︵略︶
五〜十八 ︵略︶
二十 犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関する
︵新設︶
こと︒
二十一〜二十五 ︵略︶
十九〜二十三 ︵略︶

︵管区警察局の設置︶
︵管区警察局の設置︶
第三十条 警察庁に︑その所掌事務のうち︑第五条第四 第三十条 警察庁に︑その所掌事務のうち︑第五条第二
項第二号︑第四号から第十五号まで︑第十七号から第
項第二号︑第四号から第十四号まで︑第十六号から第
二十号まで及び第二十三号から第二十六号までに掲げ
十九号まで及び第二十二号から第二十五号までに掲げ
るものに係るものを分掌させるため︑地方機関として
るものに係るものを分掌させるため︑地方機関として
︑管区警察局を置く︒
︑管区警察局を置く︒
︵略︶
２ ︵略︶

２
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︵東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部︶
︵東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部︶
第三十三条 警察庁に︑その所掌事務のうち︑東京都及 第三十三条 警察庁に︑その所掌事務のうち︑東京都及
び北海道の区域における第五条第四項第十八号及び第
び北海道の区域における第五条第二項第十七号及び第
十九号に掲げるものに係るものを分掌させるため︑地
十八号に掲げるものに係るものを分掌させるため︑地
方機関として︑東京都警察情報通信部及び北海道警察
方機関として︑東京都警察情報通信部及び北海道警察
情報通信部を置く︒
情報通信部を置く︒
２・３ ︵略︶
２・３ ︵略︶

︵組織及び権限︶
第三十八条 ︵略︶
２・３ ︵略︶
４ 第五条第三項の規定は︑都道府県公安委員会の事務
について準用する︒
５・６ ︵略︶

︵経費︶
︵経費︶
第三十七条 ︵略︶
第三十七条 ︵略︶
一〜十一 ︵略︶
一〜十一 ︵略︶
十二 第二十一条第二十二号に規定する給付金に関す
十二 第二十一条第二十号に規定する給付金に関する
る事務の処理に要する経費
事務の処理に要する経費
２・３ ︵略︶
２・３ ︵略︶
︵組織及び権限︶
第三十八条 ︵略︶
２・３ ︵略︶
４ 第五条第五項の規定は︑都道府県公安委員会の事務
について準用する︒
５・６ ︵略︶

︵警視庁及び道府県警察本部︶
︵警視庁及び道府県警察本部︶
第四十七条 ︵略︶
第四十七条 ︵略︶
２ 警視庁及び道府県警察本部は︑それぞれ︑都道府県 ２ 警視庁及び道府県警察本部は︑それぞれ︑都道府県
公安委員会の管理の下に︑都警察及び道府県警察の事
公安委員会の管理の下に︑都警察及び道府県警察の事
務をつかさどり︑並びに第三十八条第四項において準
務をつかさどり︑並びに第三十八条第四項において準
用する第五条第五項の事務について都道府県公安委員
用する第五条第三項の事務について都道府県公安委員
会を補佐する︒
会を補佐する︒
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３・４

︵略︶

３・４

︵略︶
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○

正

案

金融庁設置法︵平成十年法律第百三十号︶︵第四条関係︶

改

︵任務︶
︵任務︶
第三条 ︵略︶
第三条 ︵略︶
２ 前項に定めるもののほか︑金融庁は︑同項の任務に ︵新設︶
関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を
助けることを任務とする︒
金融庁は︑前項の任務を遂行するに当たり︑内閣官 ︵新設︶
房を助けるものとする︒

３

現

︵傍線部分は改正部分︶

行

︵所掌事務︶
︵所掌事務︶
第四条 金融庁は︑前条第一項の任務を達成するため︑ 第四条 金融庁は︑前条の任務を達成するため︑次に掲
次に掲げる事務をつかさどる︒
げる事務をつかさどる︒
一〜二十七 ︵略︶
一〜二十七 ︵略︶
２ 前項に定めるもののほか︑金融庁は︑前条第二項の ︵新設︶
任務を達成するため︑内閣府設置法第四条第二項に規
定する事務のうち︑前条第一項の任務に関連する特定
の内閣の重要政策について︑当該重要政策に関して閣
議において決定された基本的な方針に基づいて︑行政
各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立
案並びに総合調整に関する事務をつかさどる︒

附 則
附 則
︵所掌事務の特例︶
︵所掌事務の特例︶
第八条 金融庁は︑第三条第一項の任務を達成するため 第八条 金融庁は︑第三条の任務を達成するため︑第四
︑第四条第一項各号に掲げる事務のほか︑当分の間︑
条各号に掲げる事務のほか︑当分の間︑次に掲げる事
次に掲げる事務をつかさどる︒
務をつかさどる︒
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一・二 ︵略︶
一・二 ︵略︶
２ 金融庁は︑第三条第一項の任務を達成するため︑第 ２ 金融庁は︑第三条の任務を達成するため︑第四条各
四条第一項各号に掲げる事務及び前項各号に掲げる事
号に掲げる事務及び前項各号に掲げる事務のほか︑政
務のほか︑政令で定める日までの間︑銀行等保有株式
令で定める日までの間︑銀行等保有株式取得機構の業
取得機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関する
務及び組織の適正な運営の確保に関する事務をつかさ
事務をつかさどる︒
どる︒
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○

正

案

現

消費者庁及び消費者委員会設置法︵平成二十一年法律第四十八号︶︵第五条関係︶

改

︵任務︶
︵任務︶
第三条 ︵略︶
第三条 ︵略︶
２ 前項に定めるもののほか︑消費者庁は︑同項の任務 ︵新設︶
に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務
を助けることを任務とする︒
消費者庁は︑前項の任務を遂行するに当たり︑内閣 ︵新設︶
官房を助けるものとする︒

３

︵傍線部分は改正部分︶

行

︵所掌事務︶
︵所掌事務︶
第四条 消費者庁は︑前条第一項の任務を達成するため 第四条 消費者庁は︑前条の任務を達成するため︑次に
︑次に掲げる事務︵第六条第二項に規定する事務を除
掲げる事務︵第六条第二項に規定する事務を除く︒︶
く︒︶をつかさどる︒
をつかさどる︒
一〜二十七 ︵略︶
一〜二十七 ︵略︶
２ 前項に定めるもののほか︑消費者庁は︑前条第二項 ︵新設︶
の任務を達成するため︑行政各部の施策の統一を図る
ために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並び
に総合調整に関する事務︵内閣官房が行う内閣法︵昭
和二十二年法律第五号︶第十二条第二項第二号に掲げ
る事務を除く︒︶をつかさどる︒
一 消費者基本法第二条の消費者の権利の尊重及びそ
の自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者
が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができ
る社会の実現のための基本的な政策に関する事項
食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合
的な整備に関する事項
二
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３ 前二項に定めるもののほか︑消費者庁は︑前条第二 ︵新設︶
項の任務を達成するため︑内閣府設置法第四条第二項
に規定する事務のうち︑前条第一項の任務に関連する
特定の内閣の重要政策について︑当該重要政策に関し
て閣議において決定された基本的な方針に基づいて︑
行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及
び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる︒
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○

正

案

総務省設置法︵平成十一年法律第九十一号︶︵第六条関係︶

改

︵任務︶
第三条 ︵略︶

現

︵傍線部分は改正部分︶

行

第二款の三 独立行政法人評価制度委員会︵第十
七条の三︶
第三款 国地方係争処理委員会︵第十八条︶
第四款 電気通信紛争処理委員会︵第十九条︶
第五款 電波監理審議会︵第二十条・第二十一条
︶
︵新設︶
第三節・第四節 ︵略︶
第四章 ︵略︶
附則

目次
目次
第一章・第二章 ︵略︶
第一章・第二章 ︵略︶
第三章 本省に置かれる職及び機関
第三章 本省に置かれる職及び機関
第一節 ︵略︶
第一節 ︵略︶
第二節 審議会等
第二節 審議会等
第一款 ︵略︶
第一款 ︵略︶
第二款 地方財政審議会︵第九条︱第十七条︶
第二款 地方財政審議会︵第九条︱第十七条︶
第三款 行政不服審査会︵第十七条の二︶
第二款の二 行政不服審査会︵第十七条の二︶
第四款 情報公開・個人情報保護審査会︵第十七
︵新設︶
条の三︶
第五款 官民競争入札等監理委員会︵第十七条の
︵新設︶
四︶
第六款 独立行政法人評価制度委員会︵第十七条
の五︶
国地方係争処理委員会︵第十八条︶
電気通信紛争処理委員会︵第十九条︶
電波監理審議会︵第二十条︶
第七款
第八款
第九款

第十款 統計委員会︵第二十一条︶
第三節・第四節 ︵略︶
第四章 ︵略︶
附則
︵任務︶
第三条 ︵略︶

23

２ 前項に定めるもののほか︑総務省は︑同項の任務に ︵新設︶
関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を
助けることを任務とする︒
３ 総務省は︑前項の任務を遂行するに当たり︑内閣官 ︵新設︶
房を助けるものとする︒

︵所掌事務︶
︵所掌事務︶
第四条 総務省は︑前条第一項の任務を達成するため︑ 第四条 総務省は︑前条の任務を達成するため︑次に掲
次に掲げる事務をつかさどる︒
げる事務をつかさどる︒
一・二 略
一・二 略
︵削る︶
三〜九 削除
三・四 ︵略︶
十・十一 ︵略︶
五 競争の導入による公共サービスの改革に関する法
︵新設︶
律︵平成十八年法律第五十一号︶第七条第一項に規
定する公共サービス改革基本方針の策定並びに官民
競争入札及び民間競争入札の実施の監理に関するこ
と︒
六〜十二 ︵略︶
十二〜十八 ︵略︶
十三 第十一号の規定による評価並びに前号の規定に
十九 第十七号の規定による評価並びに前号の規定に
よる評価及び監視︵次号において﹁行政評価等﹂と
よる評価及び監視︵次号において﹁行政評価等﹂と
いう︒︶に関連して︑次に掲げる業務の実施状況に
いう︒︶に関連して︑次に掲げる業務の実施状況に
関し必要な調査を行うこと︒
関し必要な調査を行うこと︒
イ 独立行政法人の業務
イ ︵略︶
ロ 第九号に規定する法人の業務
ロ 第十五号に規定する法人の業務
ハ・ニ ︵略︶
ハ・ニ ︵略︶
十四 ︵略︶
二十 ︵略︶
十五 各行政機関の業務︑第十三号に規定する業務及
二十一 各行政機関の業務︑第十九号に規定する業務
び前号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情
及び前号に規定する地方公共団体の業務に関する苦
の申出についての必要なあっせんに関すること︒
情の申出についての必要なあっせんに関すること︒
十六〜三十六 ︵略︶
二十二〜四十二 ︵略︶
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三十七 第三十四号及び第三十五号に掲げる選挙︑国
四十三 第四十号及び第四十一号に掲げる選挙︑国民
民審査及び投票の普及及び宣伝に関すること︒
審査及び投票の普及及び宣伝に関すること︒
三十八〜五十 ︵略︶
四十四〜五十六 ︵略︶
五十一 第三十九号から前号までに掲げるもののほか
五十七 第四十五号から前号までに掲げるもののほか
︑地方財政に関すること︒
︑地方財政に関すること︒
五十二〜七十三 ︵略︶
五十八〜七十九 ︵略︶
七十四 ︵略︶
七十九の二 ︵略︶
七十五 ︵略︶
七十九の三 ︵略︶
七十六〜八十一 ︵略︶
八十〜八十五 ︵略︶
八十二 第七十七号から前号までに掲げるもののほか
八十六 第八十一号から前号までに掲げるもののほか
︑統計技術の研究その他統計の発達及び改善に関す
︑統計技術の研究その他統計の発達及び改善に関す
ること︵他の行政機関の所掌に属するものを除く︒
ること︵他の行政機関の所掌に属するものを除く︒
︶︒
︶︒
八十三 ︵略︶
八十七 ︵略︶
︵削る︶
八十八 削除
八十四・八十五 ︵略︶
八十九・八十九の二 ︵略︶
八十六〜九十五 ︵略︶
九十〜九十九 ︵略︶
２ 前項に定めるもののほか︑総務省は︑前条第二項の ︵新設︶
任務を達成するため︑同条第一項の任務に関連する特
定の内閣の重要政策について︑当該重要政策に関して
閣議において決定された基本的な方針に基づいて︑行
政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び
立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる︒

︵勧告及び調査等︶
︵勧告及び調査等︶
第六条 総務大臣は︑総務省の所掌事務のうち︑第四条 第六条 総務大臣は︑総務省の所掌事務のうち︑第四条
第一項第四号及び第十二号に掲げる事務について必要
第十一号及び第十八号に掲げる事務について必要があ
があると認めるときは︑関係行政機関の長に対し勧告
ると認めるときは︑関係行政機関の長に対し勧告をす
をすることができる︒
ることができる︒
総務大臣は︑第四条第一項第十二号の規定による評 ２ 総務大臣は︑第四条第十八号の規定による評価又は

２
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設置

審議会等

本省に置かれる職及び機関

設置

審議会等

本省に置かれる職及び機関

第一款

第二節

第三章

価又は監視︵以下この条において﹁評価又は監視﹂と
監視︵以下この条において﹁評価又は監視﹂という︒
いう︒︶を行うため必要な範囲において︑各行政機関
︶を行うため必要な範囲において︑各行政機関の長に
の長に対し資料の提出及び説明を求め︑又は各行政機
対し資料の提出及び説明を求め︑又は各行政機関の業
関の業務について実地に調査することができる︒
務について実地に調査することができる︒
３ 総務大臣は︑評価又は監視に関連して︑第四条第一 ３ 総務大臣は︑評価又は監視に関連して︑第四条第十
項第十三号に規定する業務について︑書面により又は
九号に規定する業務について︑書面により又は実地に
実地に調査することができる︒この場合において︑調
調査することができる︒この場合において︑調査を受
査を受けるものは︑その調査を拒んではならない︒
けるものは︑その調査を拒んではならない︒
４ 総務大臣は︑評価又は監視の目的を達成するために ４ 総務大臣は︑評価又は監視の目的を達成するために
必要な最小限度において︑第四条第一項第十四号に規
必要な最小限度において︑第四条第二十号に規定する
定する地方公共団体の業務について︑書面により又は
地方公共団体の業務について︑書面により又は実地に
実地に調査することができる︒この場合においては︑
調査することができる︒この場合においては︑あらか
あらかじめ︑関係する地方公共団体の意見を聴くもの
じめ︑関係する地方公共団体の意見を聴くものとする
とする︒
︒
５〜８ ︵略︶
５〜８ ︵略︶
第三章
第二節
第一款

第八条 ︵略︶
第八条 ︵略︶
２ 前項に定めるもののほか︑別に法律で定めるところ ２ 前項に定めるもののほか︑別に法律で定めるところ
により総務省に置かれる審議会等で本省に置かれるも
により総務省に置かれる審議会等で本省に置かれるも
のは︑次のとおりとする︒
のは︑次のとおりとする︒
行政不服審査会
行政不服審査会
情報公開・個人情報保護審査会
︵新設︶
官民競争入札等監理委員会
︵新設︶
独立行政法人評価制度委員会
独立行政法人評価制度委員会
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国地方係争処理委員会
電気通信紛争処理委員会
電波監理審議会
統計委員会

国地方係争処理委員会
電気通信紛争処理委員会
電波監理審議会
︵新設︶

第十八条

第十九条

第四款
︵略︶

第三款
︵略︶

電気通信紛争処理委員会

国地方係争処理委員会

独立行政法人評価制度委員会

行政不服審査会

地方財政審議会
︵略︶

第二款
第九条〜第十七条

地方財政審議会
︵略︶

第二款
第九条〜第十七条

第二款の二
第十七条の二 ︵略︶

︵新設︶

︵新設︶

第三款 行政不服審査会
第十七条の二 ︵略︶

第四款 情報公開・個人情報保護審査会
第十七条の三 情報公開・個人情報保護審査会について ︵新設︶
は︑情報公開・個人情報保護審査会設置法︵平成十五
年法律第六十号︒これに基づく命令を含む︒︶の定め
るところによる︒

国地方係争処理委員会

電気通信紛争処理委員会

第二款の三
第十七条の三 ︵略︶

第五款 官民競争入札等監理委員会
第十七条の四 官民競争入札等監理委員会については︑ ︵新設︶
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律︵
これに基づく命令を含む︒︶の定めるところによる︒

第八款
︵略︶

第七款
︵略︶

第六款 独立行政法人評価制度委員会
第十七条の五 ︵略︶

第十八条

第十九条
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第二十条

第九款
︵略︶

電波監理審議会

特別の機関
︵略︶

第二十条

第二十四条

第五款
︵略︶

︵略︶

電波監理審議会

特別の機関

地方支分部局
︵略︶

第四節

第二十二条〜第二十三条の二

第三節

第十款 統計委員会
︵新設︶
第二十一条 統計委員会については︑統計法︵平成十九 第二十一条 削除
年法律第五十三号︒これに基づく命令を含む︒︶の定
めるところによる︒
第三節
第二十二条〜第二十三条の二
地方支分部局

︵略︶

第四節
第二十四条

︵管区行政評価局等︶
︵管区行政評価局等︶
第二十五条 管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所は 第二十五条 管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所は
︑総務省の所掌事務のうち第四条第一項第十号から第
︑総務省の所掌事務のうち第四条第十六号から第二十
十六号までに掲げる事務並びに内閣法第二十七条の規
二号までに掲げる事務並びに内閣法第二十七条の規定
定により管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に属
により管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に属さ
させられた事務を分掌する︒
せられた事務を分掌する︒
２ 総務大臣は︑前項に定める事務のほか︑管区行政評 ２ 総務大臣は︑前項に定める事務のほか︑管区行政評
価局及び沖縄行政評価事務所に︑総務省の所掌事務の
価局及び沖縄行政評価事務所に︑総務省の所掌事務の
うち︑第四条第一項第三号︑第四号︑第六号から第九
うち︑第四条第十号から第十五号まで︑第八十一号か
号まで︑第七十七号から第八十号まで及び第八十二号
ら第八十四号まで及び第八十六号に掲げる事務︵同号
に掲げる事務︵同号に掲げる事務にあっては︑統計技
に掲げる事務にあっては︑統計技術の研究に関するも
術の研究に関するものを除く︒︶に関する調査並びに
のを除く︒︶に関する調査並びに資料の収集及び整理
資料の収集及び整理に関する事務並びに次に掲げる案
に関する事務並びに次に掲げる案内所に関する事務を
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︵略︶

内所に関する事務を分掌させることができる︒
一〜四 ︵略︶
３〜６ ︵略︶
第二十六条・第二十七条

外局

︵略︶

︵略︶

分掌させることができる︒
一〜四 ︵略︶
３〜６ ︵略︶
第二十六条・第二十七条

︵略︶

第四章

第二十九条

外局

︵略︶

︵総合通信局等︶
︵総合通信局等︶
第二十八条 総合通信局及び沖縄総合通信事務所は︑総 第二十八条 総合通信局及び沖縄総合通信事務所は︑総
務省の所掌事務のうち︑第四条第一項第五十七号から
務省の所掌事務のうち︑第四条第六十三号から第七十
第六十六号まで︑第六十八号から第七十号まで︑第七
二号まで︑第七十四号から第七十六号まで︑第七十九
十五号︑第九十号及び第九十五号に掲げる事務を分掌
号の三︑第九十四号及び第九十九号に掲げる事務を分
する︒
掌する︒
２〜４ ︵略︶
２〜４ ︵略︶

第四章

第二十九条

︵略︶

附 則
附 則
︵所掌事務の特例︶
︵所掌事務の特例︶
第二条 総務省は︑第三条第一項の任務を達成するため 第二条 総務省は︑第三条の任務を達成するため︑第四
︑第四条第一項各号に掲げる事務のほか︑当分の間︑
条各号に掲げる事務のほか︑当分の間︑次に掲げる事
次に掲げる事務をつかさどる︒
務をつかさどる︒
一〜七 ︵略︶
一〜七 ︵略︶
２ 総務省は︑第三条第一項の任務を達成するため︑第 ２ 総務省は︑第三条の任務を達成するため︑第四条各
四条第一項各号及び前項各号に掲げる事務のほか︑次
号及び前項各号に掲げる事務のほか︑次の表の上欄に
の表の上欄に掲げる日までの間︑それぞれ同表の下欄
掲げる日までの間︑それぞれ同表の下欄に掲げる事務
に掲げる事務をつかさどる︒
をつかさどる︒
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事務

期限

事務

期限

地域改善対策特定事業︵地域改
善対策特定事業に係る国の財政
上の特別措置に関する法律︵昭
和六十二年法律第二十二号︶第
二条第一項に規定する地域改善
対策特定事業をいう︒以下同じ
︒︶に関する関係行政機関の事
務の調整に関することその他地
域改善対策特定事業に関するこ
と︵他省の所掌に属するものを
除く︒︶︒

︵削る︶

︵略︶

郵政民営化法に規定する事務を
行うこと︒

︵略︶

︵削る︶

︵略︶
同法に規定する事務を行うこと
︒

郵政民営化法︵
平成十七年法律
第九十七号︶第
八条に規定する
移行期間の末日

平成十四年三月
三十一日

︵略︶
郵政民営化法︵
平成十七年法律
第九十七号︶第
八条に規定する
移行期間の末日
︵削る︶

３ 総務省は︑第三条の任務を達成するため︑第四条各
号並びに第一項各号及び前項の表の下欄に掲げる事務
のほか︑平成二十一年三月三十一日までの間︑地方税
等減収補てん臨時交付金に関する事務をつかさどる︒

︵公務員制度調査会︶
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︵地方財政審議会の所掌事務の特例︶
第四条 ︵略︶
２ ︵略︶
︵削る︶

︵削る︶

︵地方財政審議会の所掌事務の特例︶
第五条 ︵略︶
２ ︵略︶
３ 地方財政審議会は︑第九条及び前二項に定める事務
をつかさどるほか︑平成二十一年三月三十一日までの
間︑地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律︵平
成二十年法律第八十四号︶の規定によりその権限に属
させられた事項を処理する︒この場合においては︑同
条第二項及び第三項の規定を準用する︒

第四条 平成十四年三月三十一日までの間︑本省に︑公
務員制度調査会を置く︒
２ 公務員制度調査会は︑次に掲げる事務をつかさどる
︒
一 内閣総理大臣又は総務大臣の諮問に応じて国家公
務員に関する制度に関する重要事項を調査審議する
こと︒
二 前号に規定する重要事項に関し︑内閣総理大臣又
は総務大臣に意見を述べること︒
３ 公務員制度調査会の委員その他の職員で政令で定め
るものは︑内閣総理大臣が任命する︒
４ 前三項に定めるもののほか︑公務員制度調査会の組
織及び委員その他の職員その他公務員制度調査会に関
し必要な事項については︑政令で定める︒
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○

正

案

法務省設置法︵平成十一年法律第九十三号︶︵第七条関係︶

改

︵任務︶
︵任務︶
第三条 ︵略︶
第三条 ︵略︶
２ 前項に定めるもののほか︑法務省は︑同項の任務に ︵新設︶
関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を
助けることを任務とする︒
法務省は︑前項の任務を遂行するに当たり︑内閣官 ︵新設︶
房を助けるものとする︒

３

現

︵傍線部分は改正部分︶

行

︵所掌事務︶
︵所掌事務︶
第四条 法務省は︑前条第一項の任務を達成するため︑ 第四条 法務省は︑前条の任務を達成するため︑次に掲
次に掲げる事務をつかさどる︒
げる事務をつかさどる︒
一〜十一 ︵略︶
一〜十一 ︵略︶
こう

︵法務局及び地方法務局︶

十二 刑及び勾留︑少年院に送致する保護処分及び少
十二 刑及び勾留︑少年院に送致する保護処分及び少
年鑑別所に送致する観護の措置︑補導処分並びに監
年鑑別所に送致する観護の措置︑補導処分並びに監
置の裁判の執行に関すること︒
置の裁判の執行に関すること︒
十二の二〜三十九 ︵略︶
十二の二〜三十九 ︵略︶
２ 前項に定めるもののほか︑法務省は︑前条第二項の ︵新設︶
任務を達成するため︑同条第一項の任務に関連する特
定の内閣の重要政策について︑当該重要政策に関して
閣議において決定された基本的な方針に基づいて︑行
政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び
立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる︒
︵法務局及び地方法務局︶
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第十八条 法務局及び地方法務局は︑法務省の所掌事務 第十八条 法務局及び地方法務局は︑法務省の所掌事務
のうち︑第四条第一項第二十一号から第二十三号まで
のうち︑第四条第二十一号から第二十三号まで及び第
及び第二十六号から第三十一号までに掲げる事務並び
二十六号から第三十一号までに掲げる事務並びに法律
に法律︵法律に基づく命令を含む︒︶に基づき法務省
︵法律に基づく命令を含む︒︶に基づき法務省に属さ
に属させられた事務を分掌する︒
せられた事務を分掌する︒
２〜５ ︵略︶
２〜５ ︵略︶

︵地方入国管理局︶
︵地方入国管理局︶
第二十一条 地方入国管理局は︑法務省の所掌事務のう 第二十一条 地方入国管理局は︑法務省の所掌事務のう
ち︑第四条第一項第三十二号から第三十四号までに掲
ち︑第四条第三十二号から第三十四号までに掲げる事
げる事務を分掌する︒
務を分掌する︒
２〜４ ︵略︶
２〜４ ︵略︶
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○

正

案

外務省設置法︵平成十一年法律第九十四号︶︵第八条関係︶

改

︵任務︶
︵任務︶
第三条 ︵略︶
第三条 ︵略︶
２ 前項に定めるもののほか︑外務省は︑同項の任務に ︵新設︶
関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を
助けることを任務とする︒
外務省は︑前項の任務を遂行するに当たり︑内閣官 ︵新設︶
房を助けるものとする︒

３

現

︵傍線部分は改正部分︶

行

︵所掌事務︶
︵所掌事務︶
第四条 外務省は︑前条第一項の任務を達成するため︑ 第四条 外務省は︑前条の任務を達成するため︑次に掲
次に掲げる事務をつかさどる︒
げる事務をつかさどる︒
一〜二十九 ︵略︶
一〜二十九 ︵略︶
２ 前項に定めるもののほか︑外務省は︑前条第二項の ︵新設︶
任務を達成するため︑同条第一項の任務に関連する特
定の内閣の重要政策について︑当該重要政策に関して
閣議において決定された基本的な方針に基づいて︑行
政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び
立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる︒

34

○

正

案

財務省設置法︵平成十一年法律第九十五号︶︵第九条関係︶

改

現

︵傍線部分は改正部分︶

行

︵所掌事務︶
第四条 財務省は︑前条の任務を達成するため︑次に掲
げる事務をつかさどる︒
一〜四十四 ︵略︶
四十五 国家公務員の宿舎の設置︵合同宿舎について
は︑その設置及び管理︶に関すること並びに国家公
務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること
︒
四十六〜五十四 ︵略︶
五十五 健全な財政の確保︑国庫の適正な管理︑通貨

︵任務︶
︵任務︶
第三条 ︵略︶
第三条 ︵略︶
２ 前項に定めるもののほか︑財務省は︑同項の任務に ︵新設︶
関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を
助けることを任務とする︒
財務省は︑前項の任務を遂行するに当たり︑内閣官 ︵新設︶
房を助けるものとする︒

３

四十六〜五十四 ︵略︶
五十五 健全な財政の確保︑国庫の適正な管理︑通貨

に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保の任

︵所掌事務︶
第四条 財務省は︑前条第一項の任務を達成するため︑
次に掲げる事務をつかさどる︒
一〜四十四︵略︶
四十五 国家公務員の宿舎の設置︵合同宿舎について
は︑その設置及び管理︶に関すること及び国家公務
員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること︒

に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保の任

務を遂行する観点から行う金融破綻処理制度及び金
融危機管理に関する企画及び立案に関すること︒
五十六〜六十一 ︵略︶
六十二 削除
六十三 削除

たん

務を遂行する観点から行う金融破綻処理制度及び金
融危機管理に関する企画及び立案に関すること︒
五十六〜六十一 ︵略︶
︵削る︶
︵削る︶
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六十二〜六十五 ︵略︶
六十四〜六十七
２ 前項に定めるもののほか︑財務省は︑前条第二項の ︵新設︶
任務を達成するため︑同条第一項の任務に関連する特
定の内閣の重要政策について︑当該重要政策に関して
閣議において決定された基本的な方針に基づいて︑行
政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び
立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる︒

︵略︶

︵財務局︶
︵財務局︶
第十三条 財務局は︑財務省の所掌事務のうち第四条第 第十三条 財務局は︑財務省の所掌事務のうち第四条第
一項第一号︑第三号︑第六号︑第八号︑第十号︑第十
一号︑第三号︑第六号︑第八号︑第十号︑第十二号︑
二号︑第十四号︑第十五号︑第三十二号︑第三十五号
第十四号︑第十五号︑第三十二号︑第三十五号︑第三
︑第三十六号︑第四十号︑第四十一号︑第四十二号︵
十六号︑第四十号︑第四十一号︑第四十二号︵製造た
製造たばこの特定販売業︑塩特定販売業及び特殊用塩
ばこの特定販売業︑塩特定販売業及び特殊用塩特定販
特定販売業を営む者の監督に関することを除く︒︶か
売業を営む者の監督に関することを除く︒︶から第四
ら第四十六号まで︑第六十一号及び第六十五号に掲げ
十六号まで︑第六十一号及び第六十七号に掲げる事務
る事務並びに次に掲げる事務を分掌し︑並びに金融庁
並びに次に掲げる事務を分掌し︑並びに金融庁設置法
設置法︵平成十年法律第百三十号︶第四条第一項各号
︵平成十年法律第百三十号︶第四条各号に掲げる事務
に掲げる事務のうち法令の規定により財務局に属させ
のうち法令の規定により財務局に属させられた事務を
られた事務をつかさどる︒
つかさどる︒
一〜七 ︵略︶
一〜七 ︵略︶
２・３ ︵略︶
２・３ ︵略︶

︵財務支局︶
︵財務支局︶
第十四条 ︵略︶
第十四条 ︵略︶
２ 前項に定めるもののほか︑財務支局は︑金融庁設置 ２ 前項に定めるもののほか︑財務支局は︑金融庁設置
法第四条第一項各号に掲げる事務のうち法令の規定に
法第四条各号に掲げる事務のうち法令の規定により財
より財務支局に属させられた事務をつかさどる︒
務支局に属させられた事務をつかさどる︒
３〜５ ︵略︶
３〜５ ︵略︶
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︵税関等︶
︵税関等︶
第十六条 税関及び沖縄地区税関は︑財務省の所掌事務 第十六条 税関及び沖縄地区税関は︑財務省の所掌事務
のうち︑第四条第一項第二十四号から第二十八号まで
のうち︑第四条第二十四号から第二十八号まで︑第六
︑第六十三号及び第六十五号に掲げる事務並びに次に
十五号及び第六十七号に掲げる事務並びに次に掲げる
掲げる事務を分掌する︒
事務を分掌する︒
一〜四 ︵略︶
一〜四 ︵略︶
２〜６ ︵略︶
２〜６ ︵略︶

一〜三 ︵略︶
４〜８ ︵略︶

︵国税局等︶
第二十三条 ︵略︶
２ ︵略︶
３ 国税局及び沖縄国税事務所は︑国税庁の所掌事務の
うち︑第四条第十七号︑第十九号︵酒税の保全並びに
酒類業の発達︑改善及び調整に関する制度の企画及び
立案を除く︒︶︑第二十号︑第六十五号及び第六十七
号に掲げる事務並びに次に掲げる事務を分掌する︒

︵所掌事務︶
︵所掌事務︶
第二十条 国税庁は︑前条の任務を達成するため︑第四 第二十条 国税庁は︑前条の任務を達成するため︑第四
条第一項第十七号︑第十九号︵酒税の保全に関する制
条第十七号︑第十九号︵酒税の保全に関する制度の企
度の企画及び立案を除く︒︶から第二十三号まで︑第
画及び立案を除く︒︶から第二十三号まで︑第六十五
六十三号及び第六十五号に掲げる事務並びに次に掲げ
号及び第六十七号に掲げる事務並びに次に掲げる事務
る事務をつかさどる︒
をつかさどる︒
一〜三 ︵略︶
一〜三 ︵略︶
︵国税局等︶
第二十三条 ︵略︶
２ ︵略︶
３ 国税局及び沖縄国税事務所は︑国税庁の所掌事務の
うち︑第四条第一項第十七号︑第十九号︵酒税の保全
並びに酒類業の発達︑改善及び調整に関する制度の企
画及び立案を除く︒︶︑第二十号︑第六十三号及び第
六十五号に掲げる事務並びに次に掲げる事務を分掌す
る︒
一〜三 ︵略︶
４〜８ ︵略︶

︵国税庁監察官︶
︵国税庁監察官︶
第二十六条 国税庁の所属職員︵国税庁︑国税局及び沖 第二十六条 国税庁の所属職員︵国税庁︑国税局及び沖
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５

附 則
１ ︵略︶
２ 当分の間︑第四条第十七号中﹁内国税﹂とあるのは
﹁内国税及び地方税法附則第九条の四から第九条の十
六までに規定する地方消費税の譲渡割﹂と︑﹁徴収﹂
とあるのは﹁徴収並びに同法附則第五条の四第十二項
の規定による通知﹂と読み替えるものとする︒
３ ︵略︶
４ 財務省は︑第三条の任務を達成するため︑第四条各
号に掲げる事務のほか︑政令で定める日までの間︑銀
行等保有株式取得機構の業務及び組織の適正な運営の
確保に関する事務をつかさどる︒
︵略︶

縄国税事務所の審議会等及び施設等機関の職員を除く
縄国税事務所の審議会等及び施設等機関の職員を除く
︒以下同じ︒︶についてその職務上必要な監察及び第
︒以下同じ︒︶についてその職務上必要な監察及び第
四条第一項第二十一号に掲げる事務を行わせるため︑
四条第二十一号に掲げる事務を行わせるため︑国税庁
国税庁に国税庁監察官百二十人以内を置く︒
に国税庁監察官百二十人以内を置く︒
２・３ ︵略︶
２・３ ︵略︶
附 則
１ ︵略︶
２ 当分の間︑第四条第一項第十七号中﹁内国税﹂とあ
るのは﹁内国税及び地方税法附則第九条の四から第九
条の十六までに規定する地方消費税の譲渡割﹂と︑﹁
徴収﹂とあるのは﹁徴収並びに同法附則第五条の四第
十二項の規定による通知﹂と読み替えるものとする︒
３ ︵略︶
４ 財務省は︑第三条第一項の任務を達成するため︑第
四条第一項各号に掲げる事務のほか︑政令で定める日
までの間︑銀行等保有株式取得機構の業務及び組織の
適正な運営の確保に関する事務をつかさどる︒
︵略︶
５
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○

正

案

文部科学省設 置 法 ︵ 平 成 十 一 年 法 律 第 九 十 六 号 ︶ ︵ 第 十 条 関 係 ︶

改

︵任務︶
︵任務︶
第三条 ︵略︶
第三条 ︵略︶
２ 前項に定めるもののほか︑文部科学省は︑同項の任 ︵新設︶
務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事
務を助けることを任務とする︒
文部科学省は︑前項の任務を遂行するに当たり︑内 ︵新設︶
閣官房を助けるものとする︒

３

現

︵傍線部分は改正部分︶

行

︵所掌事務︶
︵所掌事務︶
第四条 文部科学省は︑前条第一項の任務を達成するた 第四条 文部科学省は︑前条の任務を達成するため︑次
め︑次に掲げる事務をつかさどる︒
に掲げる事務をつかさどる︒
一〜九十三 ︵略︶
一〜九十三 ︵略︶
２ 前項に定めるもののほか︑文部科学省は︑前条第二 ︵新設︶
項の任務を達成するため︑同条第一項の任務に関連す
る特定の内閣の重要政策について︑当該重要政策に関
して閣議において決定された基本的な方針に基づいて
︑行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画
及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる︒

︵所掌事務︶
︵所掌事務︶
第十六条 スポーツ庁は︑前条の任務を達成するため︑ 第十六条 スポーツ庁は︑前条の任務を達成するため︑
第四条第一項第三号︑第五号︑第三十号︑第三十八号
第四条第三号︑第五号︑第三十号︑第三十八号︑第三
︑第三十九号︑第六十九号から第七十六号まで︑第八
十九号︑第六十九号から第七十六号まで︑第八十六号
十六号︵スポーツの振興に係るものに限る︒︶︑第八
︵スポーツの振興に係るものに限る︒︶︑第八十七号
十七号及び第八十九号から第九十三号までに掲げる事
及び第八十九号から第九十三号までに掲げる事務並び
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務並びに学校における体育及び保健教育の基準の設定
に関する事務をつかさどる︒

に学校における体育及び保健教育の基準の設定に関す
る事務をつかさどる︒

︵所掌事務︶
︵所掌事務︶
第十九条 文化庁は︑前条の任務を達成するため︑第四 第十九条 文化庁は︑前条の任務を達成するため︑第四
条第一項第三号︑第五号︑第三十六号︑第三十八号︑
条第三号︑第五号︑第三十六号︑第三十八号︑第三十
第三十九号︑第七十七号から第八十五号まで︑第八十
九号︑第七十七号から第八十五号まで︑第八十六号︵
六号︵学術及びスポーツの振興に係るものを除く︒︶
学術及びスポーツの振興に係るものを除く︒︶︑第八
︑第八十七号及び第八十九号から第九十三号までに掲
十七号及び第八十九号から第九十三号までに掲げる事
げる事務をつかさどる︒
務をつかさどる︒

附 則
附 則
１ ︵略︶
１ ︵略︶
︵所掌事務の特例︶
︵所掌事務の特例︶
２ 文部科学省は︑第三条第一項の任務を達成するため ２ 文部科学省は︑第三条の任務を達成するため︑第四
︑第四条第一項各号に掲げる事務のほか︑当分の間︑
条各号に掲げる事務のほか︑当分の間︑高等学校︵中
高等学校︵中等教育学校の後期課程を含む︒︶の職業
等教育学校の後期課程を含む︒︶の職業に関する教科
に関する教科の教科用図書及び特別支援学校の教科用
の教科用図書及び特別支援学校の教科用図書の編修及
図書の編修及び改訂に関する事務をつかさどる︒
び改訂に関する事務をつかさどる︒
３〜５ ︵略︶
３〜５ ︵略︶
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○

案

厚生労 働省設 置 法 ︵ 平 成 十 一 年 法 律 第 九 十 七 号 ︶ ︵ 第 十 一 条 関 係 ︶

正

現

︵傍線部分は改正部分︶

行

目次
第一章・第二章 ︵略︶
第三章 本省に置かれる職及び機関
第一節・第二節 ︵略︶
第三節 施設等機関︵第十六条︶
︵新設︶
第四節 地方支分部局︵第十七条︱第二十四条︶
第四章 ︵略︶
附則

改
目次
第一章・第二章 ︵略︶
第三章 本省に置かれる職及び機関
第一節・第二節 ︵略︶
第三節 施設等機関︵第十六条︶
第四節 特別の機関︵第十六条の二︶
第五節 地方支分部局︵第十七条︱第二十四条︶
第四章 ︵略︶
附則

︵任務︶
第三条 ︵略︶
２ 厚生労働省は︑前項のほか︑引揚援護︑戦傷病者︑
戦没者遺族︑未帰還者留守家族等の援護及び旧陸海軍
の残務の整理を行うことを任務とする︒
︵新設︶

︵新設︶

︵任務︶
第三条 ︵略︶
２ 前項に定めるもののほか︑厚生労働省は︑引揚援護
︑戦傷病者︑戦没者遺族︑未帰還者留守家族等の援護
及び旧陸海軍の残務の整理を行うことを任務とする︒
３ 前二項に定めるもののほか︑厚生労働省は︑前二項
の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣
の事務を助けることを任務とする︒
４ 厚生労働省は︑前項の任務を遂行するに当たり︑内
閣官房を助けるものとする︒

︵所掌事務︶
︵所掌事務︶
第四条 厚生労働省は︑前条第一項及び第二項の任務を 第四条 厚生労働省は︑前条の任務を達成するため︑次
達成するため︑次に掲げる事務をつかさどる︒
に掲げる事務をつかさどる︒
一〜八十九 ︵略︶
一〜八十九 ︵略︶

41

第十六条

︵略︶

本省に置かれる職及び機関

︵略︶
第三節 施設等機関
︵略︶

第一節・第二節

第三章

八十九の二 自殺対策の大綱︵自殺対策基本法︵平成 ︵新設︶
十八年法律第八十五号︶第八条に規定する自殺対策
の大綱をいう︒︶の作成及び推進に関すること︒
九十〜百十一 ︵略︶
九十〜百十一
２ ︵略︶
２ ︵略︶
３ 第一項に定めるもののほか︑厚生労働省は︑前条第 ︵新設︶
三項の任務を達成するため︑同条第一項及び第二項の
任務に関連する特定の内閣の重要政策について︑当該
重要政策に関して閣議において決定された基本的な方
針に基づいて︑行政各部の施策の統一を図るために必
要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を
つかさどる︒
本省に置かれる職及び機関
︵略︶

第三節 施設等機関
︵略︶

第一節・第二節

第三章

第十六条

第四節 地方支分部局
︵地方厚生局︶

第四節 特別の機関
︵新設︶
︵自殺総合対策会議︶
第十六条の二 別に法律で定めるところにより厚生労働 ︵新設︶
省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは︑自
殺総合対策会議とする︒
２ 自殺総合対策会議については︑自殺対策基本法︵こ
れに基づく命令を含む︒︶の定めるところによる︒
第五節 地方支分部局
︵地方厚生局︶
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第十八条 地方厚生局は︑厚生労働省の所掌事務のうち 第十八条 地方厚生局は︑厚生労働省の所掌事務のうち
︑第四条第一項第四号︑第九号から第十七号まで︑第
︑第四条第一項第四号︑第九号から第十七号まで︑第
十八号︑第十九号︑第二十二号︑第二十三号︑第二十
十八号︑第十九号︑第二十二号︑第二十三号︑第二十
六号︑第二十八号︑第三十号︑第三十一号︑第三十二
六号︑第二十八号︑第三十号︑第三十一号︑第三十二
号︑第三十三号︑第三十七号から第四十号まで︑第七
号︑第三十三号︑第三十七号から第四十号まで︑第七
十四号︑第七十五号︑第七十七号︑第七十九号から第
十四号︑第七十五号︑第七十七号︑第七十九号から第
八十二号まで︑第八十四号︑第八十五号︑第八十七号
八十二号まで︑第八十四号︑第八十五号︑第八十七号
から第八十九号まで︑第九十号から第九十六号の二ま
から第九十六号の二まで︑第九十八号から第百号の二
で︑第九十八号から第百号の二まで︑第百二号︑第百
まで︑第百二号︑第百四号及び第百十一号に掲げる事
四号及び第百十一号に掲げる事務を分掌し︑並びに消
務を分掌し︑並びに消費者庁及び消費者委員会設置法
費者庁及び消費者委員会設置法︵平成二十一年法律第
︵平成二十一年法律第四十八号︶第四条各号に掲げる
四十八号︶第四条第一項各号に掲げる事務のうち法令
事務のうち法令の規定により地方厚生局に属させられ
の規定により地方厚生局に属させられた事務をつかさ
た事務をつかさどる︒
どる︒
２・３ ︵略︶
２・３ ︵略︶

︵略︶

第二十条〜第二十四条

︵略︶

︵地方厚生支局︶
︵地方厚生支局︶
第十九条 ︵略︶
第十九条 ︵略︶
２ 前項に定めるもののほか︑地方厚生支局は︑消費者 ２ 前項に定めるもののほか︑地方厚生支局は︑消費者
庁及び消費者委員会設置法第四条第一項各号に掲げる
庁及び消費者委員会設置法第四条各号に掲げる事務の
事務のうち法令の規定により地方厚生支局に属させら
うち法令の規定により地方厚生支局に属させられた事
れた事務をつかさどる︒
務をつかさどる︒
３〜５ ︵略︶
３〜５ ︵略︶
第二十条〜第二十四条
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○

正

案

現

︵傍線部分は改正部分︶

行

目次
第一章・第二章 ︵略︶
第三章 本省に置かれる職及び機関
第一節〜第三節 ︵略︶
第四節 特別の機関︵第十二条︱第十六条︶
第五節 ︵略︶
第四章 ︵略︶
附則

農林水産省設 置 法 ︵ 平 成 十 一 年 法 律 第 九 十 八 号 ︶ ︵ 第 十 二 条 関 係 ︶

改
目次
第一章・第二章 ︵略︶
第三章 本省に置かれる職及び機関
第一節〜第三節 ︵略︶
第四節 特別の機関︵第十二条︱第十六条の二︶
第五節 ︵略︶
第四章 ︵略︶
附則

︵任務︶
︵任務︶
第三条 ︵略︶
第三条 ︵略︶
２ 前項に定めるもののほか︑農林水産省は︑同項の任 ︵新設︶
務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事
務を助けることを任務とする︒
農林水産省は︑前項の任務を遂行するに当たり︑内 ︵新設︶
閣官房を助けるものとする︒

３

︵所掌事務︶
︵所掌事務︶
第 四 条 農林水産省は ︑ 前 条 第 一 項 の 任 務 を 達 成 す る た 第 四 条 農林 水 産 省 は ︑ 前 条 の 任 務 を 達 成 す る た め ︑ 次
め︑次に掲げる事務をつかさどる︒
に掲げる事務をつかさどる︒
一〜五 ︵略︶
一〜五 ︵略︶
六 食育推進基本計画︵食育基本法︵平成十七年法律
︵新設︶
第六十三号︶第十六条第一項に規定する食育推進基
本計画をいう︒︶の作成及び推進に関すること︒
七〜三十六 ︵略︶
六〜三十五 ︵略︶
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特別の機関

本省に置かれる職及び機関

第四節

第三章

︵略︶

特別の機関

本省に置かれる職及び機関

︵削る︶
三十六 削除
三十七〜八十七 ︵略︶
三十七〜八十七
２ 前項に定めるもののほか︑農林水産省は︑前条第二 ︵新設︶
項の任務を達成するため︑同条第一項の任務に関連す
る特定の内閣の重要政策について︑当該重要政策に関
して閣議において決定された基本的な方針に基づいて
︑行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画
及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる︒
第三章
第四節

︵略︶

会議は︑次に掲げる事務をつかさどる︒

︵設置︶
︵農林水産技術会議︶
第十二条 本省に︑農林水産技術会議を置く︒
第十二条 本省に︑農林水産技術会議︵次条から第十六
条までにおいて﹁会議﹂という︒︶を置く︒
２ 前項に定めるもののほか︑別に法律で定めるところ ︵新設︶
により農林水産省に置かれる特別の機関で本省に置か
れるものは︑食育推進会議とする︒
︵農林水産技術会議︶
第十三条 農林水産技術会議は︑次に掲げる事務をつか 第十三条
さどる︒
一〜七 ︵略︶
一〜七

農林水産技術会議の事務を処理させるため︑ 第十五条

会議の事務を処理させるため︑会議に事務局

第十四条 農林水産技術会議は︑会長及び委員六人をも 第十四条 会議は︑会長及び委員六人をもって組織する
って組織する︒
︒
２〜４ ︵略︶
２〜４ ︵略︶
第十五条
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２

農林水産技術会議に事務局を置く︒
︵略︶
２

を置く︒
︵略︶

第五節

地方支分部局

第十六条 第十二条第一項及び前三条に規定するものの 第十六条 第十二条から前条までに規定するもののほか
ほか︑農林水産技術会議の組織及び運営に関し必要な
︑会議の組織及び運営に関し必要な事項は︑政令で定
事項は︑政令で定める︒
める︒

地方支分部局

︵食育推進会議︶
第十六条の二 食育推進会議については︑食育基本法︵ ︵新設︶
これに基づく命令を含む︒︶の定めるところによる︒
第五節

︵地方農政局︶
︵地方農政局︶
第十八条 地方農政局は︑農林水産省の所掌事務のうち 第十八条 地方農政局は︑農林水産省の所掌事務のうち
︑次に掲げる事務を分掌する︒
︑次に掲げる事務を分掌する︒
一 第四条第一項第三号から第五号まで︑第七号から
一 第四条第三号から第十号まで︑第十一号︵輸出に
第十一号まで︑第十二号︵輸出に係るものに限る︒
係るものに限る︒︶︑第十三号から第十五号まで︑
︶︑第十四号から第十六号まで︑第十八号から第二
第十七号から第十九号まで︑第二十号︵病虫害の防
十号まで︑第二十一号︵病虫害の防除及び家畜の衛
除及び家畜の衛生に係るものに限る︒︶︑第二十一
生に係るものに限る︒︶︑第二十二号︵獣医療に係
号︵獣医療に係るものに限る︒︶︑第二十二号から
るものに限る︒︶︑第二十三号から第二十九号まで
第二十八号まで︑第三十号︑第三十一号︑第三十四
︑第三十一号︑第三十二号︑第三十五号︵助成に係
号︵助成に係るものに限る︒︶︑第三十五号︵農業
るものに限る︒︶︑第三十六号︵農業信用基金協会
信用基金協会の業務の監督に係るものに限る︒︶︑
の業務の監督に係るものに限る︒︶︑第三十七号︑
第三十七号︑第四十号から第五十一号まで︑第五十
第四十号から第五十一号まで︑第五十二号︵納付金
二号︵納付金の徴収に係るものに限る︒︶︑第五十
の徴収に係るものに限る︒︶︑第五十四号︑第五十
四号︑第五十五号及び第八十七号に掲げる事務
五号及び第八十七号に掲げる事務
二〜四 ︵略︶
二〜四 ︵略︶
︵略︶
２ ︵略︶
２
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︵事務所若しくは事業所又はこれらの支所︶
︵事務所若しくは事業所又はこれらの支所︶
第十九条 農林水産大臣は︑地方農政局の所掌事務のう 第十九条 農林水産大臣は︑地方農政局の所掌事務のう
ち︑第四条第一項第四十六号から第四十八号までに掲
ち︑第四条第四十六号から第四十八号までに掲げる事
げる事務の一部を分掌させるため︑所要の地に︑地方
務の一部を分掌させるため︑所要の地に︑地方農政局
農政局の事務所若しくは事業所又はこれらの支所を置
の事務所若しくは事業所又はこれらの支所を置くこと
くことができる︒
ができる︒
︵略︶
２ ︵略︶

２

任務及び所掌事務

林野庁

外局

任務及び所掌事務

林野庁

外局

第一款

第二節

第四章

︵北海道農政事務所︶
︵北海道農政事務所︶
第二十条 北海道農政事務所は︑農林水産省の所掌事務 第二十条 北海道農政事務所は︑農林水産省の所掌事務
のうち︑次に掲げる事務を分掌する︒
のうち︑次に掲げる事務を分掌する︒
一 第四条第一項第四号︑第五号︑第七号︑第十号︑
一 第四条第四号から第六号まで︑第九号︑第十号︑
第十一号︑第十二号︵輸出に係るものに限る︒︶︑
第十一号︵輸出に係るものに限る︒︶︑第十三号︑
第十四号︑第十五号︑第二十五号︑第二十六号︑第
第十四号︑第二十四号︑第二十五号︑第五十一号︑
五十一号︑第五十二号︵納付金の徴収に係るものに
第五十二号︵納付金の徴収に係るものに限る︒︶︑
限る︒︶︑第五十四号︑第五十五号及び第八十七号
第五十四号︑第五十五号及び第八十七号に掲げる事
に掲げる事務
務
二〜四 ︵略︶
二〜四 ︵略︶
２・３ ︵略︶
２・３ ︵略︶
第四章
第二節
第一款

︵所掌事務︶
︵所掌事務︶
第二十四条 林野庁は︑前条の任務を達成するため︑第 第二十四条 林野庁は︑前条の任務を達成するため︑第
四条第一項第二号︑第三号︵業務及び会計の検査に係
四条第二号︑第三号︵業務及び会計の検査に係るもの
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任務及び所掌事務

水産庁

るものを除く︒︶︑第四号︑第五号︑第十号から第十
三号まで︑第三十四号︑第三十五号︑第四十号︑第四
十九号︑第五十六号から第六十七号まで及び第八十四
号から第八十七号までに掲げる事務をつかさどる︒
第三節
第一款

任務及び所掌事務

水産庁

を除く︒︶︑第四号︑第五号︑第九号から第十二号ま
で︑第三十三号︑第三十四号︑第四十号︑第四十九号
︑第五十六号から第六十七号まで及び第八十四号から
第八十七号までに掲げる事務をつかさどる︒
第三節
第一款

︵所掌事務︶
︵所掌事務︶
第三十一条 水産庁は︑前条の任務を達成するため︑第 第三十一条 水産庁は︑前条の任務を達成するため︑第
四条第一項第二号︑第三号︵業務及び会計の検査に係
四条第二号︑第三号︵業務及び会計の検査に係るもの
るものを除く︒︶︑第四号︑第五号︑第十号から第十
を除く︒︶︑第四号︑第五号︑第九号から第十二号ま
三号まで︑第三十四号︑第三十五号︑第三十六号︵漁
で︑第三十三号︑第三十四号︑第三十五号︵漁業信用
業信用基金協会の業務の監督︵業務及び会計の検査を
基金協会の業務の監督︵業務及び会計の検査を除く︒
除く︒︶に係るものに限る︒︶︑第四十号︑第四十九
︶に係るものに限る︒︶︑第四十号︑第四十九号︑第
号︑第六十八号から第八十四号まで︑第八十六号及び
六十八号から第八十四号まで︑第八十六号及び第八十
第八十七号に掲げる事務をつかさどる︒
七号に掲げる事務をつかさどる︒

附 則
附 則
１ ︵略︶
１ ︵略︶
２ 農林水産省は︑第三条第一項の任務を達成するため ２ 農林水産省は︑第三条の任務を達成するため︑第四
︑第四条第一項各号に掲げる事務のほか︑当分の間︑
条各号に掲げる事務のほか︑当分の間︑厚生年金保険
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度
制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図る
の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を
ための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の
廃止する等の法律︵平成十三年法律第百一号︶附則第
法律︵平成十三年法律第百一号︶附則第二十五条第三
二十五条第三項に規定する存続組合の行う業務に関す
項に規定する存続組合の行う業務に関する事務をつか
る事務をつかさどる︒
さどる︒
農林水産省は︑第三条第一項の任務を達成するため ３ 農林水産省は︑第三条の任務を達成するため︑第四
︑第四条第一項各号に掲げる事務及び前項に規定する
条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか︑
３
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４

事務のほか︑次の表の上欄に掲げる日までの間︑それ
次の表の上欄に掲げる日までの間︑それぞれ同表の下
ぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる︒
欄に掲げる事務をつかさどる︒
︵略︶
︵略︶
︵略︶
４ ︵略︶
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○

正

案

経済産業省設 置 法 ︵ 平 成 十 一 年 法 律 第 九 十 九 号 ︶ ︵ 第 十 三 条 関 係 ︶

改

︵任務︶
︵任務︶
第三条 ︵略︶
第三条 ︵略︶
２ 前 項 に 定 め る も の の ほ か ︑ 経済産業省 は ︑ 同 項 の 任 ︵ 新 設 ︶
務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事
務を助けることを任務とする︒
経済産業省 は ︑ 前 項 の 任 務 を 遂 行 す る に 当 た り ︑ 内 ︵ 新 設 ︶
閣官房を助けるものとする︒

３

現

︵傍線部分は改正部分︶

行

︵所掌事務︶
︵所掌事務︶
第 四 条 経済産業省 は ︑ 前 条 第 一 項 の 任 務 を 達 成 す る た 第 四 条 経済産業省 は ︑ 前 条 の 任 務 を 達 成 す る た め ︑ 次
め︑次に掲げる事務をつかさどる︒
に掲げる事務をつかさどる︒
一〜六十 ︵略︶
一〜六十 ︵略︶
２ ︵略︶
２ ︵略︶
３ 第一項に定めるもののほか︑経済産業省は︑前条第 ︵新設︶
二項の任務を達成するため︑同条第一項の任務に関連
する特定の内閣の重要政策について︑当該重要政策に
関して閣議において決定された基本的な方針に基づい
て︑行政各部の施策の統一を図るために必要となる企
画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる
︒

︵経済産業局︶
︵経済産業局︶
第十条 経済産業局は︑経済産業省の所掌事務︵第四条 第十条 経済産業局は︑経済産業省の所掌事務︵第四条
第一項第二号︑第十二号︑第十三号︑第四十四号︑第
第一項第二号︑第十二号︑第十三号︑第四十四号︑第
四十七号及び第五十九号に掲げる事務を除く︒︶を分
四十七号及び第五十九号に掲げる事務を除く︒︶を分
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掌し︑並びに消費者庁及び消費者委員会設置法︵平成
掌し︑並びに消費者庁及び消費者委員会設置法︵平成
二十一年法律第四十八号︶第四条第一項各号に掲げる
二十一年法律第四十八号︶第四条各号に掲げる事務の
事務のうち法令の規定により経済産業局に属させられ
うち法令の規定により経済産業局に属させられた事務
た事務をつかさどる︒
をつかさどる︒
２〜４ ︵略︶
２〜４ ︵略︶
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○

正

案

国土交通省設 置 法 ︵ 平 成 十 一 年 法 律 第 百 号 ︶ ︵ 第 十 四 条 関 係 ︶

改

︵任務︶
︵任務︶
第三条 ︵略︶
第三条 ︵略︶
２ 前項に定めるもののほか︑国土交通省は︑同項の任 ︵新設︶
務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事
務を助けることを任務とする︒
国土交通省は︑前項の任務を遂行するに当たり︑内 ︵新設︶
閣官房を助けるものとする︒

３

現

︵傍線部分は改正部分︶

行

︵所掌事務︶
︵所掌事務︶
第四条 国土交通省は︑前条第一項の任務を達成するた 第四条 国土交通省は︑前条の任務を達成するため︑次
め︑次に掲げる事務をつかさどる︒
に掲げる事務をつかさどる︒
一〜百二十八 ︵略︶
一〜百二十八 ︵略︶
２ 前項に定めるもののほか︑国土交通省は︑前条第二 ︵新設︶
項の任務を達成するため︑同条第一項の任務に関連す
る特定の内閣の重要政策について︑当該重要政策に関
して閣議において決定された基本的な方針に基づいて
︑行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画
及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる︒

︵国土地理院︶
︵国土地理院︶
第二十八条 国土地理院は︑第四条第一項第九号︑第十 第二十八条 国土地理院は︑第四条第九号︑第十号︵測
号︵測量業の発達︑改善及び調整に係るものを除く︒
量業の発達︑改善及び調整に係るものを除く︒︶︑第
︶︑第十六号︵測量その他の国土の管理に係るものに
十六号︵測量その他の国土の管理に係るものに限る︒
限る︒︶及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる
︶及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる︒
︒
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２〜４

︵略︶

２〜４

︵略︶

︵地方整備局︶
︵地方整備局︶
第三十一条 地方整備局は︑国土交通省の所掌事務のう 第三十一条 地方整備局は︑国土交通省の所掌事務のう
ち︑次に掲げる事務︵北海道の区域に係るものを除く
ち︑次に掲げる事務︵北海道の区域に係るものを除く
︒︶の全部又は一部を分掌する︒
︒︶の全部又は一部を分掌する︒
一 第四条第一項第一号︑第二十四号︑第三十七号︑
一 第四条第一号︑第二十四号︑第三十七号︑第三十
第三十九号︑第四十号及び第五十二号に規定する政
九号︑第四十号及び第五十二号に規定する政策に係
策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他
る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計
当該計画及び方針の推進に関すること︒
画及び方針の推進に関すること︒
二 第四条第一項第三号︑第六号︑第八号︑第十一号
二 第四条第三号︑第六号︑第八号︑第十一号︑第十
︑第十三号︑第十四号︑第十五号︵油保管施設等の
三号︑第十四号︑第十五号︵油保管施設等の油濁防
油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る︒︶︑
止緊急措置手引書等に係るものに限る︒︶︑第三十
第三十二号から第三十四号まで︑第四十四号︑第四
二号から第三十四号まで︑第四十四号︑第四十五号
十五号︑第四十六号︵自動車車庫に係るものを除く
︑第四十六号︵自動車車庫に係るものを除く︒︶︑
︒︶︑第四十七号から第五十号まで︑第五十三号か
第四十七号から第五十号まで︑第五十三号から第五
ら第五十五号まで︑第五十七号から第六十二号まで
十五号まで︑第五十七号から第六十二号まで︑第六
︑第六十四号から第六十六号まで︑第六十九号︵基
十四号から第六十六号まで︑第六十九号︵基準の設
準の設定に係るものを除く︒︶︑第七十号︑第七十
定に係るものを除く︒︶︑第七十号︑第七十一号︑
一号︑第百一号から第百三号まで︑第百十二号︵基
第百一号から第百三号まで︑第百十二号︵基準の設
準の設定に係るものを除く︒︶︑第百十三号︑第百
定に係るものを除く︒︶︑第百十三号︑第百十四号
十四号︑第百十六号︑第百二十四号︵運輸技術及び
︑第百十六号︑第百二十四号︵運輸技術及び気象業
気象業務に関連する技術に係るものを除く︒︶及び
務に関連する技術に係るものを除く︒︶及び第百二
第百二十八号に掲げる事務
十八号に掲げる事務
三・四 ︵略︶
三・四 ︵略︶
五 第四条第一項第五十六号に規定する施策に関する
五 第四条第五十六号に規定する施策に関する調査及
調査及び調整その他当該施策の推進に関すること︒
び調整その他当該施策の推進に関すること︒
六 ︵略︶
六 ︵略︶
︵略︶
２ ︵略︶
２
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︵北海道開発局︶
︵北海道開発局︶
第三十三条 北海道開発局は︑国土交通省の所掌事務の 第三十三条 北海道開発局は︑国土交通省の所掌事務の
うち︑北海道の区域に係る次に掲げる事務を分掌する
うち︑北海道の区域に係る次に掲げる事務を分掌する
︒
︒
一 第四条第一項第一号︑第二十四号及び第三十九号
一 第四条第一号︑第二十四号及び第三十九号から第
から第四十一号までに規定する政策に係る計画及び
四十一号までに規定する政策に係る計画及び方針に
方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針
関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進
の推進に関すること︒
に関すること︒
二 第四条第一項第三号︑第六号︑第八号︑第十一号
二 第四条第三号︑第六号︑第八号︑第十一号︑第十
︑第十三号︑第十四号︑第十五号︵油保管施設等の
三号︑第十四号︑第十五号︵油保管施設等の油濁防
油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る︒︶︑
止緊急措置手引書等に係るものに限る︒︶︑第三十
第三十二号から第三十四号まで︑第四十四号︑第四
二号から第三十四号まで︑第四十四号︑第四十五号
十五号︑第四十六号︵自動車車庫に係るものを除く
︑第四十六号︵自動車車庫に係るものを除く︒︶︑
︒︶︑第四十七号から第五十号まで︑第五十三号か
第四十七号から第五十号まで︑第五十三号から第五
ら第五十五号まで︑第五十七号から第六十二号まで
十五号まで︑第五十七号から第六十二号まで︑第六
︑第六十四号から第六十六号まで︑第六十九号︵基
十四号から第六十六号まで︑第六十九号︵基準の設
準の設定に係るものを除く︒︶︑第七十号︑第七十
定に係るものを除く︒︶︑第七十号︑第七十一号︑
一号︑第百一号から第百三号まで︑第百十二号︵基
第百一号から第百三号まで︑第百十二号︵基準の設
準の設定に係るものを除く︒︶︑第百十三号︑第百
定に係るものを除く︒︶︑第百十三号︑第百十四号
十四号︑第百十六号︑第百二十四号︵運輸技術及び
︑第百十六号︑第百二十四号︵運輸技術及び気象業
気象業務に関連する技術に係るものを除く︒︶及び
務に関連する技術に係るものを除く︒︶及び第百二
第百二十八号に掲げる事務
十八号に掲げる事務
三・四 ︵略︶
三・四 ︵略︶
五 第四条第一項第五十六号に規定する施策に関する
五 第四条第五十六号に規定する施策に関する調査及
調査及び調整その他当該施策の推進に関すること︒
び調整その他当該施策の推進に関すること︒
六 ︵略︶
六 ︵略︶
２〜５ ︵略︶
２〜５ ︵略︶

︵地方運輸局︶
︵地方運輸局︶
第三十五条 地方運輸局は︑国土交通省の所掌事務のう 第三十五条 地方運輸局は︑国土交通省の所掌事務のう
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ち︑第四条第一項第五号︑第十五号︵油保管施設等の
ち︑第四条第五号︑第十五号︵油保管施設等の油濁防
油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く︒︶︑第
止緊急措置手引書等に係るものを除く︒︶︑第十七号
十七号から第十九号まで︑第二十一号から第二十三号
から第十九号まで︑第二十一号から第二十三号まで︑
まで︑第四十六号︵自動車車庫に係るものに限る︒︶
第四十六号︵自動車車庫に係るものに限る︒︶︑第七
︑第七十二号から第七十四号まで︑第七十五号︵運輸
十二号から第七十四号まで︑第七十五号︵運輸安全委
安全委員会の所掌に属するものを除く︒︶︑第七十六
員会の所掌に属するものを除く︒︶︑第七十六号から
号から第九十三号まで︑第九十五号から第九十九号ま
第九十三号まで︑第九十五号から第九十九号まで︑第
で︑第百号︵運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設
百号︵運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法︵
置法︵昭和四十八年法律第百十三号︶第五条第五号及
昭和四十八年法律第百十三号︶第五条第五号及び第六
び第六号に規定する調査に対する援助に係るものに限
号に規定する調査に対する援助に係るものに限る︒︶
る︒︶︑第百十四号︑第百十六号及び第百二十八号に
︑第百十四号︑第百十六号及び第百二十八号に掲げる
掲げる事務を分掌する︒
事務を分掌する︒
２・３ ︵略︶
２・３ ︵略︶

︵地方航空局︶
︵地方航空局︶
第三十八条 地方航空局は︑国土交通省の所掌事務のう 第三十八条 地方航空局は︑国土交通省の所掌事務のう
ち︑第四条第一項第百四号︑第百六号から第百八号ま
ち︑第四条第百四号︑第百六号から第百八号まで︑第
で︑第百九号︵空港等に関する国の直轄の土木施設の
百九号︵空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及
整備及び災害復旧に係るものを除く︒︶︑第百十号︵
び災害復旧に係るものを除く︒︶︑第百十号︵航空路
航空路︑航空交通管制︵航空路管制及び進入管制に限
︑航空交通管制︵航空路管制及び進入管制に限る︒︶
る︒︶及び飛行計画の承認に係るものを除く︒︶︑第
及び飛行計画の承認に係るものを除く︒︶︑第百十一
百十一号︵運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置
号︵運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五
法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援
条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に係
助に係るものに限る︒︶︑第百十四号及び第百二十八
るものに限る︒︶︑第百十四号及び第百二十八号に掲
号に掲げる事務を分掌する︒
げる事務を分掌する︒
︵略︶
２ ︵略︶

２

︵航空交通管制部︶
︵航空交通管制部︶
第四十条 航空交通管制部は︑国土交通省の所掌事務の 第四十条 航空交通管制部は︑国土交通省の所掌事務の
うち︑第四条第一項第百十号︵航空交通管制︵航空路
うち︑第四条第百十号︵航空交通管制︵航空路管制及
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管制及び進入管制に限る︒︶及び飛行計画の承認に係
び進入管制に限る︒︶及び飛行計画の承認に係るもの
るものに限る︒︶及び第百二十八号に掲げる事務の全
に限る︒︶及び第百二十八号に掲げる事務の全部又は
部又は一部を分掌する︒
一部を分掌する︒
２〜６ ︵略︶
２〜６ ︵略︶

︵所掌事務︶
︵所掌事務︶
第四十四条 観光庁は︑前条の任務を達成するため︑第 第四十四条 観光庁は︑前条の任務を達成するため︑第
四条第一項第二十一号から第二十三号まで︑第百二十
四条第二十一号から第二十三号まで︑第百二十五号及
五号及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる︒
び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる︒

︵所掌事務︶
︵所掌事務︶
第四十七条 気象庁は︑前条の任務を達成するため︑第 第四十七条 気象庁は︑前条の任務を達成するため︑第
四条第一項第十六号︑第百十九号から第百二十二号ま
四条第十六号︑第百十九号から第百二十二号まで︑第
で︑第百二十四号から第百二十六号まで及び第百二十
百二十四号から第百二十六号まで及び第百二十八号に
八号に掲げる事務をつかさどる︒
掲げる事務をつかさどる︒

︵管区気象台等︶
︵管区気象台等︶
第四十九条 管区気象台等︵管区気象台及び沖縄気象台 第四十九条 管区気象台等︵管区気象台及び沖縄気象台
をいう︒以下同じ︒︶は︑気象庁の所掌事務のうち︑
をいう︒以下同じ︒︶は︑気象庁の所掌事務のうち︑
第四条第一項第百二十号︑第百二十一号︵地球磁気及
第四条第百二十号︑第百二十一号︵地球磁気及び地球
び地球電気に関するものを除く︒︶︑第百二十二号及
電気に関するものを除く︒︶︑第百二十二号及び第百
び第百二十八号に掲げる事務を分掌する︒
二十八号に掲げる事務を分掌する︒
２〜７ ︵略︶
２〜７ ︵略︶

附 則
附 則
︵所掌事務の特例︶
︵所掌事務の特例︶
第二条 国土交通省は︑第三条第一項の任務を達成する 第二条 国土交通省は︑第三条の任務を達成するため︑
ため︑第四条第一項各号に掲げる事務のほか︑次の表
第四条各号に掲げる事務のほか︑次の表の上欄に掲げ
の上欄に掲げる日までの間︑それぞれ同表の下欄に掲
る日までの間︑それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつ
げる事務をつかさどる︒
かさどる︒
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︵略︶
︵略︶
２ 国土交通省は︑第三条第一項の任務を達成するため ２ 国土交通省は︑第三条の任務を達成するため︑第四
︑第四条第一項各号及び前項の表の下欄に掲げる事務
条各号及び前項の表の下欄に掲げる事務のほか︑当分
のほか︑当分の間︑日本国有鉄道の改革に関する事務
の間︑日本国有鉄道の改革に関する事務︑自動車損害
︑自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保
賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法
険特別会計法の一部を改正する法律︵平成十三年法律
の一部を改正する法律︵平成十三年法律第八十三号︶
第八十三号︶附則第二条第一項の規定によりなおその
附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有する
効力を有することとされた同法第一条の規定による改
こととされた同法第一条の規定による改正前の自動車
正前の自動車損害賠償保障法︵昭和三十年法律第九十
損害賠償保障法︵昭和三十年法律第九十七号︶の規定
七号︶の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る
に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠
自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責
償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事
任共済保険事業に関する事務並びに特定タンカーに係
業に関する事務並びに特定タンカーに係る特定賠償義
る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法︵
務履行担保契約等に関する特別措置法︵平成二十四年
平成二十四年法律第五十二号︶第三条第一項に規定す
法律第五十二号︶第三条第一項に規定する特定保険者
る特定保険者交付金交付契約に関する事務をつかさど
交付金交付契約に関する事務をつかさどる︒
る︒
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○

正

案

環境省設 置 法 ︵ 平 成 十 一 年 法 律 第 百 一 号 ︶ ︵ 第 十 五 条 関 係 ︶

改

︵任務︶
︵任務︶
第三条 ︵略︶
第三条 ︵略︶
２ 前項に定めるもののほか︑環境省は︑同項の任務に ︵新設︶
関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を
助けることを任務とする︒
環境省は︑前項の任務を遂行するに当たり︑内閣官 ︵新設︶
房を助けるものとする︒

３

現

︵傍線部分は改正部分︶

行

︵所掌事務︶
︵所掌事務︶
第四条 環境省は︑前条第一項の任務を達成するため︑ 第四条 環境省は︑前条の任務を達成するため︑次に掲
次に掲げる事務をつかさどる︒
げる事務をつかさどる︒
一〜二十五 ︵略︶
一〜二十五 ︵略︶
２ 前項に定めるもののほか︑環境省は︑前条第二項の ︵新設︶
任務を達成するため︑同条第一項の任務に関連する特
定の内閣の重要政策について︑当該重要政策に関して
閣議において決定された基本的な方針に基づいて︑行
政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び
立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる︒

︵地方環境事務所︶
︵地方環境事務所︶
第十二条 ︵略︶
第十二条 ︵略︶
２ 地方環境事務所は︑環境省の所掌事務のうち︑第四 ２ 地方環境事務所は︑環境省の所掌事務のうち︑第四
条第一項第五号︑第六号︑第八号から第十四号まで︑
条第五号︑第六号︑第八号から第十四号まで︑第十六
第十六号から第二十二号まで及び第二十五号に掲げる
号から第二十二号まで及び第二十五号に掲げる事務を
事務を分掌する︒
分掌する︒
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３・４

︵略︶

３・４

︵略︶
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○

正

案

︵新設︶

現

︵傍線部分は改正部分︶

行

︵任務︶
第三条 ︵略︶
２ 防衛省は︑前項に規定する任務のほか︑条約に基づ
く外国軍隊の駐留及び日本国とアメリカ合衆国との間
の相互防衛援助協定︵以下﹁相互防衛援助協定﹂とい
う︒︶の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の本
邦における遂行に伴う事務で他の行政機関の所掌に属
しないものを適切に行うことを任務とする︒
︵新設︶

防衛省設 置 法 ︵ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ︶ ︵ 第 十 六 条 関 係 ︶

改
︵任務︶
第三条 ︵略︶
２ 前項に定めるもののほか︑防衛省は︑条約に基づく
外国軍隊の駐留及び日本国とアメリカ合衆国との間の
相互防衛援助協定︵以下﹁相互防衛援助協定﹂という
︒︶の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の本邦
における遂行に伴う事務で他の行政機関の所掌に属し
ないものを適切に行うことを任務とする︒
３ 前二項に定めるもののほか︑防衛省は︑前二項の任
務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事
務を助けることを任務とする︒
４ 防衛省は︑前項の任務を遂行するに当たり︑内閣官
房を助けるものとする︒

︵所掌事務︶
︵所掌事務︶
第四条 防衛省は︑次に掲げる事務をつかさどる︒
第四条 防衛省は︑次に掲げる事務をつかさどる︒
一〜二十三 ︵略︶
一〜二十三 ︵略︶
二十四 駐留軍及び相互防衛援助協定に規定するアメ
二十四 駐留軍及び相互防衛援助協定に規定するアメ
リカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国
リカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国
政府の職員︵次号において﹁駐留軍等﹂という︒︶
政府の職員︵以下この条において﹁駐留軍等﹂とい
による又はそのための物品及び役務の調達に関する
う︒︶による又はそのための物品及び役務の調達に
契約から生ずる紛争の処理に関すること︒
関する契約から生ずる紛争の処理に関すること︒
二十五 駐留軍等及び諸機関︵日本国とアメリカ合衆
二十五 駐留軍等及び諸機関︵日本国とアメリカ合衆
国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づ
国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づ
く施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の
く施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の
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地位に関する協定︵以下この項において﹁合衆国軍
地位に関する協定︵以下この条において﹁合衆国軍
協定﹂という︒︶第十五条第一項 に規定する諸機
協定﹂という︒︶第十五条第一項 に規定する諸機
関をいう︒︶のために労務に服する者の雇入れ︑提
関をいう︒︶のために労務に服する者の雇入れ︑提
供︑解雇︑労務管理︑給与及び福利厚生に関するこ
供︑解雇︑労務管理︑給与及び福利厚生に関するこ
と︒
と︒
二十六〜三十四 ︵略︶
二十六〜三十四 ︵略︶
２ 前項に定めるもののほか︑防衛省は︑前条第三項の ︵新設︶
任務を達成するため︑同条第一項及び第二項の任務に
関連する特定の内閣の重要政策について︑当該重要政
策に関して閣議において決定された基本的な方針に基
づいて︑行政各部の施策の統一を図るために必要とな
る企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさ
どる︒

(a)

︵内部部局の所掌事務︶
︵内部部局の所掌事務︶
第八条 内部部局は︑次に掲げる事務をつかさどる︒
第八条 内部部局は︑次に掲げる事務をつかさどる︒
一 第四条第一項第一号に掲げる事務に関する基本及
一 第四条第一号に掲げる事務に関する基本及び調整
び調整に関すること︒
に関すること︒
二 第四条第一項第二号及び第三号に掲げる事務に関
二 第四条第二号及び第三号に掲げる事務に関する基
する基本に関すること︒
本に関すること︒
三 ︵略︶
三 ︵略︶
四 第四条第一項第五号︑第七号︑第十一号︑第十二
四 第四条第五号︑第七号︑第十一号︑第十二号︑第
号︑第十六号及び第十九号から第三十二号までに掲
十六号及び第十九号から第三十二号までに掲げる事
げる事務
務
五 第四条第一項第六号及び第八号から第十号までに
五 第四条第六号及び第八号から第十号までに掲げる
掲げる事務に関する基本に関すること︒
事務に関する基本に関すること︒
六 第四条第一項第一号から第三号まで︑第六号︑第
六 第四条第一号から第三号まで︑第六号︑第九号︑
九号︑第十三号及び第十四号に掲げる事務のうち︑
第十三号及び第十四号に掲げる事務のうち︑これら
これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地
の事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共
方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関
団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関するこ
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(a)

２

すること︒
七・八 ︵略︶
前項に定めるもののほか︑内部部局は︑第四条第二
項に規定する事務をつかさどる︒

４

と︒
七・八 ︵略︶
︵新設︶

︵地方防衛局︶
第三十一条 ︵略︶
２ 地方防衛局は︑防衛省の所掌事務のうち︑次に掲げ
る事務を分掌する︒
一 第四条第五号から第七号まで︑第九号から第十三
号まで︑第十六号︑第十九号から第三十一号まで及
び第三十四号に掲げる事務の全部又は一部
二 第四条第一号から第三号まで及び第十四号に掲げ
る事務のうち︑これらの事務を円滑かつ効果的に実
施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び
協力の確保に関すること︒
３ 地方防衛局は︑前項の規定により分掌する事務のう
ち︑第三十七条に規定するもの︵第四条第十三号及び
第三十四号に係るものに限る︒︶については︑防衛装
備庁長官の指揮監督を受けるものとする︒
︵略︶

︵情報本部︶
︵情報本部︶
第二十八条 情報本部は︑第四条第一項第一号から第三 第二十八条 情報本部は︑第四条第一号から第三号まで
号までに掲げる事務に必要な情報の収集整理一般に関
に掲げる事務に必要な情報の収集整理一般に関する事
する事務をつかさどる︒
務をつかさどる︒
２・３ ︵略︶
２・３ ︵略︶
︵地方防衛局︶
第三十一条 ︵略︶
２ 地方防衛局は︑防衛省の所掌事務のうち︑次に掲げ
る事務を分掌する︒
一 第四条第一項第五号から第七号まで︑第九号から
第十三号まで︑第十六号︑第十九号から第三十一号
まで及び第三十四号に掲げる事務の全部又は一部
二 第四条第一項第一号から第三号まで及び第十四号
に掲げる事務のうち︑これらの事務を円滑かつ効果
的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理
解及び協力の確保に関すること︒
３ 地方防衛局は︑前項の規定により分掌する事務のう
ち︑第三十七条に規定するもの︵第四条第一項第十三
号及び第三十四号に係るものに限る︒︶については︑
防衛装備庁長官の指揮監督を受けるものとする︒
︵略︶
４

︵所掌事務︶
︵所掌事務︶
第三十七条 防衛装備庁は︑前条の任務を達成するため 第三十七条 防衛装備庁は︑前条の任務を達成するため
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︑第四条第一項第五号から第七号まで︑第九号から第
十一号まで︑第十三号から第十五号まで及び第三十二
号から第三十四号までに掲げる事務︵第八条第一項第
六号に掲げるものを除く︒︶をつかさどる︒

︑第四条第五号から第七号まで︑第九号から第十一号
まで︑第十三号から第十五号まで及び第三十二号から
第三十四号までに掲げる事務︵第八条第六号に掲げる
ものを除く︒︶をつかさどる︒

︵略︶
３ ︵略︶
︵職員の身分取扱いの特例︶
４ 第四十一条の規定の適用については︑平成三十年五
月十六日までの間︑同条中﹁第四条第二十四号又は第
二十五号に掲げる事務﹂とあるのは︑﹁第四条第二十
四号に掲げる事務又は同条第二十五号に掲げる事務若
しくは駐留軍関係離職者等臨時措置法︵昭和三十三年

附 則
１ ︵略︶
︵所掌事務の特例︶
２ 防衛省は︑第四条各号に掲げる事務のほか︑次の表
の上欄に掲げる期間︑それぞれ同表の下欄に掲げる事
務をつかさどる︒

︵職員の身分取扱い︶
︵職員の身分取扱い︶
第四十一条 この法律に定めるもののほか︑防衛省に置 第四十一条 この法律に定めるもののほか︑防衛省に置
かれる職員︵防衛省に置かれる審議会︑審査会その他
かれる職員︵防衛省に置かれる審議会︑審査会その他
の合議制の機関で政令で定めるものの委員及び第四条
の合議制の機関で政令で定めるものの委員及び第四条
第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事
第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職
する職員で政令で定めるものを除く︒︶の任免︑分限
員で政令で定めるものを除く︒︶の任免︑分限︑懲戒
︑懲戒︑服務その他人事管理に関する事項並びに階級
︑服務その他人事管理に関する事項並びに階級及び服
及び服制は︑自衛隊法︵これに基づく命令を含む︒︶
制は︑自衛隊法︵これに基づく命令を含む︒︶の定め
の定めるところによる︒
るところによる︒
附 則
１ ︵略︶
︵所掌事務の特例︶
２ 防衛省は︑第四条第一項各号に掲げる事務及び同条
第二項に規定する事務のほか︑次の表の上欄に掲げる
期間︑それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる
︒
︵略︶
３ ︵略︶
︵職員の身分取扱いの特例︶
４ 第四十一条の規定の適用については︑平成三十年五
月十六日までの間︑同条中﹁第四条第一項第二十四号
又は第二十五号に掲げる事務﹂とあるのは︑﹁第四条
第一項第二十四号に掲げる事務又は同項第二十五号に
掲げる事務若しくは駐留軍関係離職者等臨時措置法︵
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５

昭和三十三年法律第百五十八号︶の規定による特別給
法律第百五十八号︶の規定による特別給付金に関する
付金に関する事務﹂とする︒
事務﹂とする︒
︵略︶
５ ︵略︶
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○

正

案

交通安全対策基本法︵昭和四十五年法律第百十号︶︵第十七条関係︶

改

現

︵傍線部分は改正部分︶

行

︵中央交通安全対策会議の組織等︶
︵中央交通安全対策会議の組織等︶
第十五条 ︵略︶
第十五条 ︵略︶
２ ︵略︶
２ ︵略︶
３ 委員は︑次に掲げる者をもつて充てる︒
３ 委員は︑内閣官房長官︑指定行政機関の長及び内閣
府設置法第九条第一項に規定する特命担当大臣のうち
から内閣総理大臣が任命する者をもつて充てる︒
一 内閣官房長官
︵新設︶
二 国家公安委員会委員長
︵新設︶
三 国土交通大臣
︵新設︶
四 前二号に掲げる者のほか︑指定行政機関の長及び
︵新設︶
内閣府設置法第九条第一項に規定する特命担当大臣
のうちから内閣総理大臣が任命する者
４ ︵略︶
４ ︵略︶
５ 中央交通安全対策会議の庶務は︑内閣府本府におい ５ 中央交通安全対策会議の庶務は︑内閣府において総
て警察庁及び国土交通省の協力を得て総括し︑及び処
括し︑及び処理する︒ただし︑海上交通及び航空交通
理する︒ただし︑海上交通及び航空交通の安全に関す
の安全に関する事項に係るものについては︑内閣府と
る事項に係るものについては︑内閣府本府と国土交通
国土交通省において共同して処理する︒
省において共同して処理する︒
︵略︶
６ ︵略︶
６

︵交通安全基本計画の作成及び公表等︶
︵交通安全基本計画の作成及び公表等︶
第二十二条 ︵略︶
第二十二条 ︵略︶
２ 交通安全基本計画は︑次に掲げる事項について定め ２ 交通安全基本計画は︑次の各号に掲げる事項につい
るものとする︒
て定めるものとする︒
一・二 ︵略︶
一・二 ︵略︶
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３ 国家公安委員会及び国土交通大臣は︑中央交通安全 ︵新設︶
対策会議が第一項の規定により交通安全基本計画を作
成するに当たり︑前項各号に掲げる事項のうちそれぞ
れの所掌に属するものに関する部分の交通安全基本計
画の案を作成し︑中央交通安全対策会議に提出しなけ
ればならない︒
４ 中央交通安全対策会議は︑第一項の規定により交通 ３ 中央交通安全対策会議は︑第一項の規定により交通
安全基本計画を作成したときは︑速やかに︑これを内
安全基本計画を作成したときは︑すみやかに︑これを
閣総理大臣に報告し︑並びに指定行政機関の長︵指定
内閣総理大臣に報告し︑並びに指定行政機関の長︵指
行政機関が委員会である場合にあつては︑指定行政機
定行政機関が委員会である場合にあつては︑指定行政
関︒以下同じ︒︶及び都道府県知事に通知するととも
機関︒以下同じ︒︶及び都道府県知事に通知するとと
に︑その要旨を公表しなければならない︒
もに︑その要旨を公表しなければならない︒
５ 前二項の規定は︑交通安全基本計画の変更について ４ 前項の規定は︑交通安全基本計画の変更について準
準用する︒
用する︒
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○

正

案

現

中心市街地の活性化に関する法律︵平成十年法律第九十二号︶︵第十八条関係︶

改

︵傍線部分は改正部分︶

行

︵事務︶
本部に関する事務は︑内閣府において処理 第七十三条 本部に関する事務は︑内閣官房において処
理し︑命を受けて内閣官房副長官補が掌理する︒

︵資料の提出その他の協力︶
︵資料の提出その他の協力︶
第七十二条 本部は︑その所掌事務を遂行するため必要 第七十二条 本部は︑その所掌事務を遂行するため必要
があると認めるときは︑国の行政機関︑地方公共団体
があると認めるときは︑国の行政機関︑地方公共団体
︑独立行政法人︵独立行政法人通則法︵平成十一年法
︑独立行政法人︵独立行政法人通則法︵平成十一年法
律第百三号︶第二条第一項に規定する独立行政法人を
律第百三号︶第二条第一項に規定する独立行政法人を
いう︒︶及び地方独立行政法人︵地方独立行政法人法
いう︒︶及び地方独立行政法人︵地方独立行政法人法
︵平成十五年法律第百十八号︶第二条第一項に規定す
︵平成十五年法律第百十八号︶第二条第一項に規定す
る地方独立行政法人をいう︒︶の長並びに特殊法人︵
る地方独立行政法人をいう︒︶の長並びに特殊法人︵
法律により直接に設立された法人又は特別の法律によ
法律により直接に設立された法人又は特別の法律によ
り特別の設立行為をもって設立された法人であって︑
り特別の設立行為をもって設立された法人であって︑
総務省設置法︵平成十一年法律第九十一号︶第四条第
総務省設置法︵平成十一年法律第九十一号︶第四条第
一項第九号の規定の適用を受けるものをいう︒︶の代
十五号の規定の適用を受けるものをいう︒︶の代表者
表者に対して︑資料の提出︑意見の表明︑説明その他
に対して︑資料の提出︑意見の表明︑説明その他必要
必要な協力を求めることができる︒
な協力を求めることができる︒
︵略︶
２ ︵略︶

２
︵事務︶
第七十三条
する︒
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○

案

都市再生特別措置法︵平成十四年法律第二十二号︶︵第十九条関係︶

正

現

︵傍線部分は改正部分︶

行

︵都市再生緊急整備協議会︶
第十九条 ︵略︶
２〜
︵略︶
協議会の庶務は︑内閣官房において処理する︒
11

10
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改

︵資料の提出その他の協力︶
︵資料の提出その他の協力︶
第十条 本部は︑その所掌事務を遂行するため必要があ 第十条 本部は︑その所掌事務を遂行するため必要があ
ると認めるときは︑国の行政機関︑地方公共団体︑独
ると認めるときは︑国の行政機関︑地方公共団体︑独
立行政法人︵独立行政法人通則法︵平成十一年法律第
立行政法人︵独立行政法人通則法︵平成十一年法律第
百三号︶第二条第一項に規定する独立行政法人をいう
百三号︶第二条第一項に規定する独立行政法人をいう
︒以下同じ︒︶及び地方独立行政法人︵地方独立行政
︒以下同じ︒︶及び地方独立行政法人︵地方独立行政
法人法︵平成十五年法律第百十八号︶第二条第一項に
法人法︵平成十五年法律第百十八号︶第二条第一項に
規定する地方独立行政法人をいう︒以下同じ︒︶の長
規定する地方独立行政法人をいう︒以下同じ︒︶の長
並びに特殊法人︵法律により直接に設立された法人又
並びに特殊法人︵法律により直接に設立された法人又
は特別の法律により特別の設立行為をもって設立され
は特別の法律により特別の設立行為をもって設立され
た法人であって︑総務省設置法︵平成十一年法律第九
た法人であって︑総務省設置法︵平成十一年法律第九
十一号︶第四条第一項第九号の規定の適用を受けるも
十一号︶第四条第十五号の規定の適用を受けるものを
のをいう︒以下同じ︒︶の代表者に対して︑資料の提
いう︒以下同じ︒︶の代表者に対して︑資料の提出︑
出︑意見の開陳︑説明その他必要な協力を求めること
意見の開陳︑説明その他必要な協力を求めることがで
ができる︒
きる︒
︵略︶
２ ︵略︶

２

10

︵事務︶
︵事務︶
第十一条 本部に関する事務は︑内閣府において処理す 第十一条 本部に関する事務は︑内閣官房において処理
る︒
し︑命を受けて内閣官房副長官補が掌理する︒
︵都市再生緊急整備協議会︶
第十九条 ︵略︶
２〜
︵略︶
協議会の庶務は︑内閣府において処理する︒
11

12
︵略︶
12
︵略︶
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○

正

案

知的財産基本法︵平成十四年法律第百二十二号︶︵第二十条関係︶

改

︵事務︶

現

︵傍線部分は改正部分︶

行

︵定義︶
︵定義︶
第二条 ︵略︶
第二条 ︵略︶
２ ︵略︶
２ ︵略︶
３ この法律で﹁大学等﹂とは︑大学及び高等専門学校 ３ この法律で﹁大学等﹂とは︑大学及び高等専門学校
︵学校教育法︵昭和二十二年法律第二十六号︶第一条
︵学校教育法︵昭和二十二年法律第二十六号︶第一条
に規定する大学及び高等専門学校をいう︒第七条第三
に規定する大学及び高等専門学校をいう︒第七条第三
項において同じ︒︶︑大学共同利用機関︵国立大学法
項において同じ︒︶︑大学共同利用機関︵国立大学法
人法︵平成十五年法律第百十二号︶第二条第四項に規
人法︵平成十五年法律第百十二号︶第二条第四項に規
定する大学共同利用機関をいう︒第七条第三項におい
定する大学共同利用機関をいう︒第七条第三項におい
て同じ︒︶︑独立行政法人︵独立行政法人通則法︵平
て同じ︒︶︑独立行政法人︵独立行政法人通則法︵平
成十一年法律第百三号︶第二条第一項に規定する独立
成十一年法律第百三号︶第二条第一項に規定する独立
行政法人をいう︒第三十条第一項において同じ︒︶及
行政法人をいう︒第三十条第一項において同じ︒︶及
び地方独立行政法人︵地方独立行政法人法︵平成十五
び地方独立行政法人︵地方独立行政法人法︵平成十五
年法律第百十八号︶第二条第一項に規定する地方独立
年法律第百十八号︶第二条第一項に規定する地方独立
行政法人をいう︒第三十条第一項において同じ︒︶で
行政法人をいう︒第三十条第一項において同じ︒︶で
あって試験研究に関する業務を行うもの︑特殊法人︵
あって試験研究に関する業務を行うもの︑特殊法人︵
法律により直接に設立された法人又は特別の法律によ
法律により直接に設立された法人又は特別の法律によ
り特別の設立行為をもって設立された法人であって︑
り特別の設立行為をもって設立された法人であって︑
総務省設置法︵平成十一年法律第九十一号︶第四条第
総務省設置法︵平成十一年法律第九十一号︶第四条第
一項第九号の規定の適用を受けるものをいう︒第三十
十五号の規定の適用を受けるものをいう︒第三十条第
条第一項において同じ︒︶であって研究開発を目的と
一項において同じ︒︶であって研究開発を目的とする
するもの並びに国及び地方公共団体の試験研究機関を
もの並びに国及び地方公共団体の試験研究機関をいう
いう︒
︒
︵事務︶
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第三十一条
する︒

本部に関する事務は︑内閣府において処理 第三十一条 本部に関する事務は︑内閣官房において処
理し︑命を受けて内閣官房副長官補が掌理する︒
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○

正

案

構造改革特別区域法︵平成十四年法律第百八十九号︶︵第二十一条関係︶

改

現

︵傍線部分は改正部分︶

行

︵事務︶
本部に関する事務は︑内閣府において処理 第四十四条 本部に関する事務は︑内閣官房において処
理し︑命を受けて内閣官房副長官補が掌理する︒

︵資料の提出その他の協力︶
︵資料の提出その他の協力︶
第四十三条 本部は︑その所掌事務を遂行するため必要 第四十三条 本部は︑その所掌事務を遂行するため必要
があると認めるときは︑国の行政機関︑地方公共団体
があると認めるときは︑国の行政機関︑地方公共団体
︑独立行政法人︵独立行政法人通則法︵平成十一年法
︑独立行政法人︵独立行政法人通則法︵平成十一年法
律第百三号︶第二条第一項に規定する独立行政法人を
律第百三号︶第二条第一項に規定する独立行政法人を
いう︒︶及び地方独立行政法人︵地方独立行政法人法
いう︒︶及び地方独立行政法人︵地方独立行政法人法
︵平成十五年法律第百十八号︶第二条第一項に規定す
︵平成十五年法律第百十八号︶第二条第一項に規定す
る地方独立行政法人をいう︒︶の長並びに特殊法人︵
る地方独立行政法人をいう︒︶の長並びに特殊法人︵
法律により直接に設立された法人又は特別の法律によ
法律により直接に設立された法人又は特別の法律によ
り特別の設立行為をもって設立された法人であって︑
り特別の設立行為をもって設立された法人であって︑
総務省設置法︵平成十一年法律第九十一号︶第四条第
総務省設置法︵平成十一年法律第九十一号︶第四条第
一項第九号の規定の適用を受けるものをいう︒︶の代
十五号の規定の適用を受けるものをいう︒︶の代表者
表者に対して︑資料の提出︑意見の表明︑説明その他
に対して︑資料の提出︑意見の表明︑説明その他必要
必要な協力を求めることができる︒
な協力を求めることができる︒
︵略︶
２ ︵略︶

２
︵事務︶
第四十四条
する︒
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○

正

案

現

情報公開・個人情報保護審査会設置法︵平成十五年法律第六十号︶︵第二十二条関係︶

改

︵傍線部分は改正部分︶

行

︵設置︶
︵設置︶
第二条 次に掲げる法律の規定による諮問に応じ審査請 第二条 次に掲げる法律の規定による諮問に応じ審査請
求について調査審議するため︑総務省に︑情報公開・
求について調査審議するため︑内閣府に︑情報公開・
個人情報保護審査会︵以下﹁審査会﹂という︒︶を置
個人情報保護審査会︵以下﹁審査会﹂という︒︶を置
く︒
く︒
一〜四 ︵略︶
一〜四 ︵略︶
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○

正

案

統計法︵平成十九年法律第五十三号︶︵第二十二条関係︶

改

現

︵傍線部分は改正部分︶

行

︵設置︶
︵設置︶
第四十四条 総務省に︑統計委員会︵以下﹁委員会﹂と 第四十四条 内閣府に︑統計委員会︵以下﹁委員会﹂と
いう︒︶を置く︒
いう︒︶を置く︒
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○

正

案

現

︵傍線部分は改正部分︶

行

︵会長︶
第二十六条 会長は︑内閣官房長官をもって充てる︒
２・３ ︵略︶

犯罪被害者等基本法︵平成十六年法律第百六十一号︶︵第二十三条関係︶

改
︵会長︶
第二十六条 会長は︑内閣総理大臣をもって充てる︒
２・３ ︵略︶

︵委員︶
︵委員︶
第二十七条 委員は︑次に掲げる者をもって充てる︒
第二十七条 委員は︑次に掲げる者をもって充てる︒
一 国家公安委員会委員長
︵新設︶
二 国家公安委員会委員長以外の国務大臣のうちから
一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから︑内閣総
︑内閣総理大臣が指定する者
理大臣が指定する者
三 ︵略︶
二 ︵略︶
前項第三号の委員は︑非常勤とする︒
２ 前項第二号の委員は︑非常勤とする︒
２

︵委員の任期︶
︵委員の任期︶
第二十八条 前条第一項第三号の委員の任期は︑二年と 第二十八条 前条第一項第二号の委員の任期は︑二年と
する︒ただし︑補欠の委員の任期は︑前任者の残任
する︒ただし︑補欠の委員の任期は︑前任者の残任期
期間とする︒
間とする︒
２ 前条第一項第三号の委員は︑再任されることができ ２ 前条第一項第二号の委員は︑再任されることができ
る︒
る︒
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○

正

案

地域再生法︵平成十七年法律第二十四号︶︵第二十四条関係︶

改

現

︵傍線部分は改正部分︶

行

︵事務︶
本部に関する事務は︑内閣府において処理 第三十一条 本部に関する事務は︑内閣官房において処
理し︑命を受けて内閣官房副長官補が掌理する︒

︵資料の提出その他の協力︶
︵資料の提出その他の協力︶
第三十条 本部は︑その所掌事務を遂行するため必要が 第三十条 本部は︑その所掌事務を遂行するため必要が
あると認めるときは︑国の行政機関︑地方公共団体︑
あると認めるときは︑国の行政機関︑地方公共団体︑
独立行政法人︵独立行政法人通則法︵平成十一年法律
独立行政法人︵独立行政法人通則法︵平成十一年法律
第百三号︶第二条第一項に規定する独立行政法人をい
第百三号︶第二条第一項に規定する独立行政法人をい
う︒︶及び地方独立行政法人︵地方独立行政法人法︵
う︒︶及び地方独立行政法人︵地方独立行政法人法︵
平成十五年法律第百十八号︶第二条第一項に規定する
平成十五年法律第百十八号︶第二条第一項に規定する
地方独立行政法人をいう︒︶の長並びに特殊法人︵法
地方独立行政法人をいう︒︶の長並びに特殊法人︵法
律により直接に設立された法人又は特別の法律により
律により直接に設立された法人又は特別の法律により
特別の設立行為をもって設立された法人であって︑総
特別の設立行為をもって設立された法人であって︑総
務省設置法︵平成十一年法律第九十一号︶第四条第一
務省設置法︵平成十一年法律第九十一号︶第四条第十
項第九号の規定の適用を受けるものをいう︒︶の代表
五号の規定の適用を受けるものをいう︒︶の代表者に
者に対して︑資料の提出︑意見の表明︑説明その他必
対して︑資料の提出︑意見の表明︑説明その他必要な
要な協力を求めることができる︒
協力を求めることができる︒
︵略︶
２ ︵略︶

２
︵事務︶
第三十一条
する︒
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○

正

案

食育基本法︵平成十七年法律第六十三号︶︵第二十五条関係︶

改

現

︵傍線部分は改正部分︶

行

４

︵食育推進基本計画︶
第十六条 ︵略︶
２ ︵略︶
３ 食育推進会議は︑第一項の規定により食育推進基本
計画を作成したときは︑速やかにこれを内閣総理大臣
に報告し︑及び関係行政機関の長に通知するとともに
︑その要旨を公表しなければならない︒
︵略︶

４

︵食育推進会議の設置及び所掌事務︶
第二十六条 内閣府に︑食育推進会議を置く︒
２ ︵略︶

︵食育推進基本計画︶
第十六条 ︵略︶
２ ︵略︶
３ 食育推進会議は︑第一項の規定により食育推進基本
計画を作成したときは︑速やかにこれを農林水産大臣
に報告し︑及び関係行政機関の長に通知するとともに
︑その要旨を公表しなければならない︒
︵略︶
︵食育推進会議の設置及び所掌事務︶
第二十六条 農林水産省に︑食育推進会議を置く︒
２ ︵略︶

︵会長︶
第二十八条 会長は︑内閣総理大臣をもって充てる︒
２・３ ︵略︶

委員は︑次に掲げる者をもって充てる︒

︵会長︶
第二十八条 会長は︑農林水産大臣をもって充てる︒
２・３ ︵略︶
︵委員︶
第二十九条
︵削る︶

︵委員︶
第二十九条 委員は︑次に掲げる者をもって充てる︒
一 内閣府設置法︵平成十一年法律第八十九号︶第九
条第一項に規定する特命担当大臣であって︑同項の
規定により命を受けて同法第四条第一項第十八号に
掲げる事項に関する事務及び同条第三項第二十七号
の三に掲げる事務を掌理するもの︵次号において﹁
食育担当大臣﹂という︒︶
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２

一 農林水産大臣以外の国務大臣のうちから︑農林水
二 食育担当大臣以外の国務大臣のうちから︑内閣総
産大臣の申出により︑内閣総理大臣が指定する者
理大臣が指定する者
二 食育に関して十分な知識と経験を有する者のうち
三 食育に関して十分な知識と経験を有する者のうち
から︑農林水産大臣が任命する者
から︑内閣総理大臣が任命する者
前項第二号の委員は︑非常勤とする︒
２ 前項第三号の委員は︑非常勤とする︒

︵委員の任期︶
︵委員の任期︶
第三十条 前条第一項第二号の委員の任期は︑二年とす 第三十条 前条第一項第三号の委員の任期は︑二年とす
る︒ただし︑補欠の委員の任期は︑前任者の残任期間
る︒ただし︑補欠の委員の任期は︑前任者の残任期間
とする︒
とする︒
前条第一項第二号の委員は︑再任されることができ ２ 前条第一項第三号の委員は︑再任されることができ
る︒
る︒

２
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○

正

案

現

行

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律︵平成十八年法律第五十一号︶︵第二十六条関係︶
︵傍線部分は改正部分︶
改

︵定義︶
︵定義︶
第二条 ︵略︶
第二条 ︵略︶
２ この法律において﹁国の行政機関等﹂とは︑国の行 ２ この法律において﹁国の行政機関等﹂とは︑国の行
政機関︑独立行政法人︵独立行政法人通則法︵平成十
政機関︑独立行政法人︵独立行政法人通則法︵平成十
一年法律第百三号︶第二条第一項に規定する独立行政
一年法律第百三号︶第二条第一項に規定する独立行政
法人をいう︒次項において同じ︒︶︑国立大学法人︵
法人をいう︒次項において同じ︒︶︑国立大学法人︵
国立大学法人法︵平成十五年法律第百十二号︶第二条
国立大学法人法︵平成十五年法律第百十二号︶第二条
第一項に規定する国立大学法人をいう︒次項において
第一項に規定する国立大学法人をいう︒次項において
同じ︒︶︑大学共同利用機関法人︵同法第二条第三項
同じ︒︶︑大学共同利用機関法人︵同法第二条第三項
に規定する大学共同利用機関法人をいう︒次項におい
に規定する大学共同利用機関法人をいう︒次項におい
て同じ︒︶及び特殊法人︵法律により直接に設立され
て同じ︒︶及び特殊法人︵法律により直接に設立され
た法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって
た法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって
設立された法人であって︑総務省設置法︵平成十一年
設立された法人であって︑総務省設置法︵平成十一年
法律第九十一号︶第四条第一項第九号の規定の適用を
法律第九十一号︶第四条第十五号の規定の適用を受け
受けるもの︵株式会社であるものであって︑株式会社
るもの︵株式会社であるものであって︑株式会社国際
国際協力銀行及び株式会社日本政策金融公庫以外のも
協力銀行及び株式会社日本政策金融公庫以外のものを
のを除く︒︶をいう︒次項において同じ︒︶をいう︒
除く︒︶をいう︒次項において同じ︒︶をいう︒
３〜９ ︵略︶
３〜９ ︵略︶

︵公共サービス改革基本方針︶
︵公共サービス改革基本方針︶
第七条 総務大臣は︑あらかじめ国の行政機関等の長等 第七条 内閣総理大臣は︑あらかじめ国の行政機関等の
と協議して公共サービス改革基本方針の案を作成し︑
長等と協議して公共サービス改革基本方針の案を作成
閣議の決定を求めなければならない︒
し︑閣議の決定を求めなければならない︒
︵略︶
２ ︵略︶
総務大臣は︑前項第三号から第七号までに掲げる事 ３ 内閣総理大臣は︑前項第三号から第七号までに掲げ

２
３
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項に係る部分の案を定めようとするときは︑政令で定
めるところにより︑あらかじめ︑民間事業者が公共サ
ービスに関しその実施を自ら担うことができると考え
る業務の範囲及びこれに関し政府が講ずべき措置につ
いて︑民間事業者の意見を聴くものとする︒
４ 総務大臣は︑政令で定めるところにより︑前項に規
定する意見の聴取が適切に実施されるよう︑国の行政
機関等の長等に対し︑当該国の行政機関等が実施して
いる公共サービスに関し︑その内容その他の参考とな
る情報の提出を求め︑インターネットの利用その他適
切な方法により公表するものとする︒
５ 総務大臣は︑第二項第四号に掲げる事項に係る部分
の案を定めようとするときは︑政令で定めるところに
より︑あらかじめ︑地方公共団体がその特定公共サー
ビスに関しその実施を民間事業者に担わせることが適
当と認める業務の範囲及びこれに関し政府が講ずべき
措置について︑地方公共団体の意見を聴くものとする
︒
６ 総務大臣は︑公共サービス改革基本方針の案を定め
ようとするときは︑官民競争入札等監理委員会︵第三
十七条に規定する官民競争入札等監理委員会をいう︒
以下第五章までにおいて同じ︒︶の議を経なければな
らない︒
７ 総務大臣は︑毎年度︑公共サービス改革基本方針を
見直し︑必要が生じたときは︑あらかじめ国の行政機
関等の長等と協議して公共サービス改革基本方針の変
更の案を作成し︑閣議の決定を求めなければならない
︒
総務大臣は︑前項の見直しに当たっては︑第九条第
二項第二号に規定する官民競争入札対象公共サービス

８

る事項に係る部分の案を定めようとするときは︑政令
で定めるところにより︑あらかじめ︑民間事業者が公
共サービスに関しその実施を自ら担うことができると
考える業務の範囲及びこれに関し政府が講ずべき措置
について︑民間事業者の意見を聴くものとする︒
４ 内閣総理大臣は︑政令で定めるところにより︑前項
に規定する意見の聴取が適切に実施されるよう︑国の
行政機関等の長等に対し︑当該国の行政機関等が実施
している公共サービスに関し︑その内容その他の参考
となる情報の提出を求め︑インターネットの利用その
他適切な方法により公表するものとする︒
５ 内閣総理大臣は︑第二項第四号に掲げる事項に係る
部分の案を定めようとするときは︑政令で定めるとこ
ろにより︑あらかじめ︑地方公共団体がその特定公共
サービスに関しその実施を民間事業者に担わせること
が適当と認める業務の範囲及びこれに関し政府が講ず
べき措置について︑地方公共団体の意見を聴くものと
する︒
６ 内閣総理大臣は︑公共サービス改革基本方針の案を
定めようとするときは︑官民競争入札等監理委員会︵
第三十七条に規定する官民競争入札等監理委員会をい
う︒以下第五章までにおいて同じ︒︶の議を経なけれ
ばならない︒
７ 内閣総理大臣は︑毎年度︑公共サービス改革基本方
針を見直し︑必要が生じたときは︑あらかじめ国の行
政機関等の長等と協議して公共サービス改革基本方針
の変更の案を作成し︑閣議の決定を求めなければなら
ない︒
内閣総理大臣は︑前項の見直しに当たっては︑第九
条第二項第二号に規定する官民競争入札対象公共サー
８
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の実施期間の終了又は第十四条第二項第二号に規定す
ビスの実施期間の終了又は第十四条第二項第二号に規
る民間競争入札対象公共サービスの実施期間の終了に
定する民間競争入札対象公共サービスの実施期間の終
あわせて︑当該官民競争入札対象公共サービス又は民
了にあわせて︑当該官民競争入札対象公共サービス又
間競争入札対象公共サービスを継続させる必要性その
は民間競争入札対象公共サービスを継続させる必要性
他その業務の全般にわたる評価を行い︑必要が生じた
その他その業務の全般にわたる評価を行い︑必要が生
ときは︑あらかじめ国の行政機関等の長等と協議して
じたときは︑あらかじめ国の行政機関等の長等と協議
公共サービス改革基本方針の変更の案を作成するもの
して公共サービス改革基本方針の変更の案を作成する
とする︒
ものとする︒
９ ︵略︶
９ ︵略︶
総務大臣は︑第一項又は第七項の規定による閣議の
内閣総理大臣は︑第一項又は第七項の規定による閣
決定があったときは︑遅滞なく︑公共サービス改革基
議の決定があったときは︑遅滞なく︑公共サービス改
本方針を公表しなければならない︒
革基本方針を公表しなければならない︒
10

︵所掌事務︶
第三十八条 ︵略︶
２ 委員会は︑前項の規定によりその権限に属させられ
た事項に関し︑内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じ
て関係する国の行政機関等の長等に対し︑必要な勧告
をすることができる︒
３ ︵略︶
４ 内閣総理大臣又は関係する国の行政機関等の長等は
︑第二項の規定による勧告に基づき講じた措置につい
て委員会に通知しなければならない︒この場合におい

︵設置︶
︵設置︶
第三十七条 国の行政機関等の公共サービスに係る官民 第三十七条 国の行政機関等の公共サービスに係る官民
競争入札の実施その他の競争の導入による公共サービ
競争入札の実施その他の競争の導入による公共サービ
スの改革の実施の過程について︑その透明性︑中立性
スの改革の実施の過程について︑その透明性︑中立性
及び公正性を確保するため︑総務省に︑官民競争入札
及び公正性を確保するため︑内閣府に︑官民競争入札
等監理委員会︵以下﹁委員会﹂という︒︶を置く︒
等監理委員会︵以下﹁委員会﹂という︒︶を置く︒
︵所掌事務︶
第三十八条 ︵略︶
２ 委員会は︑前項の規定によりその権限に属させられ
た事項に関し︑総務大臣又は総務大臣を通じて関係す
る国の行政機関等の長等に対し︑必要な勧告をするこ
とができる︒
３ ︵略︶
４ 総務大臣又は関係する国の行政機関等の長等は︑第
二項の規定による勧告に基づき講じた措置について委
員会に通知しなければならない︒この場合において︑
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10

関係する国の行政機関等の長等が行う通知は︑総務大
臣を通じて行うものとする︒

て︑関係する国の行政機関等の長等が行う通知は︑内
閣総理大臣を通じて行うものとする︒

︵委員︶
︵委員︶
第四十条 委員は︑公共サービスに関して優れた識見を 第四十条 委員は︑公共サービスに関して優れた識見を
有する者のうちから︑総務大臣が任命する︒
有する者のうちから︑内閣総理大臣が任命する︒

︵専門委員︶
︵専門委員︶
第四十三条 ︵略︶
第四十三条 ︵略︶
２ 専門委員は︑学識経験のある者のうちから︑総務大 ２ 専門委員は︑学識経験のある者のうちから︑内閣総
臣が任命する︒
理大臣が任命する︒
３・４ ︵略︶
３・４ ︵略︶
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○

正

案

自殺対策基本法︵平成十八年法律第八十五号︶︵第二十七条関係︶

改

現

︵傍線部分は改正部分︶

行

４ ︵略︶
５ 幹事は︑関係行政機関の職員のうちから︑内閣総理
大臣が任命する︒
６・７ ︵略︶

︵組織等︶
第二十一条 ︵略︶
２ 会長は︑内閣官房長官をもって充てる︒
３ 委員は︑内閣官房長官以外の国務大臣のうちから︑
内閣総理大臣が指定する者をもって充てる︒

︵設置及び所掌事務︶
︵設置及び所掌事務︶
第二十条 厚生労働省に︑特別の機関として︑自殺総合 第二十条 内閣府に︑特別の機関として︑自殺総合対策
対策会議︵以下﹁会議﹂という︒︶を置く︒
会議︵以下﹁会議﹂という︒︶を置く︒
︵略︶
２ ︵略︶

２
︵組織等︶
第二十一条 ︵略︶
２ 会長は︑厚生労働大臣をもって充てる︒
３ 委員は︑厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから︑
厚生労働大臣の申出により︑内閣総理大臣が指定する
者をもって充てる︒
４ ︵略︶
５ 幹事は︑関係行政機関の職員のうちから︑厚生労働
大臣が任命する︒
６・７ ︵略︶
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○

正

案

現

行

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律︵平成十八年法律第百十六号︶︵第二十八条関係︶
︵傍線部分は改正部分︶
改

︵事務︶
本部に関する事務は︑内閣府において処理 第二十七条 本部に関する事務は︑内閣官房において処
理し︑命を受けて内閣官房副長官補が掌理する︒

︵資料の提出その他の協力︶
︵資料の提出その他の協力︶
第二十六条 本部は︑その所掌事務を遂行するため必要 第二十六条 本部は︑その所掌事務を遂行するため必要
があると認めるときは︑国の行政機関︑地方公共団体
があると認めるときは︑国の行政機関︑地方公共団体
︑独立行政法人︵独立行政法人通則法︵平成十一年法
︑独立行政法人︵独立行政法人通則法︵平成十一年法
律第百三号︶第二条第一項に規定する独立行政法人を
律第百三号︶第二条第一項に規定する独立行政法人を
いう︒︶及び地方独立行政法人︵地方独立行政法人法
いう︒︶及び地方独立行政法人︵地方独立行政法人法
︵平成十五年法律第百十八号︶第二条第一項に規定す
︵平成十五年法律第百十八号︶第二条第一項に規定す
る地方独立行政法人をいう︒︶の長並びに特殊法人︵
る地方独立行政法人をいう︒︶の長並びに特殊法人︵
法律により直接に設立された法人又は特別の法律によ
法律により直接に設立された法人又は特別の法律によ
り特別の設立行為をもって設立された法人であって︑
り特別の設立行為をもって設立された法人であって︑
総務省設置法︵平成十一年法律第九十一号︶第四条第
総務省設置法︵平成十一年法律第九十一号︶第四条第
一項第九号の規定の適用を受けるものをいう︒︶の代
十五号の規定の適用を受けるものをいう︒︶の代表者
表者に対して︑資料の提出︑意見の表明︑説明その他
に対して︑資料の提出︑意見の表明︑説明その他必要
必要な協力を求めることができる︒
な協力を求めることができる︒
︵略︶
２ ︵略︶

２
︵事務︶
第二十七条
する︒
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○

正

案

海洋基本法︵平成十九年法律第三十三号︶︵第二十九条関係︶

改

現

︵傍線部分は改正部分︶

行

︵事務︶
本部に関する事務は︑内閣府において処理 第三十六条 本部に関する事務は︑内閣官房において処
理し︑命を受けて内閣官房副長官補が掌理する︒

︵資料の提出その他の協力︶
︵資料の提出その他の協力︶
第三十五条 本部は︑その所掌事務を遂行するため必要 第三十五条 本部は︑その所掌事務を遂行するため必要
があると認めるときは︑関係行政機関︑地方公共団体
があると認めるときは︑関係行政機関︑地方公共団体
︑独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊
︑独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊
法人︵法律により直接に設立された法人又は特別の法
法人︵法律により直接に設立された法人又は特別の法
律により特別の設立行為をもって設立された法人であ
律により特別の設立行為をもって設立された法人であ
って︑総務省設置法︵平成十一年法律第九十一号︶第
って︑総務省設置法︵平成十一年法律第九十一号︶第
四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう︒
四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう︒︶の
︶の代表者に対して︑資料の提出︑意見の表明︑説明
代表者に対して︑資料の提出︑意見の表明︑説明その
その他必要な協力を求めることができる︒
他必要な協力を求めることができる︒
︵略︶
２ ︵略︶

２
︵事務︶
第三十六条
する︒
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○

正

案

宇宙基本法︵平成二十年法律第四十三号︶︵第三十条関係︶

改

現

︵傍線部分は改正部分︶

行

第二十四条 宇宙開発戦略本部は︑宇宙開発利用に関す
る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため︑宇宙開
発利用に関する基本的な計画︵以下﹁宇宙基本計画﹂
という︒︶を作成しなければならない︒
２・３ ︵略︶
︵新設︶

７

４ 宇宙開発戦略本部は︑第一項の規定により宇宙基本
計画を作成したときは︑遅滞なく︑これをインターネ
ットの利用その他適切な方法により公表しなければな
らない︒
５ 宇宙開発戦略本部は︑適時に︑第三項の規定により
定める目標の達成状況を調査し︑その結果をインター
ネットの利用その他適切な方法により公表しなければ
ならない︒
６ 宇宙開発戦略本部は︑宇宙開発利用の進展の状況︑
政府が宇宙開発利用に関して講じた施策の効果等を勘
案して︑適宜︑宇宙基本計画に検討を加え︑必要があ
ると認めるときには︑これを変更しなければならない
︒この場合においては︑第四項の規定を準用する︒
︵略︶

８

︵所掌事務︶
第二十六条 本部は︑次に掲げる事務をつかさどる︒

第二十四条 政府は︑宇宙開発利用に関する施策の総合
的かつ計画的な推進を図るため︑宇宙開発利用に関す
る基本的な計画︵以下﹁宇宙基本計画﹂という︒︶を
作成しなければならない︒
２・３ ︵略︶
４ 内閣総理大臣は︑宇宙開発戦略本部の作成した宇宙
基本計画の案について閣議の決定を求めるものとする
︒
５ 内閣総理大臣は︑前項の規定による閣議の決定があ
ったときは︑遅滞なく︑宇宙基本計画をインターネッ
トの利用その他適切な方法により公表しなければなら
ない︒
６ 内閣総理大臣は︑適時に︑第三項の規定により定め
る目標の達成状況を調査し︑その結果をインターネッ
トの利用その他適切な方法により公表しなければなら
ない︒
７ 政府は︑宇宙開発利用の進展の状況︑宇宙開発利用
に関して講じた施策の効果等を勘案して︑適宜︑宇宙
基本計画に検討を加え︑必要があると認めるときには
︑これを変更しなければならない︒この場合において
は︑第四項及び第五項の規定を準用する︒
︵略︶

︵所掌事務︶
第二十六条 本部は︑次に掲げる事務をつかさどる︒
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一 宇宙基本計画の案の作成及び実施の推進に関する
こと︒
︵略︶
二

一 宇宙基本計画を作成し︑及びその実施を推進する
こと︒
︵略︶
二

︵事務︶
本部に関する事務は︑内閣府において処理 第三十二条 本部に関する事務は︑内閣官房において処
理し︑命を受けて内閣官房副長官補が掌理する︒

︵資料の提出その他の協力︶
︵資料の提出その他の協力︶
第三十一条 本部は︑その所掌事務を遂行するため必要 第三十一条 本部は︑その所掌事務を遂行するため必要
があると認めるときは︑関係行政機関︑地方公共団体
があると認めるときは︑関係行政機関︑地方公共団体
及び独立行政法人︵独立行政法人通則法︵平成十一年
及び独立行政法人︵独立行政法人通則法︵平成十一年
法律第百三号︶第二条第一項に規定する独立行政法人
法律第百三号︶第二条第一項に規定する独立行政法人
をいう︒︶の長並びに特殊法人︵法律により直接に設
をいう︒︶の長並びに特殊法人︵法律により直接に設
立された法人又は特別の法律により特別の設立行為を
立された法人又は特別の法律により特別の設立行為を
もって設立された法人であって︑総務省設置法︵平成
もって設立された法人であって︑総務省設置法︵平成
十一年法律第九十一号︶第四条第一項第九号の規定の
十一年法律第九十一号︶第四条第十五号の規定の適用
適用を受けるものをいう︒︶の代表者に対して︑資料
を受けるものをいう︒︶の代表者に対して︑資料の提
の提出︑意見の開陳︑説明その他必要な協力を求める
出︑意見の開陳︑説明その他必要な協力を求めること
ことができる︒
ができる︒
︵略︶
２ ︵略︶

２
︵事務︶
第三十二条
する︒
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○

正

案

総合特別区域法︵平成二十三年法律第八十一号︶︵第三十一条関係︶

改

現

︵傍線部分は改正部分︶

行

︵事務︶
本部に関する事務は︑内閣府において処理 第六十六条 本部に関する事務は︑内閣官房において処
理し︑命を受けて内閣官房副長官補が掌理する︒

︵資料の提出その他の協力︶
︵資料の提出その他の協力︶
第六十五条 本部は︑その所掌事務を遂行するため必要 第六十五条 本部は︑その所掌事務を遂行するため必要
があると認めるときは︑国の行政機関︑地方公共団体
があると認めるときは︑国の行政機関︑地方公共団体
︑独立行政法人︵独立行政法人通則法︵平成十一年法
︑独立行政法人︵独立行政法人通則法︵平成十一年法
律第百三号︶第二条第一項に規定する独立行政法人を
律第百三号︶第二条第一項に規定する独立行政法人を
いう︒︶及び地方独立行政法人︵地方独立行政法人法
いう︒︶及び地方独立行政法人︵地方独立行政法人法
︵平成十五年法律第百十八号︶第二条第一項に規定す
︵平成十五年法律第百十八号︶第二条第一項に規定す
る地方独立行政法人をいう︒︶の長並びに特殊法人︵
る地方独立行政法人をいう︒︶の長並びに特殊法人︵
法律により直接に設立された法人又は特別の法律によ
法律により直接に設立された法人又は特別の法律によ
り特別の設立行為をもって設立された法人であって︑
り特別の設立行為をもって設立された法人であって︑
総務省設置法︵平成十一年法律第九十一号︶第四条第
総務省設置法︵平成十一年法律第九十一号︶第四条第
一項第九号の規定の適用を受けるものをいう︒︶の代
十五号の規定の適用を受けるものをいう︒︶の代表者
表者に対して︑資料の提出︑意見の表明︑説明その他
に対して︑資料の提出︑意見の表明︑説明その他必要
必要な協力を求めることができる︒
な協力を求めることができる︒
︵略︶
２ ︵略︶

２
︵事務︶
第六十六条
する︒
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