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○ 船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）（第百条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 労働関係調整法（昭和二十一年法律第二十五号）（第百一条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）（第百二条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）（第百三条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 特定独立行政法人の労働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十七号）（第百四条関係）・・・・・
○ 労働組合法（昭和二十四年法律第百七十四号）（第百五条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）（第百六条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）（第百七条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）（第百八条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 児童手当法（昭和四十六年法律第七十三号）（第百九条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 勤労者財産形成促進法（昭和四十六年法律第九十二号）（第百十条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十三号）（第百
十一条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成十三年法律第百十二号）（第百十一条関係）・・・・・・
○ 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律（平成二十五年法律第四十六号）（第百十一条関係
）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）（第百
十二条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律（平成五年法律第三十八号）（第百十三条関係）・・・・・
○ 厚生労働省設置法（平成十一年法律第九十七号）（第百十四条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 独立行政法人労働安全衛生総合研究所法（平成十一年法律第百八十一号）（第百十五条関係）・・・・・・・
○ 健康増進法（平成十四年法律第百三号）（第百十六条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法（平成十四年法律第百六十五号）（第百十七条関係）・・・
○ 独立行政法人福祉医療機構法（平成十四年法律第百六十六号）（第百十八条関係）・・・・・・・・・・・・
○ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成十四年法律第百六十七号）（第百十九条関係）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
独立行政法人労働政策研究・研修機構法（平成十四年法律第百六十九号）（第百二十条関係）・・・・・・・
○
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○ 独立行政法人労働者健康福祉機構法（平成十四年法律第百七十一号）（第百二十一条関係）・・・・・・・・
○ 独立行政法人国立病院機構法（平成十四年法律第百九十一号）（第百二十二条関係）・・・・・・・・・・・
○ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成十四年法律第百九十二号）（第百二十三条関係）・・・・・・
○ 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）（
第百二十四条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 年金積立金管理運用独立行政法人法（平成十六年法律第百五号）（第百二十五条関係）・・・・・・・・・・
○ 独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法（平成十六年法律第百三十五号）（第百二十六条関係）・・・・
○ 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）（第百二十七条関係）・・・・・・・・
○ 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律（平成十八年法律第二十五
号）（第百二十八条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ がん対策基本法（平成十八年法律第九十八号）（第百二十九条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律（平成二十年法律第九十三号）（第百三十条関
係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律（平成二十二年法律第十九号）（第百三十一条関係
）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法（平成二十三年法律第百七号）（第百三十一
条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律（平成二十三年法律第二十六号）（第百三十二条関係）・
○ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律
（平成二十四年法律第二十七号）（第百三十三条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 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）（第百三十四条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ がん登録等の推進に関する法律（平成二十五年法律第百十一号）（第百三十五条関係）・・・・・・・・・・
○ 独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第
号）（第百三十六条関係）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【第九章 農林水産省関係】
○ 森林保険法（昭和十二年法律第二十五号）（第百三十七条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 林業種苗法（昭和四十五年法律第八十九号）（第百三十七条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法（平成二十年法律第三十二号）（第百三十七条関係）・・・・
○ 水産資源保護法（昭和二十六年法律第三百十三号）（第百三十八条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成十五年法律第九十七号）（
第百三十八条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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○ 農業機械化促進法（昭和二十八年法律第二百五十二号）（第百三十九条関係）・・・・・・・・・・・・・・
○ 漁業災害補償法（昭和三十九年法律第百五十八号）（第百四十条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法（昭和四十年法律第百十二号）（第百四十一条関係）・・・・・・・・
○ 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法（昭和五十四年法律第五十一号）（第
百四十二条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 農林水産省設置法（平成十一年法律第九十八号）（第百四十三条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法（平成十一年法律第百八十三号）（第百四十四条関係）・・・
○ 独立行政法人種苗管理センター法（平成十一年法律第百八十四号）（第百四十五条関係）・・・・・・・・・
○ 独立行政法人家畜改良センター法（平成十一年法律第百八十五号）（第百四十六条関係）・・・・・・・・・
○ 独立行政法人水産大学校法（平成十一年法律第百九十一号）（第百四十七条関係）・・・・・・・・・・・・
○ 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法（平成十一年法律第百九十二号）（第百四十八条関係）・・
○ 独立行政法人農業生物資源研究所法（平成十一年法律第百九十三号）（第百四十九条関係）・・・・・・・・
○ 独立行政法人農業環境技術研究所法（平成十一年法律第百九十四号）（第百五十条関係）・・・・・・・・・
○ 独立行政法人国際農林水産業研究センター法（平成十一年法律第百九十七号）（第百五十一条関係）・・・・
○ 独立行政法人森林総合研究所法（平成十一年法律第百九十八号）（第百五十二条関係）・・・・・・・・・・
○ 独立行政法人水産総合研究センター法（平成十一年法律第百九十九号）（第百五十三条関係）・・・・・・・
○ 独立行政法人農畜産業振興機構法（平成十四年法律第百二十六号）（第百五十四条関係）・・・・・・・・・
○ 独立行政法人農業者年金基金法（平成十四年法律第百二十七号）（第百五十五条関係）・・・・・・・・・・
○ 独立行政法人農林漁業信用基金法（平成十四年法律第百二十八号）（第百五十六条関係）・・・・・・・・・
○ 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律（平成十八年法律第二十六
号）（第百五十七条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律（平成二十年法律第八号）（第百五十八条関係）・・・・・・・・
○ 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等
の法律（平成二十四年法律第四十二号）（第百五十九条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 森林国営保険法等の一部を改正する法律（平成二十六年法律第
号）（第百六十条関係）・・・・・・・
【第十章 経済産業省関係】
○ 貿易保険法（昭和二十五年法律第六十七号）（第百六十一条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 電気用品安全法（昭和三十六年法律第二百三十四号）（第百六十二条関係）・・・・・・・・・・・・・・・
○ 計量法（平成四年法律第五十一号）（第百六十二条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 情報処理の促進に関する法律（昭和四十五年法律第九十号）（第百六十三条関係）・・・・・・・・・・・・
○ 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律（昭和五十五年法律第七十一号）（第百六十四条関係）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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○ 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法（平成九年法律第三十七号）（第百六十四条関係）・・・・・
○ 基盤技術研究円滑化法（昭和六十年法律第六十五号）（第百六十五条関係）・・・・・・・・・・・・・・・
○ 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平成十一年法律第十八号）（第百六十六条関係）・・・・・
○ 経済産業省設置法（平成十一年法律第九十九号）（第百六十七条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 独立行政法人経済産業研究所法（平成十一年法律第二百号）（第百六十八条関係）・・・・・・・・・・・・
○ 独立行政法人工業所有権情報・研修館法（平成十一年法律第二百一号）（第百六十九条関係）・・・・・・・
○ 独立行政法人産業技術総合研究所法（平成十一年法律第二百三号）（第百七十条関係）・・・・・・・・・・
○ 独立行政法人製品評価技術基盤機構法（平成十一年法律第二百四号）（第百七十一条関係）・・・・・・・・
○ 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法（平成十四年法律第九十四号）（第百七十二条関係）・・・
○ 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法（平成十四年法律第百四十五号）（第百七十三条関係）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成十四年法律第百四十七号）（第百七十四条関係）・・・・・・・
○ 独立行政法人日本貿易振興機構法（平成十四年法律第百七十二号）（第百七十五条関係）・・・・・・・・・
○ 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十一年法律第七十号
）（第百七十六条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【第十一章 国土交通省関係】
○ 土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号）（第百七十七条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 奄美群島振興開発特別措置法（昭和二十九年法律第百八十九号）（第百七十八条関係）・・・・・・・・・・
○ 自動車損害賠償保障法（昭和三十年法律第九十七号）（第百七十九条関係）・・・・・・・・・・・・・・・
○ 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（昭和三十三年法律第三十四号）（第百八十条関係）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律（昭和四十二年法律第百十号）（第百
八十一条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律（平成十年法律第百三十六号）（第百八十二条関係）・
国土交通省設置法（平成十一年法律第百号）（第百八十三条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
独立行政法人土木研究所法（平成十一年法律第二百五号）（第百八十四条関係）・・・・・・・・・・・・・
独立行政法人建築研究所法（平成十一年法律第二百六号）（第百八十五条関係）・・・・・・・・・・・・・
独立行政法人交通安全環境研究所法（平成十一年法律第二百七号）（第百八十六条関係）・・・・・・・・・
独立行政法人海上技術安全研究所法（平成十一年法律第二百八号）（第百八十七条関係）・・・・・・・・・
独立行政法人港湾空港技術研究所法（平成十一年法律第二百九号）（第百八十八条関係）・・・・・・・・・
独立行政法人電子航法研究所法（平成十一年法律第二百十号）（第百八十九条関係）・・・・・・・・・・・
独立行政法人航海訓練所法（平成十一年法律第二百十三号）（第百九十条関係）・・・・・・・・・・・・・
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○ 独立行政法人海技教育機構法（平成十一年法律第二百十四号）（第百九十一条関係）・・・・・・・・・・・
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○ 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律（平成十八年法律第二十八
号）（第二百二条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【第十二章 環境省関係】
○ 環境省設置法（平成十一年法律第百一号）（第二百三条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 独立行政法人国立環境研究所法（平成十一年法律第二百十六号）（第二百四条関係）・・・・・・・・・・・
○ 独立行政法人環境再生保全機構法（平成十五年法律第四十三号）（第二百五条関係）・・・・・・・・・・・
○ 独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律（平成十八年法律第二十九号）（第二百六条関係）・・
【第十三章 防衛省関係】
○ 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）（第二百七条関係）・・・・・・・
○ 防衛省設置法（昭和二十九年法律第百六十四号）（第二百八条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）（第二百九条関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法（平成十一年法律第二百十七号）（第二百十条関係）・・・・・

537532531527526525524

548545541540

552

561558555554

565564563562

○

正

案

内閣法（昭和二十二年法律第五号）（第一条関係）

改
第十二条 （略）
② （略）
一～七 （略）
八 国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）
第十八条の二（独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号）第五十四条第一項において準用す
る場合を含む。）に規定する事務に関する事務
九～十四 （略）
③・④ （略）

現

行

（傍線部分は改正部分）

第十二条 （略）
② （略）
一～七 （略）
八 国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）
第十八条の二（独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号）第五十四条の二第一項において準
用する場合を含む。）に規定する事務に関する事
務
九～十四 （略）
③・④ （略）
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○

国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）（第二条関係）

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

（一般職及び特別職）
第二条 （略）
② （略）
③ 特別職は、次に掲げる職員の職とする。
一～十六 （略）
十七 独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号
）第二条第二項に規定する特定独立行政法人（以下
「特定独立行政法人」という。）の役員
④～⑦ （略）

正

（一般職及び特別職）
第二条 （略）
② （略）
③ 特別職は、次に掲げる職員の職とする。
一～十六 （略）
十七 独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号
）第二条第四項に規定する行政執行法人（以下「行
政執行法人」という。）の役員
④～⑦ （略）

（他の役職員についての依頼等の規制）
第百六条の二 職員は、営利企業等（営利企業及び営利
企業以外の法人（国、国際機関、地方公共団体、特定
独立行政法人及び地方独立行政法人法（平成十五年法
律第百十八号）第二条第二項に規定する特定地方独立
行政法人を除く。）をいう。以下同じ。）に対し、他
の職員若しくは特定独立行政法人の役員（以下「役職
員」という。）をその離職後に、若しくは役職員であ
つた者を、当該営利企業等若しくはその子法人（当該
営利企業等に財務及び営業又は事業の方針を決定する
機関（株主総会その他これに準ずる機関をいう。）を
支配されている法人として政令で定めるものをいう。
以下同じ。）の地位に就かせることを目的として、当
該役職員若しくは役職員であつた者に関する情報を提
供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し
、又は当該役職員をその離職後に、若しくは役職員で
あつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地

改

（他の役職員についての依頼等の規制）
第百六条の二 職員は、営利企業等（営利企業及び営利
企業以外の法人（国、国際機関、地方公共団体、行政
執行法人及び地方独立行政法人法（平成十五年法律第
百十八号）第二条第二項に規定する特定地方独立行政
法人を除く。）をいう。以下同じ。）に対し、他の職
員若しくは行政執行法人の役員（以下「役職員」とい
う。）をその離職後に、若しくは役職員であつた者を
、当該営利企業等若しくはその子法人（当該営利企業
等に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関（株
主総会その他これに準ずる機関をいう。）を支配され
ている法人として政令で定めるものをいう。以下同じ
。）の地位に就かせることを目的として、当該役職員
若しくは役職員であつた者に関する情報を提供し、若
しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当
該役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者
を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就か
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（在職中の求職の規制）
第百六条の三 （略）
② 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
一 （略）
二 在職する局等組織（国家行政組織法第七条第一項
に規定する官房若しくは局、同法第八条の二に規定
する施設等機関その他これらに準ずる国の部局若し
くは機関として政令で定めるもの、これらに相当す
る行政執行法人の組織として政令で定めるもの又は
都道府県警察をいう。以下同じ。）の意思決定の権
限を実質的に有しない官職として政令で定めるもの
に就いている職員が行う場合
三・四 （略）
③～⑤ （略）

② 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
一 （略）
二 退職手当通算予定職員を退職手当通算法人の地位
に就かせることを目的として行う場合（独立行政法
人通則法第五十四条第一項において読み替えて準用
する第四項に規定する退職手当通算予定役員を同条
第一項において準用する次項に規定する退職手当通
算法人の地位に就かせることを目的として行う場合
を含む。）
三 （略）
③・④ （略）

（再就職者による依頼等の規制）
第百六条の四 職員であつた者であつて離職後に営利企
業等の地位に就いている者（退職手当通算予定職員で

（在職中の求職の規制）
第百六条の三 （略）
② 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
一 （略）
二 在職する局等組織（国家行政組織法第七条第一項
に規定する官房若しくは局、同法第八条の二に規定
する施設等機関その他これらに準ずる国の部局若し
くは機関として政令で定めるもの、これらに相当す
る特定独立行政法人の組織として政令で定めるもの
又は都道府県警察をいう。以下同じ。）の意思決定
の権限を実質的に有しない官職として政令で定める
ものに就いている職員が行う場合
三・四 （略）
③～⑤ （略）

位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはなら
ない。
② 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
一 （略）
二 退職手当通算予定職員を退職手当通算法人の地位
に就かせることを目的として行う場合（独立行政法
人通則法第五十四条の二第一項において読み替えて
準用する第四項に規定する退職手当通算予定役員を
同条第一項において準用する次項に規定する退職手
当通算法人の地位に就かせることを目的として行う
場合を含む。）
三 （略）
③・④ （略）

せることを要求し、若しくは依頼してはならない。

（再就職者による依頼等の規制）
第百六条の四 職員であつた者であつて離職後に営利企
業等の地位に就いている者（退職手当通算予定職員で
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あつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位
に就いている者（以下「退職手当通算離職者」という
。）を除く。以下「再就職者」という。）は、離職前
五年間に在職していた局等組織に属する役職員又はこ
れに類する者として政令で定めるものに対し、国、行
政執行法人若しくは都道府県と当該営利企業等若しく
はその子法人との間で締結される売買、貸借、請負そ
の他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に
対して行われる行政手続法（平成五年法律第八十八号
）第二条第二号に規定する処分に関する事務（以下「
契約等事務」という。）であつて離職前五年間の職務
に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為を
するように、又はしないように要求し、又は依頼して
はならない。
② （略）
③ 前二項の規定によるもののほか、再就職者のうち、
国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条
第一項に規定する事務次官、同法第二十一条第一項に
規定する事務局長若しくは局長の職又はこれらに準ず
る職であつて政令で定めるものに就いていた者は、当
該職に就いていた時に在職していた府省その他の政令
で定める国の機関、行政執行法人若しくは都道府県警
察（以下「局長等としての在職機関」という。）に属
する役職員又はこれに類する者として政令で定めるも
のに対し、契約等事務であつて局長等としての在職機
関の所掌に属するものに関し、離職後二年間、職務上
の行為をするように、又はしないように要求し、又は
依頼してはならない。
④ 前三項の規定によるもののほか、再就職者は、在職
していた府省その他の政令で定める国の機関、行政執
行法人若しくは都道府県警察（以下この項において「
行政機関等」という。）に属する役職員又はこれに類

あつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位
に就いている者（以下「退職手当通算離職者」という
。）を除く。以下「再就職者」という。）は、離職前
五年間に在職していた局等組織に属する役職員又はこ
れに類する者として政令で定めるものに対し、国、特
定独立行政法人若しくは都道府県と当該営利企業等若
しくはその子法人との間で締結される売買、貸借、請
負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法
人に対して行われる行政手続法（平成五年法律第八十
八号）第二条第二号に規定する処分に関する事務（以
下「契約等事務」という。）であつて離職前五年間の
職務に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行
為をするように、又はしないように要求し、又は依頼
してはならない。
② （略）
③ 前二項の規定によるもののほか、再就職者のうち、
国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条
第一項に規定する事務次官、同法第二十一条第一項に
規定する事務局長若しくは局長の職又はこれらに準ず
る職であつて政令で定めるものに就いていた者は、当
該職に就いていた時に在職していた府省その他の政令
で定める国の機関、特定独立行政法人若しくは都道府
県警察（以下「局長等としての在職機関」という。）
に属する役職員又はこれに類する者として政令で定め
るものに対し、契約等事務であつて局長等としての在
職機関の所掌に属するものに関し、離職後二年間、職
務上の行為をするように、又はしないように要求し、
又は依頼してはならない。
④ 前三項の規定によるもののほか、再就職者は、在職
していた府省その他の政令で定める国の機関、特定独
立行政法人若しくは都道府県警察（以下この項におい
て「行政機関等」という。）に属する役職員又はこれ
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する者として政令で定めるものに対し、国、行政執行
法人若しくは都道府県と営利企業等（当該再就職者が
現にその地位に就いているものに限る。）若しくはそ
の子法人との間の契約であつて当該行政機関等におい
てその締結について自らが決定したもの又は当該行政
機関等による当該営利企業等若しくはその子法人に対
する行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて
自らが決定したものに関し、職務上の行為をするよう
に、又はしないように要求し、又は依頼してはならな
い。
⑤ 前各項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
一 （略）
二 行政庁に対する権利若しくは義務を定めている法
令の規定若しくは国、行政執行法人若しくは都道府
県との間で締結された契約に基づき、権利を行使し
、若しくは義務を履行する場合、行政庁の処分によ
り課された義務を履行する場合又はこれらに類する
場合として政令で定める場合
三 （略）
四 会計法（昭和二十二年法律第三十五号）第二十九
条の三第一項に規定する競争の手続、行政執行法人
が公告して申込みをさせることによる競争の手続又
は地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二
百三十四条第一項に規定する一般競争入札若しくは
せり売りの手続に従い、売買、貸借、請負その他の
契約を締結するために必要な場合
五・六 （略）
⑥～⑧ （略）
⑨ 職員は、第五項各号に掲げる場合を除き、再就職者
から第一項から第四項までの規定により禁止される要
求又は依頼を受けたとき（独立行政法人通則法第五十
四条第一項において準用する第一項から第四項までの

に類する者として政令で定めるものに対し、国、特定
独立行政法人若しくは都道府県と営利企業等（当該再
就職者が現にその地位に就いているものに限る。）若
しくはその子法人との間の契約であつて当該行政機関
等においてその締結について自らが決定したもの又は
当該行政機関等による当該営利企業等若しくはその子
法人に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分
であつて自らが決定したものに関し、職務上の行為を
するように、又はしないように要求し、又は依頼して
はならない。
⑤ 前各項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
一 （略）
二 行政庁に対する権利若しくは義務を定めている法
令の規定若しくは国、特定独立行政法人若しくは都
道府県との間で締結された契約に基づき、権利を行
使し、若しくは義務を履行する場合、行政庁の処分
により課された義務を履行する場合又はこれらに類
する場合として政令で定める場合
三 （略）
四 会計法（昭和二十二年法律第三十五号）第二十九
条の三第一項に規定する競争の手続、特定独立行政
法人が公告して申込みをさせることによる競争の手
続又は地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）
第二百三十四条第一項に規定する一般競争入札若し
くはせり売りの手続に従い、売買、貸借、請負その
他の契約を締結するために必要な場合
五・六 （略）
⑥～⑧ （略）
⑨ 職員は、第五項各号に掲げる場合を除き、再就職者
から第一項から第四項までの規定により禁止される要
求又は依頼を受けたとき（独立行政法人通則法第五十
四条の二第一項において準用する第一項から第四項ま
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規定により禁止される要求又は依頼を受けたときを含
む。）は、政令で定めるところにより、再就職等監察
官にその旨を届け出なければならない。

での規定により禁止される要求又は依頼を受けたとき
を含む。）は、政令で定めるところにより、再就職等
監察官にその旨を届け出なければならない。

②

（再就職後の公表）
第百六条の二十七 在職中に第百六条の三第二項第四号
の承認を得た管理職職員が離職後に当該承認に係る営
利企業等の地位に就いた場合には、当該管理職職員が
離職時に在職していた府省その他の政令で定める国の
機関、特定独立行政法人又は都道府県警察（以下この
条において「在職機関」という。）は、政令で定める
ところにより、その者の離職後二年間（その者が当該
営利企業等の地位に就いている間に限る。）、次に掲
げる事項を公表しなければならない。
一～四 （略）

②

（内閣総理大臣への届出）
第百六条の二十四 管理職職員であつた者（退職手当通
算離職者を除く。次項において同じ。）は、離職後二
年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政
令で定めるものに就こうとする場合（前条第一項の規
定により政令で定める事項を届け出た場合を除く。）
には、あらかじめ、政令で定めるところにより、内閣
総理大臣に政令で定める事項を届け出なければならな
い。
一 特定独立行政法人以外の独立行政法人
二～四 （略）
（略）

（再就職後の公表）
第百六条の二十七 在職中に第百六条の三第二項第四号
の承認を得た管理職職員が離職後に当該承認に係る営
利企業等の地位に就いた場合には、当該管理職職員が
離職時に在職していた府省その他の政令で定める国の
機関、行政執行法人又は都道府県警察（以下この条に
おいて「在職機関」という。）は、政令で定めるとこ
ろにより、その者の離職後二年間（その者が当該営利
企業等の地位に就いている間に限る。）、次に掲げる
事項を公表しなければならない。
一～四 （略）

（職員団体のための職員の行為の制限）
第百八条の六 （略）
② （略）

（内閣総理大臣への届出）
第百六条の二十四 管理職職員であつた者（退職手当通
算離職者を除く。次項において同じ。）は、離職後二
年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政
令で定めるものに就こうとする場合（前条第一項の規
定により政令で定める事項を届け出た場合を除く。）
には、あらかじめ、政令で定めるところにより、内閣
総理大臣に政令で定める事項を届け出なければならな
い。
一 行政執行法人以外の独立行政法人
二～四 （略）
（略）

（職員団体のための職員の行為の制限）
第百八条の六 （略）
② （略）
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第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以
下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一～十六 （略）
十七 在職していた府省その他の政令で定める国の機
関、行政執行法人若しくは都道府県警察（以下この
号において「行政機関等」という。）に属する役職
員又はこれに類する者として政令で定めるものに対
し、国、行政執行法人若しくは都道府県と営利企業
等（再就職者が現にその地位に就いているものに限
る。）若しくはその子法人との間の契約であつて当
該行政機関等においてその締結について自らが決定
したもの又は当該行政機関等による当該営利企業等
若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二
号に規定する処分であつて自らが決定したものに関
し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行
為をしないように要求し、又は依頼した再就職者

③ 第一項ただし書の規定により登録された職員団体の
役員として専ら従事する期間は、職員としての在職期
間を通じて五年（行政執行法人の労働関係に関する法
律（昭和二十三年法律第二百五十七号）第二条第二号
の職員として同法第七条第一項ただし書の規定により
労働組合の業務に専ら従事したことがある職員につい
ては、五年からその専ら従事した期間を控除した期間
）を超えることができない。
④～⑥ （略）

第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以
下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一～十六 （略）
十七 在職していた府省その他の政令で定める国の機
関、特定独立行政法人若しくは都道府県警察（以下
この号において「行政機関等」という。）に属する
役職員又はこれに類する者として政令で定めるもの
に対し、国、特定独立行政法人若しくは都道府県と
営利企業等（再就職者が現にその地位に就いている
ものに限る。）若しくはその子法人との間の契約で
あつて当該行政機関等においてその締結について自
らが決定したもの又は当該行政機関等による当該営
利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第
二条第二号に規定する処分であつて自らが決定した
ものに関し、職務上不正な行為をするように、又は
相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再
就職者
十八 第十四号から前号までに掲げる再就職者から要
求又は依頼（独立行政法人通則法第五十四条の二第
一項において準用する第十四号から前号までに掲げ
る要求又は依頼を含む。）を受けた職員であつて、
当該要求又は依頼を受けたことを理由として、職務

③ 第一項ただし書の規定により登録された職員団体の
役員として専ら従事する期間は、職員としての在職期
間を通じて五年（特定独立行政法人の労働関係に関す
る法律（昭和二十三年法律第二百五十七号）第二条第
二号の職員として同法第七条第一項ただし書の規定に
より労働組合の業務に専ら従事したことがある職員に
ついては、五年からその専ら従事した期間を控除した
期間）を超えることができない。
④～⑥ （略）

十八 第十四号から前号までに掲げる再就職者から要
求又は依頼（独立行政法人通則法第五十四条第一項
において準用する第十四号から前号までに掲げる要
求又は依頼を含む。）を受けた職員であつて、当該
要求又は依頼を受けたことを理由として、職務上不
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正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた者
第百十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年
以下の懲役に処する。ただし、刑法（明治四十年法律
第四十五号）に正条があるときは、刑法による。
一・二 （略）
三 前号（独立行政法人通則法第五十四条第一項にお
いて準用する場合を含む。）の不正な行為をするよ
うに、又は相当の行為をしないように要求し、依頼
し、又は唆した行為の相手方であつて、同号（同項
において準用する場合を含む。）の要求又は約束が
あつたことの情を知つて職務上不正な行為をし、又
は相当の行為をしなかつた職員

上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた者

第百十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年
以下の懲役に処する。ただし、刑法（明治四十年法律
第四十五号）に正条があるときは、刑法による。
一・二 （略）
三 前号（独立行政法人通則法第五十四条の二第一項
において準用する場合を含む。）の不正な行為をす
るように、又は相当の行為をしないように要求し、
依頼し、又は唆した行為の相手方であつて、同号（
同項において準用する場合を含む。）の要求又は約
束があつたことの情を知つて職務上不正な行為をし
、又は相当の行為をしなかつた職員
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○

現

一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）（第三条関係）

案

行

（傍線部分は改正部分）

第十一条の七 （略）
２ （略）
３ 検察官であつた者又は独立行政法人通則法（平成十
一年法律第百三号）第二条第二項に規定する特定独立
行政法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公
務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が
国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のう
ち人事院規則で定めるものに使用される者（以下「特
定独立行政法人職員等」という。）であつた者が、引
き続き俸給表の適用を受ける職員となり、第十一条の
三第二項第一号の一級地に係る地域及び官署以外の地
域又は官署に在勤することとなつた場合において、任
用の事情、当該在勤することとなつた日の前日におけ
る勤務地等を考慮して前二項の規定による地域手当を
支給される職員との権衡上必要があると認められると
きは、当該職員には、人事院規則の定めるところによ
り、これらの規定に準じて、地域手当を支給する。

正

第十一条の七 （略）
２ （略）
３ 検察官であつた者又は独立行政法人通則法（平成十
一年法律第百三号）第二条第四項に規定する行政執行
法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員
若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の
事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人
事院規則で定めるものに使用される者（以下「行政執
行法人職員等」という。）であつた者が、引き続き俸
給表の適用を受ける職員となり、第十一条の三第二項
第一号の一級地に係る地域及び官署以外の地域又は官
署に在勤することとなつた場合において、任用の事情
、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地
等を考慮して前二項の規定による地域手当を支給され
る職員との権衡上必要があると認められるときは、当
該職員には、人事院規則の定めるところにより、これ
らの規定に準じて、地域手当を支給する。

（広域異動手当）
第十一条の八 （略）
２ （略）
３ 検察官であつた者、特定独立行政法人職員等であつ
た者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給
表の適用を受ける職員となつた者（任用の事情等を考
慮して人事院規則で定める者に限る。）又は異動等に
準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職
員であつて、これらに伴い勤務場所に変更があつたも

改

（広域異動手当）
第十一条の八 （略）
２ （略）
３ 検察官であつた者、行政執行法人職員等であつた者
その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の
適用を受ける職員となつた者（任用の事情等を考慮し
て人事院規則で定める者に限る。）又は異動等に準ず
るものとして人事院規則で定めるものがあつた職員で
あつて、これらに伴い勤務場所に変更があつたものに
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（単身赴任手当）
第十二条の二 （略）
２ （略）
３ 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた
者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、こ
れに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院
規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた
配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直
前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤す

（通勤手当）
第十二条 （略）
２・３ （略）
４ 前項の規定は、検察官であつた者又は行政執行法人
職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける
職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲
げる職員で、当該適用の直前の住居（当該住居に相当
するものとして人事院規則で定める住居を含む。）か
らの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事院規
則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度
資するものであると認められるものを利用し、その利
用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
（任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に
限る。）その他前項の規定による通勤手当を支給され
る職員との権衡上必要があると認められるものとして
人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出につい
て準用する。
５～９ （略）

は、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定
に準じて、広域異動手当を支給する。
４・５ （略）

（単身赴任手当）
第十二条の二 （略）
２ （略）
３ 検察官であつた者又は特定独立行政法人職員等であ
つた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり
、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人
事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居して
いた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用
の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通

（通勤手当）
第十二条 （略）
２・３ （略）
４ 前項の規定は、検察官であつた者又は特定独立行政
法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受
ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号
に掲げる職員で、当該適用の直前の住居（当該住居に
相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。
）からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事
院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当
程度資するものであると認められるものを利用し、そ
の利用に係る特別料金等を負担することを常例とする
もの（任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職
員に限る。）その他前項の規定による通勤手当を支給
される職員との権衡上必要があると認められるものと
して人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出に
ついて準用する。
５～９ （略）

のには、人事院規則の定めるところにより、前二項の
規定に準じて、広域異動手当を支給する。
４・５ （略）
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勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定め
る基準に照らして困難であると認められるもののうち
、単身で生活することを常況とする職員（任用の事情
等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。）その
他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員
との権衡上必要があると認められるものとして人事院
規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身
赴任手当を支給する。
（略）
４

ることが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基
準に照らして困難であると認められるもののうち、単
身で生活することを常況とする職員（任用の事情等を
考慮して人事院規則で定める職員に限る。）その他第
一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との
権衡上必要があると認められるものとして人事院規則
で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任
手当を支給する。
（略）

４

第十四条 （略）
２ 検察官であつた者又は特定独立行政法人職員等であ
つた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつ
て特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたこ
とに伴つて住居を移転した職員（任用の事情等を考慮
して人事院規則で定める職員に限る。）、新たに特地
官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在
勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当する
こととなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該
異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定に
よる手当を支給される職員との権衡上必要があると認
められるものとして人事院規則で定める職員には、人
事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて
、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
（略）
３

第十四条 （略）
２ 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた
者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特
地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに
伴つて住居を移転した職員（任用の事情等を考慮して
人事院規則で定める職員に限る。）、新たに特地官署
又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤す
る職員でその特地官署又は準特地官署に該当すること
となつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動
に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による
手当を支給される職員との権衡上必要があると認めら
れるものとして人事院規則で定める職員には、人事院
規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特
地勤務手当に準ずる手当を支給する。
（略）
３
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○

改

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

（平均給与額）
第四条 （略）
２ （略）
３ 第一項に規定する期間中に、次の各号のいずれか
に該当する日がある場合においては、その日数及び
その間の給与は、同項の期間及び給与の総額から控
除して計算する。ただし、控除しないで計算した平
均給与額が控除して計算した平均給与額より多い場
合は、この限りでない。
一～四 （略）
五 国（職員が特定独立行政法人に在職していた期
間にあつては、当該特定独立行政法人）の責めに
帰すべき事由によつて勤務することができなかつ
た日
六 （略）
４・５ （略）

（実施機関）
第三条 人事院及び実施機関（人事院が指定する国の
機関及び独立行政法人通則法（平成十一年法律第百
三号）第二条第二項に規定する特定独立行政法人（
以下「特定独立行政法人」という。）をいう。以下
同じ。）は、この法律及び人事院規則で定めるとこ
ろにより、この法律に定める補償の実施の責めに任
ずる。
２～４ （略）

国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第百九十一号）（第四条関係）

（略）

（実施機関）
第三条 人事院及び実施機関（人事院が指定する国の機
関及び独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号
）第二条第四項に規定する行政執行法人（以下「行政
執行法人」という。）をいう。以下同じ。）は、この
法律及び人事院規則で定めるところにより、この法律
に定める補償の実施の責めに任ずる。
２～４

（平均給与額）
第四条 （略）
２ （略）
３ 第一項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに
該当する日がある場合においては、その日数及びその
間の給与は、同項の期間及び給与の総額から控除して
計算する。ただし、控除しないで計算した平均給与額
が控除して計算した平均給与額より多い場合は、この
限りでない。
一～四 （略）
五 国（職員が行政執行法人に在職していた期間にあ
つては、当該行政執行法人）の責めに帰すべき事由
によつて勤務することができなかつた日
六 （略）
４・５ （略）
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（損害賠償との調整等）
第五条 国（職員が行政執行法人に在職中に公務上の災
害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該
行政執行法人。以下同じ。）が国家賠償法（昭和二十
二年法律第百二十五号）、民法（明治二十九年法律第
八十九号）その他の法律による損害賠償の責めに任ず
る場合において、この法律による補償を行つたときは
、同一の事由については、国は、その価額の限度にお
いてその損害賠償の責めを免れる。

（損害賠償との調整等）
第五条 国（職員が特定独立行政法人に在職中に公務
上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつて
は、当該特定独立行政法人。以下同じ。）が国家賠
償法（昭和二十二年法律第百二十五号）、民法（明
治二十九年法律第八十九号）その他の法律による損
害賠償の責めに任ずる場合において、この法律によ
る補償を行つたときは、同一の事由については、国
は、その価額の限度においてその損害賠償の責めを
免れる。
（略）
２
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（略）

２

則

（報告、出頭等）
第二十六条 （略）
２ 前項の規定により出頭した者は、国家公務員等の
旅費に関する法律（昭和二十五年法律第百十四号）
による旅費（実施機関である特定独立行政法人が出
頭を命じた場合にあつては、当該特定独立行政法人
が支給する旅費）を受けることができる。
附

（報告、出頭等）
第二十六条 （略）
２ 前項の規定により出頭した者は、国家公務員等の旅
費に関する法律（昭和二十五年法律第百十四号）によ
る旅費（実施機関である行政執行法人が出頭を命じた
場合にあつては、当該行政執行法人が支給する旅費）
を受けることができる。
則

人事院が指定する 日本郵政株式会
国の機関及び独立 社
行政法人通則法（

１～
（略）
（旧郵政被災職員に係る補償の実施等）
当分の間、旧郵政被災職員に関する次の表の上欄
に掲げるこの法律の規定の適用については、これら
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表
の下欄に掲げる字句とする。
22

第三条第一項

21

附
21

第三条第一項

人事院が指定する 日 本 郵 政 株 式 会
国の機関及び独立 社
行政法人通則法（

１～
（略）
（旧郵政被災職員に係る補償の実施等）
当分の間、旧郵政被災職員に関する次の表の上欄に
掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規
定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄
に掲げる字句とする。
22

平成十一年法律第
百三号）第二条第
四項に規定する行
政執行法人（以下
「行政執行法人」
という。）

第 四 条 第 三 項 第 行政執行法人に在 独 立 行 政 法 人 通
五号
職していた期間に 則 法 の 一 部 を 改
あつては、当該行 正 す る 法 律 （ 平
政執行法人
成二十六年法律
第
号）に
よる改正前の独
立行政法人通則
法（平成十一年
法律第百三号）
第二条第二項に
規定する特定独
立行政法人（以
下「特定独立行
政法人」という
。）に在職して
いた期間にあつ
ては当該特定独
立行政法人、職
員が郵政民営化
法（平成十七年
法律第九十七号
）第百六十六条
第一項の規定に
よる解散前の日

平成十一年法律第
百三号）第二条第
二項に規定する特
定独立行政法人（
以下「特定独立行
政法人」という。
）

第 四 条 第 三 項 第 特定独立行政法人
五号
に在職していた期
間にあつては、当
該特定独立行政法
人

独立行政法人通
則法（平成十一
年法律第百三号
）第二条第二項
に規定する特定
独立行政法人（
以下「特定独立
行政法人」とい
う。）に在職し
ていた期間にあ
つては当該特定
独立行政法人、
職員が郵政民営
化法（平成十七
年法律第九十七
号）第百六十六
条第一項の規定
による解散前の
日本郵政公社（
以下「旧公社」
という。）に在
職していた期間
にあつては旧公
社
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第五条第一項

本郵政公社（以
下「旧公社」と
いう。）に在職
していた期間に
あつては旧公社
旧公社に

第五条第一項

行政執行法人に

特定独立行政法人 旧公社に
に

（略）

（略）

当該特定独立行政 日本郵政株式会
法人。以下
社。以下この条
及び次条におい
て
（略）

当該行政執行法人 日 本 郵 政 株 式 会
。以下
社。以下この条
及び次条におい
て
（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

第 二 十 六 条 第 二 旅費（実施機関で 旅費
項
ある行政執行法人
が出頭を命じた場
合にあつては、当
該行政執行法人が
支給する旅費）

（略）

第 二 十 六 条 第 二 旅費（実施機関で 旅費
項
ある特定独立行政
法人が出頭を命じ
た場合にあつては
、当該特定独立行
政法人が支給する
旅費）

（略）
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○

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

（勤続期間の計算）
第七条 （略）
２・３ （略）
４ 前三項の規定による在職期間のうちに休職月等が一
以上あつたときは、その月数の二分の一に相当する月
数（国家公務員法第百八条の六第一項ただし書若しく
は特定独立行政法人の労働関係に関する法律（昭和二
十三年法律第二百五十七号）第七条第一項ただし書に
規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職
務をとることを要しなかつた期間については、その月
数）を前三項の規定により計算した在職期間から除算
する。
５～８ （略）

（適用範囲）
第二条 この法律の規定による退職手当は、常時勤務に
服することを要する国家公務員（国家公務員法（昭和
二十二年法律第百二十号）第八十一条の四第一項又は
第八十一条の五第一項の規定により採用された者及び
これらに準ずる他の法令の規定により採用された者並
びに独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）
第二条第二項に規定する特定独立行政法人（以下「特
定独立行政法人」という。）の役員を除く。以下「職
員」という。）が退職した場合に、その者（死亡によ
る退職の場合には、その遺族）に支給する。
（略）
２

国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）（第五条関係）

改
（適用範囲）
第二条 この法律の規定による退職手当は、常時勤務に
服することを要する国家公務員（国家公務員法（昭和
二十二年法律第百二十号）第八十一条の四第一項又は
第八十一条の五第一項の規定により採用された者及び
これらに準ずる他の法令の規定により採用された者並
びに独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）
第二条第四項に規定する行政執行法人（以下「行政執
行法人」という。）の役員を除く。以下「職員」とい
う。）が退職した場合に、その者（死亡による退職の
場合には、その遺族）に支給する。
（略）

２

（勤続期間の計算）
第七条 （略）
２・３ （略）
４ 前三項の規定による在職期間のうちに休職月等が一
以上あつたときは、その月数の二分の一に相当する月
数（国家公務員法第百八条の六第一項ただし書若しく
は行政執行法人の労働関係に関する法律（昭和二十三
年法律第二百五十七号）第七条第一項ただし書に規定
する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務を
とることを要しなかつた期間については、その月数）
を前三項の規定により計算した在職期間から除算する
。
５～８ （略）
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（定年前に退職する意思を有する職員の募集等）
第八条の二 各省各庁の長等（財政法（昭和二十二年法
律第三十四号）第二十条第二項に規定する各省各庁の
長及び行政執行法人の長並びにこれらの委任を受けた
者をいう。以下この条において同じ。）は、定年前に
退職する意思を有する職員の募集であつて、次に掲げ
るものを行うことができる。
一・二 （略）
２～
（略）

（公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつ
た者の在職期間の計算）
第七条の二 職員のうち、任命権者又はその委任を受け
た者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫
その他特別の法律により設立された法人（行政執行法
人を除く。）でその業務が国の事務又は事業と密接な
関連を有するもののうち政令で定めるもの（退職手当
（これに相当する給付を含む。）に関する規程におい
て、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に
応じ、引き続いて当該法人に使用される者となつた場
合に、職員としての勤続期間を当該法人に使用される
者としての勤続期間に通算することと定めている法人
に限る。以下「公庫等」という。）に使用される者（
役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。
以下「公庫等職員」という。）となるため退職をし、
かつ、引き続き公庫等職員として在職した後引き続い
て再び職員となつた者の前条第一項の規定による在職
期間の計算については、先の職員としての在職期間の
始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間
は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
２～４ （略）

（定年前に退職する意思を有する職員の募集等）
第八条の二 各省各庁の長等（財政法（昭和二十二年法
律第三十四号）第二十条第二項に規定する各省各庁の
長及び特定独立行政法人の長並びにこれらの委任を受
けた者をいう。以下この条において同じ。）は、定年
前に退職する意思を有する職員の募集であつて、次に
掲げるものを行うことができる。
一・二 （略）
２～
（略）

（公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつ
た者の在職期間の計算）
第七条の二 職員のうち、任命権者又はその委任を受け
た者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫
その他特別の法律により設立された法人（特定独立行
政法人を除く。）でその業務が国の事務又は事業と密
接な関連を有するもののうち政令で定めるもの（退職
手当（これに相当する給付を含む。）に関する規程に
おいて、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要
請に応じ、引き続いて当該法人に使用される者となつ
た場合に、職員としての勤続期間を当該法人に使用さ
れる者としての勤続期間に通算することと定めている
法人に限る。以下「公庫等」という。）に使用される
者（役員及び常時勤務に服することを要しない者を除
く。以下「公庫等職員」という。）となるため退職を
し、かつ、引き続き公庫等職員として在職した後引き
続いて再び職員となつた者の前条第一項の規定による
在職期間の計算については、先の職員としての在職期
間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの
期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
２～４ （略）

10

10
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（失業者の退職手当）
第十条 （略）
２・３ （略）
４ 勤続期間六月以上で退職した職員（第六項の規定に
該当する者を除く。）であつて、その者を雇用保険法
第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の
際勤務していた国又は行政執行法人の事務又は事業を
同法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたなら
ば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被
保険者に該当するもののうち、第一号に掲げる額が第
二号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業して
いる場合には、一般の退職手当等のほか、第二号に掲
げる額から第一号に掲げる額を減じた額に相当する金
額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職
者給付金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じ
て支給する。
一・二 （略）
５ 勤続期間六月以上で退職した職員（第七項の規定に
該当する者を除く。）であつて、その者を雇用保険法
第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の
際勤務していた国又は行政執行法人の事務又は事業を
同法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたなら
ば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被
保険者に該当するものが退職の日後失業している場合
において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受
けないときは、前項第二号の規定の例によりその者に
つき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受け
ることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金
額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職
者給付金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じ
て支給する。
６～
（略）
15

（失業者の退職手当）
第十条 （略）
２・３ （略）
４ 勤続期間六月以上で退職した職員（第六項の規定に
該当する者を除く。）であつて、その者を雇用保険法
第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の
際勤務していた国又は特定独立行政法人の事務又は事
業を同法第五条第一項に規定する適用事業とみなした
ならば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継
続被保険者に該当するもののうち、第一号に掲げる額
が第二号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業
している場合には、一般の退職手当等のほか、第二号
に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額に相当す
る金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢
求職者給付金の支給の条件に従い、公共職業安定所を
通じて支給する。
一・二 （略）
５ 勤続期間六月以上で退職した職員（第七項の規定に
該当する者を除く。）であつて、その者を雇用保険法
第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の
際勤務していた国又は特定独立行政法人の事務又は事
業を同法第五条第一項に規定する適用事業とみなした
ならば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継
続被保険者に該当するものが退職の日後失業している
場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給
を受けないときは、前項第二号の規定の例によりその
者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を
受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当す
る金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢
求職者給付金の支給の条件に従い、公共職業安定所を
通じて支給する。
６～
（略）
15
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○

則

改

正

案
附

則

現

行

国家公務員災害補償法の一部を改正する法律（昭和四十一年法律第六十七号）（第六条関係）
（傍線部分は改正部分）

附

（他の法令による給付との調整）
（他の法令による給付との調整）
第八条 傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金 第八条 傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金
（以下「年金たる補償」という。）の額は、当該補償
（以下「年金たる補償」という。）の額は、当該補償
の事由となつた障害又は死亡について人事院規則で定
の事由となつた障害又は死亡について人事院規則で定
める法令による年金たる給付が支給される場合には、
める法令による年金たる給付が支給される場合には、
当分の間、国家公務員災害補償法の規定にかかわらず
当分の間、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整
、同法の規定（第十七条の八を除く。）による年金た
備等に関する法律（平成十七年法律第百二号）第四十
る補償の年額に、当該年金たる補償の種類及び当該法
五条の規定による改正後の国家公務員災害補償法（以
令による年金たる給付の種類に応じ、同一の事由によ
下「改正後の法」という。）の規定にかかわらず、改
り労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号
正後の法の規定（第十七条の八を除く。）による年金
）の年金たる保険給付と他の法令による年金たる給付
たる補償の年額に、当該年金たる補償の種類及び当該
とが支給されるべき場合に同法の年金たる保険給付の
法令による年金たる給付の種類に応じ、同一の事由に
額の算定に用いられる率を考慮して人事院規則で定め
より労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十
る率を乗じて得た額（その額が人事院規則で定める額
号）の年金たる保険給付と他の法令による年金たる給
を下回る場合には、当該人事院規則で定める額）とし
付とが支給されるべき場合に同法の年金たる保険給付
、これらの額に五十円未満の端数があるときは、これ
の額の算定に用いられる率を考慮して人事院規則で定
を切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは
める率を乗じて得た額（その額が人事院規則で定める
、これを百円に切り上げるものとする。
額を下回る場合には、当該人事院規則で定める額）と
し、これらの額に五十円未満の端数があるときは、こ
れを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるとき
は、これを百円に切り上げるものとする。
２ 休業補償の額は、同一の事由について前項の人事院 ２ 休業補償の額は、同一の事由について前項の人事院
規則で定める法令による年金たる給付が支給される場
規則で定める法令による年金たる給付が支給される場
合には、当分の間、国家公務員災害補償法の規定にか
合には、当分の間、改正後の法の規定にかかわらず、
かわらず、同法の規定による額に、当該法令による年
改正後の法の規定による額に、当該法令による年金た
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金たる給付の種類に応じ、同項の人事院規則で定める
率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た
額（その額が人事院規則で定める額を下回る場合には
、当該人事院規則で定める額）とする。

る給付の種類に応じ、同項の人事院規則で定める率の
うち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額（
その額が人事院規則で定める額を下回る場合には、当
該人事院規則で定める額）とする。

第九条 国家公務員災害補償法の規定による障害補償を 第九条 改正後の法の規定による障害補償を受ける者に
受ける者についての恩給法（大正十二年法律第四十八
ついての恩給法（大正十二年法律第四十八号）第四十
号）第四十六条ノ二の規定の適用については、同条第
六条ノ二の規定の適用については、同条第五項中「給
五項中「給付ノ金額」とあるのは「給付ノ金額（国家
付ノ金額」とあるのは「給付ノ金額（国家公務員災害
公務員災害補償法第十三条ノ規定ニ依ル障害補償年金
補償法第十三条ノ規定ニ依ル障害補償年金ヲ受クル者
ヲ受クル者ナルトキハソノ年額ニ六ヲ乗ジテ得タル額
ナルトキハソノ年額ニ六ヲ乗ジテ得タル額）」と、恩
）」と、恩給法第五十八条ノ五の規定の適用について
給法第五十八条ノ五の規定の適用については、同条本
は、同条本文中「国家公務員災害補償法第十三条若ハ
文中「国家公務員災害補償法第十三条若ハ」とあるの
」とあるのは「国家公務員災害補償法第十三条ノ規定
は「国家公務員災害補償法第十三条ノ規定ニ依ル障害
ニ依ル障害補償年金ヲ受クル者ナルトキハ当該補償年
補償年金ヲ受クル者ナルトキハ当該補償年金ヲ受クル
金ヲ受クル間」と、同条ただし書中「当該補償又ハ」
間」と、同条ただし書中「当該補償又ハ」とあるのは
とあるのは「当該補償年金ノ年額又ハ当該補償若ハ」
「当該補償年金ノ年額又ハ当該補償若ハ」と、恩給法
と、恩給法第六十五条ノ二の規定の適用については、
第六十五条ノ二の規定の適用については、同条第二項
同条第二項中「該当スルモノノ金額」とあるのは「該
中「該当スルモノノ金額」とあるのは「該当スルモノ
当スルモノノ金額（国家公務員災害補償法第十三条ノ
ノ金額（国家公務員災害補償法第十三条ノ規定ニ依ル
規定ニ依ル障害補償年金ヲ受クル者ナルトキハソノ年
障害補償年金ヲ受クル者ナルトキハソノ年額ニ六ヲ乗
額ニ六ヲ乗ジテ得タル額）」とする。
ジテ得タル額）」とする。
２ 国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金を ２ 改正後の法の規定による遺族補償年金を受ける者に
受ける者についての恩給法第七十九条ノ三の規定の適
ついての恩給法第七十九条ノ三の規定の適用について
用については、同条本文中「国家公務員災害補償法第
は、同条本文中「国家公務員災害補償法第十五条若ハ
十五条若ハ」とあるのは「国家公務員災害補償法第十
」とあるのは「国家公務員災害補償法第十五条ノ規定
五条ノ規定ニ依ル遺族補償年金ヲ受クル者ナルトキハ
ニ依ル遺族補償年金ヲ受クル者ナルトキハ当該補償年
当該補償年金ヲ受クル間」と、同条ただし書中「当該
金ヲ受クル間」と、同条ただし書中「当該補償又ハ」
補償又ハ」とあるのは「当該補償年金ノ年額又ハ当該
とあるのは「当該補償年金ノ年額又ハ当該補償若ハ」
補償若ハ」とする。
とする。
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○

改

正

案

行

（年次休暇）
第十七条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、
その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員
の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
一・二 （略）
三 当該年の前年において独立行政法人通則法（平成
十一年法律第百三号）第二条第二項に規定する特定
独立行政法人の職員、特別職に属する国家公務員、
地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業
務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法
人のうち人事院規則で定めるものに使用される者（
以下この号において「特定独立行政法人職員等」と
いう。）であった者であって引き続き当該年に新た
に職員となったものその他人事院規則で定める職員
特定独立行政法人職員等としての在職期間及びそ
の在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残
日数等を考慮し、二十日に次項の人事院規則で定め
る日数を加えた日数を超えない範囲内で人事院規則
で定める日数
２・３ （略）

現

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成六年法律第三十三号）（第七条関係）
（傍線部分は改正部分）

（略）

（年次休暇）
第十七条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、
その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員
の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
一・二 （略）
三 当該年の前年において独立行政法人通則法（平成
十一年法律第百三号）第二条第四項に規定する行政
執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方
公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が
国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人の
うち人事院規則で定めるものに使用される者（以下
この号において「行政執行法人職員等」という。）
であった者であって引き続き当該年に新たに職員と
なったものその他人事院規則で定める職員 行政執
行法人職員等としての在職期間及びその在職期間中
における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮
し、二十日に次項の人事院規則で定める日数を加え
た日数を超えない範囲内で人事院規則で定める日数
２・３
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○

正

案

行

（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意
義は、当該各号に定めるところによる。
一 試験研究機関等 次に掲げる機関であって、試験
研究に関する業務を行うものをいう。
イ～ハ （略）
ニ 独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号
）第二条第二項に規定する特定独立行政法人
二・三 （略）

現

一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律（平成九年法律第六十五号）（第八条関係）
（傍線部分は改正部分）
改
（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意
義は、当該各号に定めるところによる。
一 試験研究機関等 次に掲げる機関であって、試験
研究に関する業務を行うものをいう。
イ～ハ （略）
ニ 独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号
）第二条第四項に規定する行政執行法人
二・三 （略）
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○

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

（定義等）
第二条 （略）
２ この法律において、「本省課長補佐級以上の職員」
とは、次に掲げる職員をいう。
一～四 （略）
五 独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）
第二条第二項に規定する特定独立行政法人（以下「
特定独立行政法人」という。）の職員であって、そ
の職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するもの
として当該特定独立行政法人の長が定めるもの
３ この法律において、「指定職以上の職員」とは、次
に掲げる職員をいう。
一～三 （略）
四 特定独立行政法人の職員であって、その職務と責
任が第一号に掲げる職員に相当するものとして当該
特定独立行政法人の長が定めるもの
４ この法律において、「本省審議官級以上の職員」と
は、次に掲げる職員をいう。
一・二 （略）
三 特定独立行政法人の職員であって、その職務と責
任が第一号に掲げる職員に相当するものとして当該
特定独立行政法人の長が定めるもの
５・６ （略）
７ 特定独立行政法人の長は、第二項第五号、第三項第
四号又は第四項第三号の規定により当該特定独立行政
法人における本省課長補佐級以上の職員、指定職以上
の職員又は本省審議官級以上の職員を定めたときは、

国家公務員倫理法（平成十一年法律第百二十九号）（第九条関係）

改
（定義等）
第二条 （略）
２ この法律において、「本省課長補佐級以上の職員」
とは、次に掲げる職員をいう。
一～四 （略）
五 独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）
第二条第四項に規定する行政執行法人（以下「行政
執行法人」という。）の職員であって、その職務と
責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして当
該行政執行法人の長が定めるもの
３ この法律において、「指定職以上の職員」とは、次
に掲げる職員をいう。
一～三 （略）
四 行政執行法人の職員であって、その職務と責任が
第一号に掲げる職員に相当するものとして当該行政
執行法人の長が定めるもの
４ この法律において、「本省審議官級以上の職員」と
は、次に掲げる職員をいう。
一・二 （略）
三 行政執行法人の職員であって、その職務と責任が
第一号に掲げる職員に相当するものとして当該行政
執行法人の長が定めるもの
５・６ （略）
７ 行政執行法人の長は、第二項第五号、第三項第四号
又は第四項第三号の規定により当該行政執行法人にお
ける本省課長補佐級以上の職員、指定職以上の職員又
は本省審議官級以上の職員を定めたときは、その範囲
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を公表しなければならない。

その範囲を公表しなければならない。

６

第五条 （略）
２・３ （略）
４ 特定独立行政法人の長は、国家公務員倫理審査会の
同意を得て、当該特定独立行政法人の職員の職務に係
る倫理に関する規則を定めることができる。
５ 特定独立行政法人の長は、前項の規則を定めたとき
は、これを主務大臣（独立行政法人通則法第六十八条
に規定する主務大臣をいう。）に届け出なければなら
ない。これを変更したときも、同様とする。
（略）

６

（贈与等の報告）
第六条 本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から、
金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応
接待（以下「贈与等」という。）を受けたとき又は事
業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的
役務に対する報酬として国家公務員倫理規程で定める
報酬の支払を受けたとき（当該贈与等を受けた時又は
当該報酬の支払を受けた時において本省課長補佐級以
上の職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等によ
り受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が一件
につき五千円を超える場合に限る。）は、一月から三
月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十
月から十二月までの各区分による期間（以下「四半期
」という。）ごとに、次に掲げる事項を記載した贈与
等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から十四日
以内に、各省各庁の長等（各省各庁の長及び特定独立
行政法人の長をいう。以下同じ。）又はその委任を受
けた者に提出しなければならない。
一～四 （略）

第五条 （略）
２・３ （略）
４ 行政執行法人の長は、国家公務員倫理審査会の同意
を得て、当該行政執行法人の職員の職務に係る倫理に
関する規則を定めることができる。
５ 行政執行法人の長は、前項の規則を定めたときは、
これを主務大臣（独立行政法人通則法第六十八条に規
定する主務大臣をいう。）に届け出なければならない
。これを変更したときも、同様とする。
（略）
（贈与等の報告）
第六条 本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から、
金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応
接待（以下「贈与等」という。）を受けたとき又は事
業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的
役務に対する報酬として国家公務員倫理規程で定める
報酬の支払を受けたとき（当該贈与等を受けた時又は
当該報酬の支払を受けた時において本省課長補佐級以
上の職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等によ
り受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が一件
につき五千円を超える場合に限る。）は、一月から三
月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十
月から十二月までの各区分による期間（以下「四半期
」という。）ごとに、次に掲げる事項を記載した贈与
等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から十四日
以内に、各省各庁の長等（各省各庁の長及び行政執行
法人の長をいう。以下同じ。）又はその委任を受けた
者に提出しなければならない。
一～四 （略）
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２

２

２

（略）

第三十九条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、
法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、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各
機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検
査院並びに各行政執行法人（以下「行政機関等」とい
う。）に、それぞれ倫理監督官一人を置く。
（略）

（略）

２

（特定独立行政法人の職員に関する特例）
第四十一条 第四章の規定は、特定独立行政法人の職員
（管理又は監督の地位にある者のうち人事院規則で定
める官職にあるものを除く。）には、適用しない。
２ 第四章の規定の適用を受ける特定独立行政法人の労
働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十七
号）第二条第二号の職員に対する同法第三十七条第一
項第一号の規定の適用については、同号中「第三条第
二項から第四項まで、第三条の二」とあるのは「第三
条第二項から第四項まで（職務に係る倫理の保持に関
する事務を除く。）」と、「第十七条、第十七条の二
」とあるのは「第十七条（職員の職務に係る倫理の保
持に関して行われるものを除く。）」と、「第八十四
条第二項、第八十四条の二」とあるのは「第八十四条
第二項（国家公務員倫理法（平成十一年法律第百二十
九号）又はこれに基づく命令（同法第五条第三項の規
定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を
含む。）に違反する行為に関して行われるものを除く
。）」と、「第百条第四項」とあるのは「第百条第四
項（第十七条の二の規定により権限の委任を受けた国
家公務員倫理審査会が行う調査に係るものを除く。）
」とする。

第三十九条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、
法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、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各
機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検
査院並びに各特定独立行政法人（以下「行政機関等」
という。）に、それぞれ倫理監督官一人を置く。
（略）

（行政執行法人の職員に関する特例）
第四十一条 第四章の規定は、行政執行法人の職員（管
理又は監督の地位にある者のうち人事院規則で定める
官職にあるものを除く。）には、適用しない。
２ 第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の労働関
係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十七号）
第二条第二号の職員に対する同法第三十七条第一項第
一号の規定の適用については、同号中「第三条第二項
から第四項まで、第三条の二」とあるのは「第三条第
二項から第四項まで（職務に係る倫理の保持に関する
事務を除く。）」と、「第十七条、第十七条の二」と
あるのは「第十七条（職員の職務に係る倫理の保持に
関して行われるものを除く。）」と、「第八十四条第
二項、第八十四条の二」とあるのは「第八十四条第二
項（国家公務員倫理法（平成十一年法律第百二十九号
）又はこれに基づく命令（同法第五条第三項の規定に
基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む
。）に違反する行為に関して行われるものを除く。）
」と、「第百条第四項」とあるのは「第百条第四項（
第十七条の二の規定により権限の委任を受けた国家公
務員倫理審査会が行う調査に係るものを除く。）」と
する。
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（地方公共団体等の講ずる施策）
第四十三条 地方公共団体及び地方独立行政法人法（平
成十五年法律第百十八号）第二条第二項に規定する特
定地方独立行政法人は、この法律の規定に基づく国及
び行政執行法人の施策に準じて、地方公務員の職務に
係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるよう努め
なければならない。

（特殊法人等の講ずる施策等）
第四十二条 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
（総務省設置法（平成十一年法律第九十一号）第四条
第十五号の規定の適用を受けない法人を除く。）、独
立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法
人であって行政執行法人以外のものその他これらに準
ずるものとして政令で定める法人のうち、その設立の
根拠となる法律又は法人格を付与する法律において、
役員、職員その他の当該法人の業務に従事する者を法
令により公務に従事する者とみなすこととされ、かつ
、政府の出資を受けているもの（以下「特殊法人等」
という。）は、この法律の規定に基づく国及び行政執
行法人の施策に準じて、特殊法人等の職員の職務に係
る倫理の保持のために必要な施策を講ずるようにしな
ければならない。
２・３ （略）

（地方公共団体等の講ずる施策）
第四十三条 地方公共団体及び地方独立行政法人法（平
成十五年法律第百十八号）第二条第二項に規定する特
定地方独立行政法人は、この法律の規定に基づく国及
び特定独立行政法人の施策に準じて、地方公務員の職
務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるよう
努めなければならない。

（特殊法人等の講ずる施策等）
第四十二条 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
（総務省設置法（平成十一年法律第九十一号）第四条
第十五号の規定の適用を受けない法人を除く。）、独
立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法
人であって特定独立行政法人以外のものその他これら
に準ずるものとして政令で定める法人のうち、その設
立の根拠となる法律又は法人格を付与する法律におい
て、役員、職員その他の当該法人の業務に従事する者
を法令により公務に従事する者とみなすこととされ、
かつ、政府の出資を受けているもの（以下「特殊法人
等」という。）は、この法律の規定に基づく国及び特
定独立行政法人の施策に準じて、特殊法人等の職員の
職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるよ
うにしなければならない。
２・３ （略）
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○

現

行

国と民間企業との間の人事交流に関する法律（平成十一年法律第二百二十四号）（第十条関係）
（傍線部分は改正部分）
案

（交流基準）
第五条 任命権者その他の関係者は、人事交流の制度の
運用に当たっては、次に掲げる事項に関し人事院規則
で定める基準（以下「交流基準」という。）に従い、
常にその適正な運用の確保に努めなければならない。
一 国の機関に置かれる部局等又は独立行政法人通則
法第二条第二項に規定する特定独立行政法人（以下
「特定独立行政法人」という。）であって民間企業
に対する処分等（法令の規定に基づいてされる行政
手続法（平成五年法律第八十八号）第二条第二号に
規定する処分及び同条第六号に規定する行政指導を
いう。第十三条第三項及び第二十条において同じ。
）に関する事務を所掌するものと当該民間企業との
間の人事交流の制限に関する事項
二 国又は特定独立行政法人と契約関係にある民間企
業との間の人事交流の制限に関する事項
三 （略）
２・３ （略）

正

（交流基準）
第五条 任命権者その他の関係者は、人事交流の制度の
運用に当たっては、次に掲げる事項に関し人事院規則
で定める基準（以下「交流基準」という。）に従い、
常にその適正な運用の確保に努めなければならない。
一 国の機関に置かれる部局等又は独立行政法人通則
法第二条第四項に規定する行政執行法人（以下「行
政執行法人」という。）であって民間企業に対する
処分等（法令の規定に基づいてされる行政手続法（
平成五年法律第八十八号）第二条第二号に規定する
処分及び同条第六号に規定する行政指導をいう。第
十三条第三項及び第二十条において同じ。）に関す
る事務を所掌するものと当該民間企業との間の人事
交流の制限に関する事項
二 国又は行政執行法人と契約関係にある民間企業と
の間の人事交流の制限に関する事項
三 （略）
２・３ （略）

２

改

（交流派遣職員の服務等）
第十二条 交流派遣職員は、派遣先企業において、その
交流派遣前に在職していた国の機関及び行政執行法人
に対してする申請（行政手続法第二条第三号に規定す
る申請をいう。）に関する業務その他の交流派遣職員
が従事することが適当でないものとして人事院規則で
定める業務に従事してはならない。
（略）

（交流派遣職員の服務等）
第十二条 交流派遣職員は、派遣先企業において、その
交流派遣前に在職していた国の機関及び特定独立行政
法人に対してする申請（行政手続法第二条第三号に規
定する申請をいう。）に関する業務その他の交流派遣
職員が従事することが適当でないものとして人事院規
則で定める業務に従事してはならない。
（略）
２
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３
４
５

（略）
（略）
（略）

３
４
５

（交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例
）
第十四条 （略）
２・３ （略）
４ 交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法の規定
の適用については、同法第二条第一項第五号及び第六
号中「とし、その他の職員については、これらに準ず
る給与として政令で定めるもの」とあるのは「に相当
するものとして、次条第一項に規定する組合の運営規
則で定めるもの」と、同法第九十九条第二項中「次の
各号」とあるのは「次の各号（第一号、第一号の二及
び第四号を除く。）」と、「及び国の負担金」とある
のは「、国と民間企業との間の人事交流に関する法律
第七条第三項に規定する派遣先企業（以下「派遣先企
業」という。）の負担金及び国の負担金」と、同項第
二号及び第三号中「国の負担金」とあるのは「派遣先
企業の負担金」と、同法第百二条第一項中「各省各庁
の長（環境大臣を含む。）、特定独立行政法人又は職
員団体」とあり、及び「国、特定独立行政法人又は職
員団体」とあるのは「派遣先企業」と、「第九十九条
第二項（同条第五項から第七項までの規定により読み
替えて適用する場合を含む。）」とあるのは「第九十
九条第二項」と、同条第四項中「職員団体」とあるの
は「派遣先企業」とする。

（略）
（略）
（略）

（交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例
）
第十四条 （略）
２・３ （略）
４ 交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法の規定
の適用については、同法第二条第一項第五号及び第六
号中「とし、その他の職員については、これらに準ず
る給与として政令で定めるもの」とあるのは「に相当
するものとして、次条第一項に規定する組合の運営規
則で定めるもの」と、同法第九十九条第二項中「次の
各号」とあるのは「次の各号（第一号、第一号の二及
び第四号を除く。）」と、「及び国の負担金」とある
のは「、国と民間企業との間の人事交流に関する法律
第七条第三項に規定する派遣先企業（以下「派遣先企
業」という。）の負担金及び国の負担金」と、同項第
二号及び第三号中「国の負担金」とあるのは「派遣先
企業の負担金」と、同法第百二条第一項中「各省各庁
の長（環境大臣を含む。）、行政執行法人又は職員団
体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」
とあるのは「派遣先企業」と、「第九十九条第二項（
同条第五項から第七項までの規定により読み替えて適
用する場合を含む。）」とあるのは「第九十九条第二
項」と、同条第四項中「職員団体」とあるのは「派遣
先企業」とする。
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○

正

案

行

（職員の派遣の要請）
第百五十一条 地方公共団体の長等は、国民の保護のた
めの措置の実施のため必要があるときは、政令で定め
るところにより、指定行政機関の長若しくは指定地方
行政機関の長又は特定指定公共機関（指定公共機関で
ある特定独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十
一年法律第百三号）第二条第二項の特定独立行政法人
をいう。）をいう。以下この項及び第百五十三条にお
いて同じ。）に対し、当該指定行政機関若しくは指定
地方行政機関又は特定指定公共機関の職員の派遣を要
請することができる。
２・３ （略）

現

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成十六年法律第百十二号）（第十一条関係）
（傍線部分は改正部分）
改
（職員の派遣の要請）
第百五十一条 地方公共団体の長等は、国民の保護のた
めの措置の実施のため必要があるときは、政令で定め
るところにより、指定行政機関の長若しくは指定地方
行政機関の長又は特定指定公共機関（指定公共機関で
ある行政執行法人（独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号）第二条第四項の行政執行法人をいう。
）をいう。以下この項及び第百五十三条において同じ
。）に対し、当該指定行政機関若しくは指定地方行政
機関又は特定指定公共機関の職員の派遣を要請するこ
とができる。
２・３ （略）
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○

正

案

行

（傍線部分は改正部分）

（職員の派遣の要請）
第四十二条 特定都道府県知事等又は特定市町村長等は
、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため必
要があるときは、政令で定めるところにより、指定行
政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は特定指
定公共機関（指定公共機関である特定独立行政法人（
独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立
行政法人をいう。）をいう。以下この項及び次条にお
いて同じ。）に対し、当該指定行政機関若しくは指定
地方行政機関又は特定指定公共機関の職員の派遣を要
請することができる。
２・３ （略）

現

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成二十四年法律第三十一号）（第十一条関係）

改
（職員の派遣の要請）
第四十二条 特定都道府県知事等又は特定市町村長等は
、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため必
要があるときは、政令で定めるところにより、指定行
政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は特定指
定公共機関（指定公共機関である行政執行法人（独立
行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人
をいう。）をいう。以下この項及び次条において同じ
。）に対し、当該指定行政機関若しくは指定地方行政
機関又は特定指定公共機関の職員の派遣を要請するこ
とができる。
２・３ （略）
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○

改

正

案

（新設）

（同上）

現

行

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法（平成十七年法律第百一号）（第十二条関係）
（傍線部分は改正部分）

（機構の目的）
第三条 （略）
（中期目標管理法人）
第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

（同上）

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

（事務所）
第四条 （略）
（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

とあ

その他主務省令で定める

（中期計画の記載事項）
第十四条 （略）
２・３ （略）
４ 機構の中期計画に関する通則法第三十条第二項の規
定の適用については、同項中「次に」とあるのは「独
立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法（平成
十七年法律第百一号）第十四条第一項各号に掲げる事
「七 剰余金の使途
項のほか、次に」と、
八

（中期計画の記載事項）
第十四条 （略）
２・３ （略）
４ 機構の中期計画に関する通則法第三十条第二項の規
定の適用については、同項中「次に」とあるのは「独
立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第十四
「六
条第一項各号に掲げる事項のほか、次に」と、
七
剰余金の使途
とあ
その他主務省令で定める業務運営に関する事項」
るのは「六 その他主務省令で定める業務運営に関す
業務運営に関する事項」
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るのは「七 その他主務省令で定める業務運営に関す
る事項」とする。
（利益及び損失の処理の特例等）
第二十五条 （略）
（削る）

る事項」とする。

（利益及び損失の処理の特例等）
第二十五条 （略）
２ 総務大臣は、前項の規定による承認をしようとする
ときは、あらかじめ、総務省の独立行政法人評価委員
会の意見を聴かなければならない。
３ 機構は、第一項に規定する通則法第四十四条第一項
の規定による積立金の額に相当する金額から第一項の
規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があ
るときは、その残余の額を国庫に納付しなければなら
ない。
４ 機構については、通則法第四十四条第一項ただし書
、第三項及び第四項の規定は、適用しない。
５ 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。

（長期借入金）
第二十六条 （略）
（削る）

（長期借入金）
第二十六条 （略）
２ 総務大臣は、前項の規定による認可をしようとする
ときは、あらかじめ、総務省の独立行政法人評価委員
会の意見を聴かなければならない。

２ 機構は、前項に規定する通則法第四十四条第一項の
規定による積立金の額に相当する金額から前項の規定
による承認を受けた金額を控除してなお残余があると
きは、その残余の額を国庫に納付しなければならない
。
３ 機構については、通則法第四十四条第一項ただし書
及び第三項の規定は、適用しない。
４ 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。

（償還計画）
第二十七条 （略）
（削る）

（関係大臣との協議）

（償還計画）
第二十七条 （略）
２ 総務大臣は、前項の規定による認可をしようとする
ときは、あらかじめ、総務省の独立行政法人評価委員
会の意見を聴かなければならない。

（関係大臣との協議）
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第三十三条 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、
当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
一～四 （略）
五 第二十六条又は第二十七条の規定による認可をし
ようとするとき 財務大臣
（略）
六

（主務大臣等）
第三十四条 機構に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ総務大臣及び総務省令とする。

第三十三条 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、
当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
一～四 （略）
五 第二十六条第一項又は第二十七条第一項の規定に
よる認可をしようとするとき 財務大臣
（略）
六

（主務大臣等）
第三十四条 機構に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ総務大臣、総務省及び総
務省令とする。
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○

則

改

正

案
則

現

行

（国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置）
第百七条 （略）
２～４ （略）
５ 旧公社の職員から引き続いて一般職国家公務員とな
り引き続き一般職国家公務員として在職する者に関す
る新法第十一条第二号の規定の適用及び新法第四章の
規定の適用を受ける特定独立行政法人の労働関係に関
する法律（以下この項において「特労法」という。）
第二条第二号の職員のうち旧公社の職員から引き続い
て一般職国家公務員となり引き続き一般職国家公務員
として在職する者に対する国家公務員倫理法第四十一
条第二項の規定により読み替えて適用する特労法第三
十七条第一項第一号の規定の適用については、これら
の規定に規定する命令には、第一項の規定によりなお
その効力を有するものとされる旧法第五条第六項の規
定に基づく規則を含むものとする。この場合において
は、第二項後段の規定を準用する。

附

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十七年法律第百二号）（第十三条関係）
（傍線部分は改正部分）

附
（国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置）
第百七条 （略）
２～４ （略）
５ 旧公社の職員から引き続いて一般職国家公務員とな
り引き続き一般職国家公務員として在職する者に関す
る新法第十一条第二号の規定の適用及び新法第四章の
規定の適用を受ける行政執行法人の労働関係に関する
法律（昭和二十三年法律第二百五十七号。以下この項
において「行労法」という。）第二条第二号の職員の
うち旧公社の職員から引き続いて一般職国家公務員と
なり引き続き一般職国家公務員として在職する者に対
する国家公務員倫理法第四十一条第二項の規定により
読み替えて適用する行労法第三十七条第一項第一号の
規定の適用については、これらの規定に規定する命令
には、第一項の規定によりなおその効力を有するもの
とされる旧法第五条第六項の規定に基づく規則を含む
ものとする。この場合においては、第二項後段の規定
を準用する。
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○

則

改

正

案
則

現

行

（経過措置）
第二条 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図る
ための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改
正する等の法律（平成二十四年法律第四十二号）第五
条第一号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国
の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例
法（昭和二十九年法律第百四十一号）第二条第一項に
規定する国有林野事業を行う国の経営する企業、独立
行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第
二項に規定する特定独立行政法人（この法律の施行の
日（以下「施行日」という。）以後に特定独立行政法
人以外の独立行政法人（同条第一項に規定する独立行
政法人をいう。）となったものその他の法人で政令で
定めるものを含む。）及び郵政民営化法（平成十七年
法律第九十七号）第百六十六条第一項の規定による解
散前の日本郵政公社（以下「国営企業等」と総称する
。）の職員の退職による退職手当については、この法
律による改正後の国家公務員退職手当法（以下「新法
」という。）の規定は、国営企業等ごとに、施行日か
ら起算して一年を超えない範囲内において政令で定め
る日（以下「適用日」という。）から適用し、適用日
前の当該退職による退職手当については、なお従前の
例による。

附

国家公務員退職手当法の一部を改正する法律（平成十七年法律第百十五号）（第十四条関係）
（傍線部分は改正部分）

附
（経過措置）
第二条 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図る
ための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改
正する等の法律（平成二十四年法律第四十二号）第五
条第一号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国
の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例
法（昭和二十九年法律第百四十一号）第二条第一項に
規定する国有林野事業を行う国の経営する企業、独立
行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年
法律第
号）による改正前の独立行政法人通則法
（平成十一年法律第百三号）第二条第二項に規定する
特定独立行政法人（この法律の施行の日（以下「施行
日」という。）以後に特定独立行政法人以外の独立行
政法人（同条第一項に規定する独立行政法人をいう。
）となったものその他の法人で政令で定めるものを含
む。）及び郵政民営化法（平成十七年法律第九十七号
）第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政
公社（以下「国営企業等」と総称する。）の職員の退
職による退職手当については、この法律による改正後
の国家公務員退職手当法（以下「新法」という。）の
規定は、国営企業等ごとに、施行日から起算して一年
を超えない範囲内において政令で定める日（以下「適
用日」という。）から適用し、適用日前の当該退職に
よる退職手当については、なお従前の例による。
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○

正

案

現

行

国家公務員の留学費用の償還に関する法律（平成十八年法律第七十号）（第十五条関係）

改

（傍線部分は改正部分）

（特定独立行政法人の講ずべき措置）
第九条 留学に相当する研修を実施する独立行政法人通
則法（平成十一年法律第百三号）第二条第二項に規定
する特定独立行政法人は、第三条から第六条までに規
定する措置に準じて、その職員で当該研修を命ぜられ
たものが第三条第一項各号に掲げる期間に相当する期
間内に離職した場合に、その者に、当該研修の実施の
ために要する留学費用に相当する費用の全部又は一部
を償還させるために必要な措置を講じなければならな
い。

（留学費用の償還）
第三条 （略）
２ （略）
３ 第一項第二号の職員としての在職期間には、次に掲
げる期間を含まないものとする。
一・二 （略）
三 国家公務員法第百八条の六第一項ただし書の規定
により職員団体の業務に専ら従事した期間又は特定
独立行政法人の労働関係に関する法律（昭和二十三
年法律第二百五十七号）第七条第一項ただし書の規
定により労働組合の業務に専ら従事した期間
四～六 （略）

（行政執行法人の講ずべき措置）
第九条 留学に相当する研修を実施する独立行政法人通
則法（平成十一年法律第百三号）第二条第四項に規定
する行政執行法人は、第三条から第六条までに規定す
る措置に準じて、その職員で当該研修を命ぜられたも
のが第三条第一項各号に掲げる期間に相当する期間内
に離職した場合に、その者に、当該研修の実施のため
に要する留学費用に相当する費用の全部又は一部を償
還させるために必要な措置を講じなければならない。

（裁判所職員への準用）
第十条 第二条から第六条まで（第二条第一項及び第四
項並びに第四条第五号を除く。）の規定は、裁判所職

（留学費用の償還）
第三条 （略）
２ （略）
３ 第一項第二号の職員としての在職期間には、次に掲
げる期間を含まないものとする。
一・二 （略）
三 国家公務員法第百八条の六第一項ただし書の規定
により職員団体の業務に専ら従事した期間又は行政
執行法人の労働関係に関する法律（昭和二十三年法
律第二百五十七号）第七条第一項ただし書の規定に
より労働組合の業務に専ら従事した期間
四～六 （略）

（裁判所職員への準用）
第十条 第二条から第六条まで（第二条第一項及び第四
項並びに第四条第五号を除く。）の規定は、裁判所職
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（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

員（国家公務員法第二条第三項第十三号に掲げる裁判
官及びその他の裁判所職員をいう。）について準用す
る。この場合において、これらの規定中「人事院規則
」とあるのは「最高裁判所規則」と読み替えるほか、
次の表の上欄に掲げる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）

第三条第三項第三号

員（国家公務員法第二条第三項第十三号に掲げる裁判
官及びその他の裁判所職員をいう。）について準用す
る。この場合において、これらの規定中「人事院規則
」とあるのは「最高裁判所規則」と読み替えるほか、
次の表の上欄に掲げる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）
（略）

（略）

（略）

期間又は特定独立行 期間
政法人の労働関係に
関する法律（昭和二
十三年法律第二百五
十七号）第七条第一
項ただし書の規定に
より労働組合の業務
に専ら従事した期間

（略）

（略）

期間又は行政執行法 期間
人の労働関係に関す
る法律（昭和二十三
年法律第二百五十七
号）第七条第一項た
だし書の規定により
労働組合の業務に専
ら従事した期間
（略）

（略）

第三条第三項第三号

（略）
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○

正

案

行

（自己啓発等休業をした職員についての国家公務員退
職手当法の特例）
第八条 （略）
２ 自己啓発等休業をした期間についての国家公務員退
職手当法第七条第四項の規定の適用については、同項
中「その月数の二分の一に相当する月数（国家公務員
法第百八条の六第一項ただし書若しくは特定独立行政
法人の労働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二
百五十七号）第七条第一項ただし書に規定する事由又
はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを
要しなかつた期間については、その月数）」とあるの
は、「その月数（国家公務員の自己啓発等休業に関す
る法律（平成十九年法律第四十五号）第二条第五項に
規定する自己啓発等休業の期間中の同条第三項又は第
四項に規定する大学等における修学又は国際貢献活動
の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認め
られることその他の内閣総理大臣が定める要件に該当
する場合については、その月数の二分の一に相当する
月数）」とする。

現

国家公務員の自己啓発等休業に関する法律（平成十九年法律第四十五号）（第十六条関係）
（傍線部分は改正部分）
改
（自己啓発等休業をした職員についての国家公務員退
職手当法の特例）
第八条 （略）
２ 自己啓発等休業をした期間についての国家公務員退
職手当法第七条第四項の規定の適用については、同項
中「その月数の二分の一に相当する月数（国家公務員
法第百八条の六第一項ただし書若しくは行政執行法人
の労働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五
十七号）第七条第一項ただし書に規定する事由又はこ
れらに準ずる事由により現実に職務をとることを要し
なかつた期間については、その月数）」とあるのは、
「その月数（国家公務員の自己啓発等休業に関する法
律（平成十九年法律第四十五号）第二条第五項に規定
する自己啓発等休業の期間中の同条第三項又は第四項
に規定する大学等における修学又は国際貢献活動の内
容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められ
ることその他の内閣総理大臣が定める要件に該当する
場合については、その月数の二分の一に相当する月数
）」とする。
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○

正

案

行

（配偶者同行休業をした職員についての国家公務員退
職手当法の特例）
第九条 （略）
２ 配偶者同行休業をした期間についての国家公務員退
職手当法第七条第四項の規定の適用については、同項
中「その月数の二分の一に相当する月数（国家公務員
法第百八条の六第一項ただし書若しくは特定独立行政
法人の労働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二
百五十七号）第七条第一項ただし書に規定する事由又
はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを
要しなかつた期間については、その月数）」とあるの
は、「その月数」とする。

現

国家公務員の配偶者同行休業に関する法律（平成二十五年法律第七十八号）（第十六条関係）
（傍線部分は改正部分）
改
（配偶者同行休業をした職員についての国家公務員退
職手当法の特例）
第九条 （略）
２ 配偶者同行休業をした期間についての国家公務員退
職手当法第七条第四項の規定の適用については、同項
中「その月数の二分の一に相当する月数（国家公務員
法第百八条の六第一項ただし書若しくは行政執行法人
の労働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五
十七号）第七条第一項ただし書に規定する事由又はこ
れらに準ずる事由により現実に職務をとることを要し
なかつた期間については、その月数）」とあるのは、
「その月数」とする。
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○

則

改

正

案
則

現

行

（傍線部分は改正部分）

（特定独立行政法人の役員への準用）
第十条 附 則 第 四 条 （ 第 三 項 及 び 第 七 項 を 除 く 。 ） 、 第
五条から第七条まで、前条（第三項を除く。）及び附
則第十二条の規定は、特定独立行政法人の役員（非常
勤の者を除く。以下この条において同じ。）又は役員
であった者について準用する。この場合において、附
則第四条第二項及び第六項中「前項」とあるのは「附
則第十条において準用する前項」と、同条第二項中「
次に掲げる職員は、同項に規定する職員に含まれない
ものとし、次に掲げる職員以外の職員が次に掲げる職
員となった場合には、その時点で離職したものとみな
す」とあるのは「常勤の役員が非常勤の役員となった
場合には離職したものとみなすものとし、次に掲げる
職員としての在職は、役員の離職前の在職に該当しな
いものとする」と、同条第四項、第五項、第八項及び
第九項中「第一項の」とあるのは「附則第十条におい
て準用する第一項の」と、同条第四項中「選考による
採用」とあるのは「任命」と、同条第五項中「所轄庁
の長又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」
とあるのは「任命権者」と、「離職時の所轄庁の長又
は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長」とあ
るのは「当該役員の任命権者又はこれに相当する役員
の任命権者」と、附則第五条第一項中「前条第一項」
とあるのは「附則第十条において準用する前条第一項
」と、同項、附則第七条及び第十二条第一項中「第一

附

国家公務員法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第百八号）（第十七条関係）

附
（行政執行法人等の役員への準用）
第十条 附 則 第 四 条 （ 第 三 項 及 び 第 七 項 を 除 く 。 ） 、 第
五条から第七条まで、前条（第三項を除く。）及び附
則第十二条の規定は、独立行政法人通則法（平成十一
年法律第百三号）第二条第四項に規定する行政執行法
人の役員（非常勤の者を除く。以下この条において同
じ 。 ） 若しくは役員で あ った者又は独立行政法人通則 法
の一部を改正する法律（平成二十六年法律第
号）
による改正前の独立行政法人通則法第二条第二項に規定
する特定独立行政法人の役員であった者に つ い て 準 用
する。この場合において、附則第四条第二項及び第六
項中「前項」とあるのは「附則第十条において準用す
る前項」と、同条第二項中「次に掲げる職員は、同項
に規定する職員に含まれないものとし、次に掲げる職
員以外の職員が次に掲げる職員となった場合には、そ
の時点で離職したものとみなす」とあるのは「常勤の
役員が非常勤の役員となった場合には離職したものと
みなすものとし、次に掲げる職員としての在職は、役
員の離職前の在職に該当しないものとする」と、同条
第四項、第五項、第八項及び第九項中「第一項の」と
あるのは「附則第十条において準用する第一項の」と
、同条第四項中「選考による採用」とあるのは「任命
」と、同条第五項中「所轄庁の長又は当該職員の勤務
する特定独立行政法人の長」とあるのは「任命権者」
と、「離職時の所轄庁の長又は離職時に勤務していた
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特定独立行政法人の長」とあるのは「当該役員の任命
権者又はこれに相当する役員の任命権者」と、附則第
五条第一項中「前条第一項」とあるのは「附則第十条
において準用する前条第一項」と、同項及び附則第七
条中「第一条の」とあるのは「第三条の規定による改
正後の独立行政法人通則法第五十四条の二第一項にお
いて準用する第一条の」と、附則第七条中「同条第一
号」とあるのは「第三条の規定による改正後の独立行
政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する
第一条の規定による改正後の国家公務員法第百十二条
第一号」と、同条第一号中「退職手当通算予定職員」
とあるのは「退職手当通算予定役員」と、「選考によ
る採用」とあるのは「任命」と、前条第一項中「第一
条の規定による改正前の国家公務員法」とあるのは「
第三条の規定による改正前の独立行政法人通則法」と
、同項及び同条第二項中「第百三条第三項」とあるの
は「第五十四条第四項ただし書」と、「承認（同条第
二項の規定に係るものに限る。）」とあるのは「承認
」と、「附則第四条第五項」とあるのは「附則第十条
において準用する附則第四条第五項」と、附則第十二
条第一項中「第一条の」とあるのは「独立行政法人通
則法第五十四条第一項において準用する第一条の」と
、同条第二項中「国家公務員法」とあるのは「独立行
政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する
国家公務員法」と読み替えるものとするほか、必要な
技術的読替えは、政令で定める。

条の」とあるのは「第三条の規定による改正後の独立
行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用す
る第一条の」と、附則第七条中「同条第一号」とある
のは「第三条の規定による改正後の独立行政法人通則
法第五十四条の二第一項において準用する第一条の規
定による改正後の国家公務員法第百十二条第一号」と
、同条第一号中「退職手当通算予定職員」とあるのは
「退職手当通算予定役員」と、「選考による採用」と
あるのは「任命」と、前条第一項中「第一条の規定に
よる改正前の国家公務員法」とあるのは「第三条の規
定による改正前の独立行政法人通則法」と、同項及び
同条第二項中「第百三条第三項」とあるのは「第五十
四条第四項ただし書」と、「承認（同条第二項の規定
に係るものに限る。）」とあるのは「承認」と、「附
則第四条第五項」とあるのは「附則第十条において準
用する附則第四条第五項」と、附則第十二条第二項中
「国家公務員法」とあるのは「独立行政法人通則法第
五十四条の二第一項において準用する国家公務員法」
と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは
、政令で定める。
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正

案

行

（傍線部分は改正部分）

（国家公務員共済組合法の一部改正）
第五条 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百
二十八号）の一部を次のように改正する。
（略）
第九十九条第一項を次のように改める。
組合の給付に要する費用（前期高齢者納付金等及
び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに基礎年金
拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要す
る費用を含む。第四項において同じ。）のうち次の
各号に規定する費用は、当該各号に定めるところに
より、政令で定める職員を単位として、算定するも
のとする。この場合において、第三号に規定する費
用については、少なくとも五年ごとに再計算を行う
ものとする。
一 短期給付に要する費用（前期高齢者納付金等及
び後期高齢者支援金等の納付に要する費用並びに
長期給付（基礎年金拠出金を含む。）及び福祉事
業に係る事務以外の事務に要する費用（第五項の
規定による国の負担に係るもの並びに第七項及び
第八項において読み替えて適用する第五項の規定
による特定独立行政法人の負担に係るものを除く
。）を含み、第四項（同項第二号を除く。）の規
定による同項に規定する国等の負担に係るものを
除く。次項第一号において同じ。）については、
当該事業年度におけるその費用の予想額と当該事
業年度における同号の掛金及び負担金の額とが等

現

○ 国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律（平成二十四
年法律第九十六号）（第十八条関係）

改
（国家公務員共済組合法の一部改正）
第五条 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百
二十八号）の一部を次のように改正する。
（略）
第九十九条第一項を次のように改める。
組合の給付に要する費用（前期高齢者納付金等及
び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに基礎年金
拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要す
る費用を含む。第四項において同じ。）のうち次の
各号に規定する費用は、当該各号に定めるところに
より、政令で定める職員を単位として、算定するも
のとする。この場合において、第三号に規定する費
用については、少なくとも五年ごとに再計算を行う
ものとする。
一 短期給付に要する費用（前期高齢者納付金等及
び後期高齢者支援金等の納付に要する費用並びに
長期給付（基礎年金拠出金を含む。）及び福祉事
業に係る事務以外の事務に要する費用（第五項の
規定による国の負担に係るもの並びに第七項及び
第八項において読み替えて適用する第五項の規定
による行政執行法人の負担に係るものを除く。）
を含み、第四項（同項第二号を除く。）の規定に
よる同項に規定する国等の負担に係るものを除く
。次項第一号において同じ。）については、当該
事業年度におけるその費用の予想額と当該事業年
度における同号の掛金及び負担金の額とが等しく
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なるようにすること。
二 （略）
三 退職等年金給付に要する費用（退職等年金給付
に係る組合の事務に要する費用（第五項の規定に
よる国の負担に係るもの並びに第七項及び第八項
において読み替えて適用する第五項の規定による
行政執行法人の負担に係るものを除く。）を含む
。次項第三号において同じ。）については、将来
にわたるその費用の予想額の現価に相当する額か
ら将来にわたる同号の掛金及び負担金の予想額の
現価に相当する額を控除した額に相当する額とし
て政令で定めるところにより計算した額（第百二
条の三第一項第四号において「国の積立基準額」
という。）と地方公務員等共済組合法第百十三条
第一項第三号に規定する地方の積立基準額（第百
二条の三第一項第四号において「地方の積立基準
額」という。）との合計額と、退職等年金給付積
立金の額と地方退職等年金給付積立金（同法第二
十四条の二（同法第三十八条第一項において準用
する場合を含む。）に規定する退職等年金給付組
合積立金及び同法第三十八条の八の二第一項に規
定する退職等年金給付調整積立金をいう。第百二
条の三第一項第四号において同じ。）の額との合
計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができ
るようにすること。
（略）
附則第二十条の二第四項の表第九十九条第一項の項
を次のように改める。
第九十九 行政執行法人 行政執行法人の負担に係るも
条第一項 の負担に係る の並びに附則第二十条の二第
第一号及 もの
四項において読み替えて適用

しくなるようにすること。
二 （略）
三 退職等年金給付に要する費用（退職等年金給付
に係る組合の事務に要する費用（第五項の規定に
よる国の負担に係るもの並びに第七項及び第八項
において読み替えて適用する第五項の規定による
特定独立行政法人の負担に係るものを除く。）を
含む。次項第三号において同じ。）については、
将来にわたるその費用の予想額の現価に相当する
額から将来にわたる同号の掛金及び負担金の予想
額の現価に相当する額を控除した額に相当する額
として政令で定めるところにより計算した額（第
百二条の三第一項第四号において「国の積立基準
額」という。）と地方公務員等共済組合法第百十
三条第一項第三号に規定する地方の積立基準額（
第百二条の三第一項第四号において「地方の積立
基準額」という。）との合計額と、退職等年金給
付積立金の額と地方退職等年金給付積立金（同法
第二十四条の二（同法第三十八条第一項において
準用する場合を含む。）に規定する退職等年金給
付組合積立金及び同法第三十八条の八の二第一項
に規定する退職等年金給付調整積立金をいう。第
百二条の三第一項第四号において同じ。）の額と
の合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことが
できるようにすること。
（略）
附則第二十条の二第四項の表第九十九条第一項の項
を次のように改める。

第九 十九 特定独立行政 特定独立行政法人の負担に係
条第一項 法人の負担に るもの並びに附則第二十条の
第 一 号 及 係るもの
二第四項において読み替えて
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び第三号

附

則

する第五項の規定による郵政
会社等の負担に係るもの

（国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部
改正）
第十八条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律
（平成十一年法律第二百二十四号）の一部を次のよう
に改正する。
（略）
第十四条に次の一項を加える。
４ 交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法の規
定の適用については、同法第二条第一項第五号及び
第六号中「とし、その他の職員については、これら
に準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは
「に相当するものとして、次条第一項に規定する組
合の運営規則で定めるもの」と、同法第九十九条第
二項中「次の各号」とあるのは「第三号」と、「当
該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金
」とあるのは「及び国と民間企業との間の人事交流
に関する法律（平成十一年法律第二百二十四号）第
七条第三項に規定する派遣先企業（以下「派遣先企
業」という。）の負担金」と、同項第三号中「国の
負担金」とあるのは「派遣先企業の負担金」と、同
法第百二条第一項中「各省各庁の長（環境大臣を含
む。）、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び
「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「派
遣先企業及び国」と、「第九十九条第二項（同条第
六項から第八項までの規定により読み替えて適用す
る場合を含む。）及び第五項（同条第七項及び第八

び第三号

附

則

適用する第五項の規定による
郵政会社等の負担に係るもの

（国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部
改正）
第十八条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律
（平成十一年法律第二百二十四号）の一部を次のよう
に改正する。
（略）
第十四条に次の一項を加える。
４ 交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法の規
定の適用については、同法第二条第一項第五号及び
第六号中「とし、その他の職員については、これら
に準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは
「に相当するものとして、次条第一項に規定する組
合の運営規則で定めるもの」と、同法第九十九条第
二項中「次の各号」とあるのは「第三号」と、「当
該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金
」とあるのは「及び国と民間企業との間の人事交流
に関する法律（平成十一年法律第二百二十四号）第
七条第三項に規定する派遣先企業（以下「派遣先企
業」という。）の負担金」と、同項第三号中「国の
負担金」とあるのは「派遣先企業の負担金」と、同
法第百二条第一項中「各省各庁の長（環境大臣を含
む。）、特定独立行政法人又は職員団体」とあり、
及び「国、特定独立行政法人又は職員団体」とある
のは「派遣先企業及び国」と、「第九十九条第二項
（同条第六項から第八項までの規定により読み替え
て適用する場合を含む。）及び第五項（同条第七項
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（法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の
国家公務員の派遣に関する法律の一部改正）
第十九条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一
般職の国家公務員の派遣に関する法律（平成十五年法
律第四十号）の一部を次のように改正する。
（略）
第十四条第四項中「国が」の下に「同項の規定によ
り読み替えられた国共済法第九十九条第二項及び」を
加え、同項を同条第五項とし、同項の前に次の一項を
加える。
４ 私立大学派遣検察官等に関する国共済法の規定の
適用については、国共済法第二条第一項第五号及び
第六号中「とし、その他の職員」とあるのは「並び
にこれらに相当するものとして次条第一項に規定す
る組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員
」と、国共済法第九十九条第二項中「次の各号」と
あるのは「第三号」と、「当該各号」とあるのは「
同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「、法科
大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家
公務員の派遣に関する法律（平成十五年法律第四十

項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）
」とあるのは「第九十九条第二項及び第五項」と、
同条第四項中「第九十九条第二項第三号及び第四号
」とあるのは「第九十九条第二項第三号」と、「並
びに同条第五項（同条第七項及び第八項の規定によ
り読み替えて適用する場合を含む。以下この項にお
いて同じ。）」とあるのは「及び同条第五項」と、
「（同条第五項」とあるのは「（同項」と、「国、
行政執行法人又は職員団体」とあるのは「派遣先企
業及び国」とする。
（略）

（法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の
国家公務員の派遣に関する法律の一部改正）
第十九条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一
般職の国家公務員の派遣に関する法律（平成十五年法
律第四十号）の一部を次のように改正する。
（略）
第十四条第四項中「国が」の下に「同項の規定によ
り読み替えられた国共済法第九十九条第二項及び」を
加え、同項を同条第五項とし、同項の前に次の一項を
加える。
４ 私立大学派遣検察官等に関する国共済法の規定の
適用については、国共済法第二条第一項第五号及び
第六号中「とし、その他の職員」とあるのは「並び
にこれらに相当するものとして次条第一項に規定す
る組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員
」と、国共済法第九十九条第二項中「次の各号」と
あるのは「第三号」と、「当該各号」とあるのは「
同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「、法科
大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家
公務員の派遣に関する法律（平成十五年法律第四十

及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を
含む。）」とあるのは「第九十九条第二項及び第五
項」と、同条第四項中「第九十九条第二項第三号及
び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」
と、「並びに同条第五項（同条第七項及び第八項の
規定により読み替えて適用する場合を含む。以下こ
の項において同じ。）」とあるのは「及び同条第五
項」と、「（同条第五項」とあるのは「（同項」と
、「国、特定独立行政法人又は職員団体」とあるの
は「派遣先企業及び国」とする。
（略）
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（判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一
部改正）
第二十条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法
律（平成十六年法律第百二十一号）の一部を次のよう
に改正する。
（略）
第八条に次の一項を加える。
４ 弁護士職務従事職員に関する国家公務員共済組合
法の規定の適用については、同法第二条第一項第五
号及び第六号中「準ずる給与として政令で定めるも

号）第三条第一項に規定する法科大学院設置者（以
下「法科大学院設置者」という。）の負担金及び国
の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」とある
のは「法科大学院設置者の負担金及び国の負担金」
と、国共済法第百二条第一項中「各省各庁の長（環
境大臣を含む。）、行政執行法人又は職員団体」と
あり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあ
るのは「法科大学院設置者及び国」と、「第九十九
条第二項（同条第六項から第八項までの規定により
読み替えて適用する場合を含む。）及び第五項（同
条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用す
る場合を含む。）」とあるのは「第九十九条第二項
及び第五項」と、同条第四項中「第九十九条第二項
第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項
第三号」と、「並びに同条第五項（同条第七項及び
第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む
。以下この項において同じ。）」とあるのは「及び
同条第五項」と、「（同条第五項」とあるのは「（
同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあ
るのは「法科大学院設置者及び国」とする。

（判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一
部改正）
第二十条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法
律（平成十六年法律第百二十一号）の一部を次のよう
に改正する。
（略）
第八条に次の一項を加える。
４ 弁護士職務従事職員に関する国家公務員共済組合
法の規定の適用については、同法第二条第一項第五
号及び第六号中「準ずる給与として政令で定めるも

号）第三条第一項に規定する法科大学院設置者（以
下「法科大学院設置者」という。）の負担金及び国
の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」とある
のは「法科大学院設置者の負担金及び国の負担金」
と、国共済法第百二条第一項中「各省各庁の長（環
境大臣を含む。）、特定独立行政法人又は職員団体
」とあり、及び「国、特定独立行政法人又は職員団
体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」と、「
第九十九条第二項（同条第六項から第八項までの規
定により読み替えて適用する場合を含む。）及び第
五項（同条第七項及び第八項の規定により読み替え
て適用する場合を含む。）」とあるのは「第九十九
条第二項及び第五項」と、同条第四項中「第九十九
条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九
条第二項第三号」と、「並びに同条第五項（同条第
七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場
合を含む。以下この項において同じ。）」とあるの
は「及び同条第五項」と、「（同条第五項」とある
のは「（同項」と、「国、特定独立行政法人又は職
員団体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」と
する。
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の」とあるのは「相当するものとして次条第一項に
規定する組合の運営規則で定めるもの」と、同法第
九十九条第二項中「次の各号」とあるのは「第三号
」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び
国の負担金」とあるのは「及び判事補及び検事の弁
護士職務経験に関する法律（平成十六年法律第百二
十一号）第二条第七項に規定する受入先弁護士法人
等（以下「受入先弁護士法人等」という。）の負担
金」と、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「
受入先弁護士法人等の負担金」と、同法第百二条第
一項中「各省各庁の長（環境大臣を含む。）、行政
執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執
行法人又は職員団体」とあるのは「受入先弁護士法
人等及び国」と、「第九十九条第二項（同条第六項
から第八項までの規定により読み替えて適用する場
合を含む。）及び第五項（同条第七項及び第八項の
規定により読み替えて適用する場合を含む。）」と
あるのは「第九十九条第二項及び第五項」と、同条
第四項中「第九十九条第二項第三号及び第四号」と
あるのは「第九十九条第二項第三号」と、「並びに
同条第五項（同条第七項及び第八項の規定により読
み替えて適用する場合を含む。以下この項において
同じ。）」とあるのは「及び同条第五項」と、「（
同条第五項」とあるのは「（同項」と、「国、行政
執行法人又は職員団体」とあるのは「受入先弁護士
法人等及び国」とする。

の」とあるのは「相当するものとして次条第一項に
規定する組合の運営規則で定めるもの」と、同法第
九十九条第二項中「次の各号」とあるのは「第三号
」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び
国の負担金」とあるのは「及び判事補及び検事の弁
護士職務経験に関する法律（平成十六年法律第百二
十一号）第二条第七項に規定する受入先弁護士法人
等（以下「受入先弁護士法人等」という。）の負担
金」と、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「
受入先弁護士法人等の負担金」と、同法第百二条第
一項中「各省各庁の長（環境大臣を含む。）、特定
独立行政法人又は職員団体」とあり、及び「国、特
定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「受入先
弁護士法人等及び国」と、「第九十九条第二項（同
条第六項から第八項までの規定により読み替えて適
用する場合を含む。）及び第五項（同条第七項及び
第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む
。）」とあるのは「第九十九条第二項及び第五項」
と、同条第四項中「第九十九条第二項第三号及び第
四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」と、
「並びに同条第五項（同条第七項及び第八項の規定
により読み替えて適用する場合を含む。以下この項
において同じ。）」とあるのは「及び同条第五項」
と、「（同条第五項」とあるのは「（同項」と、「
国、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「
受入先弁護士法人等及び国」とする。
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○

正

案

行

号）（第十九条関係）

現

（傍線部分は改正部分）

第十七条 自衛隊法の一部を次のように改正する。
（略）
第五章中第五節を第六節とし、第四節の次に次の一
節を加える。
第五節 退職管理
第一款 離職後の就職に関する規制
（他の隊員についての依頼等の規制）
第六十五条の二 隊員は、営利企業等（営利企業及び
営利企業以外の法人（国、国際機関、地方公共団体
、特定独立行政法人及び地方独立行政法人法（平成
十五年法律第百十八号）第二条第二項に規定する特
定地方独立行政法人を除く。）をいう。以下同じ。
）に対し、他の隊員をその離職後に、若しくは隊員
であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人
（当該営利企業等に財務及び営業又は事業の方針を
決定する機関（株主総会その他これに準ずる機関を
いう。）を支配されている法人として政令で定める
ものをいう。以下同じ。）の地位に就かせることを
目的として、当該隊員若しくは隊員であつた者に関
する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報
の提供を依頼し、又は当該隊員をその離職後に、若
しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくは
その子法人の地位に就かせることを要求し、若しく
は依頼してはならない。
２～４ （略）
（略）

国家公務員法等の一部を改正する法律（平成二十六年法律第

改
第十七条 自衛隊法の一部を次のように改正する。
（略）
第五章中第五節を第六節とし、第四節の次に次の一
節を加える。
第五節 退職管理
第一款 離職後の就職に関する規制
（他の隊員についての依頼等の規制）
第六十五条の二 隊員は、営利企業等（営利企業及び
営利企業以外の法人（国、国際機関、地方公共団体
、行政執行法人及び地方独立行政法人法（平成十五
年法律第百十八号）第二条第二項に規定する特定地
方独立行政法人を除く。）をいう。以下同じ。）に
対し、他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であ
つた者を、当該営利企業等若しくはその子法人（当
該営利企業等に財務及び営業又は事業の方針を決定
する機関（株主総会その他これに準ずる機関をいう
。）を支配されている法人として政令で定めるもの
をいう。以下同じ。）の地位に就かせることを目的
として、当該隊員若しくは隊員であつた者に関する
情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提
供を依頼し、又は当該隊員をその離職後に、若しく
は隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその
子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依
頼してはならない。
２～４ （略）
（略）
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（防衛大臣への届出等）
第六十五条の十一 （略）
２ （略）
３ 管理又は監督の地位にある隊員の官職として政令
で定めるものに就いている隊員（以下「管理職隊員
」という。）であつた者（退職手当通算離職者を除
く。次項において同じ。）は、離職後二年間、次に
掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定め
るものに就こうとする場合（第一項の規定による届
出をした場合を除く。）には、あらかじめ、防衛省
令で定めるところにより、防衛大臣に政令で定める
事項を届け出なければならない。
一 行政執行法人以外の独立行政法人
二～四 （略）
４～６ （略）
（略）

（防衛大臣への届出等）
第六十五条の十一 （略）
２ （略）
３ 管理又は監督の地位にある隊員の官職として政令
で定めるものに就いている隊員（以下「管理職隊員
」という。）であつた者（退職手当通算離職者を除
く。次項において同じ。）は、離職後二年間、次に
掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定め
るものに就こうとする場合（第一項の規定による届
出をした場合を除く。）には、あらかじめ、防衛省
令で定めるところにより、防衛大臣に政令で定める
事項を届け出なければならない。
一 特定独立行政法人以外の独立行政法人
二～四 （略）
４～６ （略）
（略）
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○

健康・医療戦略推進法（平成二十六年法律第

案

号）（第二十条関係）

現

行

（傍線部分は改正部分）

（独立行政法人日本医療研究開発機構の中核的な役割
）
第十九条 医療分野研究開発推進計画は、独立行政法人
日本医療研究開発機構が、研究機関の能力を活用して
行う医療分野の研究開発及びその環境の整備並びに研
究機関における医療分野の研究開発及びその環境の整
備の助成において中核的な役割を担うよう作成するも
のとする。

正

（国立研究開発法人日本医療研究開発機構の中核的な
役割）
第十九条 医療分野研究開発推進計画は、国立研究開発
法人日本医療研究開発機構が、研究機関の能力を活用
して行う医療分野の研究開発及びその環境の整備並び
に研究機関における医療分野の研究開発及びその環境
の整備の助成において中核的な役割を担うよう作成す
るものとする。

（所掌事務）
第二十一条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一～三 （略）
四 独立行政法人日本医療研究開発機構法（平成二十
六年法律第
号）第八条又は第二十条の規定に
より意見を述べること。
五・六 （略）

改

（所掌事務）
第二十一条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一～三 （略）
四 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法（平成
二十六年法律第
号）第八条又は第二十条の規
定により意見を述べること。
五・六 （略）
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○

正

案

行

（配偶者同行休業をした国会職員についての国家公務
員退職手当法の特例）
第九条 （略）
２ 配偶者同行休業をした期間についての国家公務員退
職手当法第七条第四項の規定の適用については、同項
中「その月数の二分の一に相当する月数（国家公務員
法第百八条の六第一項ただし書若しくは特定独立行政
法人の労働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二
百五十七号）第七条第一項ただし書に規定する事由又
はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを
要しなかつた期間については、その月数）」とあるの
は、「その月数」とする。

現

国会職員の配偶者同行休業に関する法律（平成二十五年法律第八十号）（第二十一条関係）
（傍線部分は改正部分）
改
（配偶者同行休業をした国会職員についての国家公務
員退職手当法の特例）
第九条 （略）
２ 配偶者同行休業をした期間についての国家公務員退
職手当法第七条第四項の規定の適用については、同項
中「その月数の二分の一に相当する月数（国家公務員
法第百八条の六第一項ただし書若しくは行政執行法人
の労働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五
十七号）第七条第一項ただし書に規定する事由又はこ
れらに準ずる事由により現実に職務をとることを要し
なかつた期間については、その月数）」とあるのは、
「その月数」とする。
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○

正

案

現

行

第二十三条 （略）
②～④ （略）
⑤ 第一項又は前項に規定する販売の相手方たる事業者
には、次に掲げる法律の規定に基づいて設立された団
体を含まないものとする。ただし、第七号及び第十号
に掲げる法律の規定に基づいて設立された団体にあつ
ては、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合
会、商工組合又は商工組合連合会が当該事業協同組合
、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会を直
接又は間接に構成する者の消費の用に供する第二項に
規定する商品又は前項に規定する物を買い受ける場合
に限る。
一～四 （略）
五 特定独立行政法人の労働関係に関する法律（昭和
二十三年法律第二百五十七号）
六～十三 （略）
（略）
⑥

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）（第二十二条関係）
（傍線部分は改正部分）
改
第二十三条 （略）
②～④ （略）
⑤ 第一項又は前項に規定する販売の相手方たる事業者
には、次に掲げる法律の規定に基づいて設立された団
体を含まないものとする。ただし、第七号及び第十号
に掲げる法律の規定に基づいて設立された団体にあつ
ては、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合
会、商工組合又は商工組合連合会が当該事業協同組合
、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会を直
接又は間接に構成する者の消費の用に供する第二項に
規定する商品又は前項に規定する物を買い受ける場合
に限る。
一～四 （略）
五 行政執行法人の労働関係に関する法律（昭和二十
三年法律第二百五十七号）
六～十三 （略）
（略）
⑥
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○

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

（独立行政法人日本原子力研究開発機構）
第七条 原子力に関する基礎的研究及び応用の研究並び
に核燃料サイクルを確立するための高速増殖炉及びこ
れに必要な核燃料物質の開発並びに核燃料物質の再処
理等に関する技術の開発並びにこれらの成果の普及等
は、第二条に規定する基本方針に基づき、独立行政法
人日本原子力研究開発機構において行うものとする。

原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）（第二十三条関係）

改
（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構）
第七条 原子力に関する基礎的研究及び応用の研究並び
に核燃料サイクルを確立するための高速増殖炉及びこ
れに必要な核燃料物質の開発並びに核燃料物質の再処
理等に関する技術の開発並びにこれらの成果の普及等
は、第二条に規定する基本方針に基づき、国立研究開
発法人日本原子力研究開発機構において行うものとす
る。
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○

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

（職員の派遣の要請）
第二十九条 都道府県知事又は都道府県の委員会若しく
は委員（以下「都道府県知事等」という。）は、災害
応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令
で定めるところにより、指定行政機関の長、指定地方
行政機関の長又は指定公共機関（独立行政法人通則法
第二条第二項に規定する特定独立行政法人に限る。以
下この節において同じ。）に対し、当該指定行政機関
、指定地方行政機関又は指定公共機関の職員の派遣を
要請することができる。
２・３ （略）

災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）（第二十四条関係）

改
（職員の派遣の要請）
第二十九条 都道府県知事又は都道府県の委員会若しく
は委員（以下「都道府県知事等」という。）は、災害
応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令
で定めるところにより、指定行政機関の長、指定地方
行政機関の長又は指定公共機関（独立行政法人通則法
第二条第四項に規定する行政執行法人に限る。以下こ
の節において同じ。）に対し、当該指定行政機関、指
定地方行政機関又は指定公共機関の職員の派遣を要請
することができる。
２・３ （略）
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○

案

国立公文書館法（平成十一年法律第七十九号）（第二十五条関係）

正

現

行

（傍線部分は改正部分）

（特定独立行政法人）
第五条 国立公文書館は、通則法第二条第二項に規定す
る特定独立行政法人とする。

改
（行政執行法人）
第五条 国立公文書館は、通則法第二条第四項に規定す
る行政執行法人とする。

（役員の任期）
第十条 館長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は
二年とする。

（積立金の処分）
第十二条 国立公文書館は、通則法第二十九条第二項第
一号に規定する中期目標の期間（以下この項において
「中期目標の期間」という。）の最後の事業年度に係
る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整
理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある
ときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の
承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期
目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受け
た中期計画（同項後段の規定による変更の認可を受け
たときは、その変更後のもの）の定めるところにより
、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業
務の財源に充てることができる。
２ 内閣総理大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、内閣府の独立行政法人評価
委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなけ
ればならない。
３・４ （略）

（館長及び理事の任期等）
第十条 通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める
期間は、四年とする。
理事の任期は、二年とする。

２

（積立金の処分）
第十二条 国立公文書館は、毎事業年度に係る通則法第
四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った
後、同条第一項の規定による積立金があるときは、そ
の額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受け
た金額を、翌事業年度に係る通則法第三十五条の十第
一項の認可を受けた事業計画（同項後段の規定による
変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定
めるところにより、翌事業年度における前条に規定す
る業務の財源に充てることができる。

（略）

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

３・４
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（主務大臣等）
第十三条 国立公文書館に係る通則法における主務大臣
及び主務省令は、それぞれ内閣総理大臣及び内閣府令
とする。

（主務大臣等）
第十三条 国立公文書館に係る通則法における主務大臣
、主務省及び主務省令は、それぞれ内閣総理大臣、内
閣府及び内閣府令とする。
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○

正

案

内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）（第二十六条関係）

改

現

行

（傍線部分は改正部分）

官 民 競 争 入 札 競争の導入による公共サービスの改革
等監理委員会 に関する法律

（略）

（設置）
第三十七条 （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
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
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。

（略）

（新設）

（設置）
第三十七条 （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
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
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。

官民競争入札 競争の導入による公共サービスの改革
等監理委員会 に関する法律

（新設）

（略）

独 立 行 政 法 人 独立行政法人通則法（平成十一年法律
評価委員会
第百三号）

（略）

日本医療研究 国立研究開発法人日本医療研究開発機
開発機構審議 構法（平成二十六年法律第
号）
会

（略）

（略）

（略）

子 ど も ・ 子 育 子ども・子育て支援法（平成二十四年
て会議
法律第六十五号）
（削る）

（略）

（略）

（略）

（略）

子ども・子育 子ども・子育て支援法（平成二十四年
て会議
法律第六十五号）
（削る）

（略）
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正

案

行

（傍線部分は改正部分）

（職員に係る懲戒事由の調査）
第五条 各省各庁の長等は、第三条第一項又は第二項の
規定による求めがあったときは、当該入札談合等関与
行為を行った職員に対して懲戒処分（特定法人（特定
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）第二条第二項に規定する特定独立行政法人
をいう。以下この項において同じ。）及び特定地方独
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）第二条第二項に規定する特定地方独立行政
法人をいう。以下この項において同じ。）を除く。）
にあっては、免職、停職、減給又は戒告の処分その他
の制裁）をすることができるか否かについて必要な調
査を行わなければならない。ただし、当該求めを受け
た各省各庁の長、地方公共団体の長、特定独立行政法
人の長又は特定地方独立行政法人の理事長が、当該職
員の任命権を有しない場合（当該職員の任命権を委任
した場合を含む。）は、当該職員の任命権を有する者
（当該職員の任命権の委任を受けた者を含む。以下「
任命権者」という。）に対し、第三条第一項又は第二
項の規定による求めがあった旨を通知すれば足りる。
２～４ （略）

現

○ 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律（平成十四
年法律第百一号）（第二十七条関係）

改
（職員に係る懲戒事由の調査）
第五条 各省各庁の長等は、第三条第一項又は第二項の
規定による求めがあったときは、当該入札談合等関与
行為を行った職員に対して懲戒処分（特定法人（行政
執行法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百
三号）第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。
以下この項において同じ。）及び特定地方独立行政法
人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号
）第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をい
う。以下この項において同じ。）を除く。）にあって
は、免職、停職、減給又は戒告の処分その他の制裁）
をすることができるか否かについて必要な調査を行わ
なければならない。ただし、当該求めを受けた各省各
庁の長、地方公共団体の長、行政執行法人の長又は特
定地方独立行政法人の理事長が、当該職員の任命権を
有しない場合（当該職員の任命権を委任した場合を含
む。）は、当該職員の任命権を有する者（当該職員の
任命権の委任を受けた者を含む。以下「任命権者」と
いう。）に対し、第三条第一項又は第二項の規定によ
る求めがあった旨を通知すれば足りる。
２～４ （略）
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○

独立行政法人国民生活センター法（平成十四年法律第百二十三号）（第二十八条関係）

（センターの目的）
第三条 （略）

（傍線部分は改正部分）

（センターの目的）
第三条 （略）

（新設）

行

（中期目標管理法人）
第三条の二 センターは、通則法第二条第二項に規定す
る中期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

現

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

案

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

正

第四十三条 （略）
２ 内閣総理大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

第四十三条 （略）
２ 内閣総理大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、内閣府の独立行政法人評価
委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなけ
ればならない。
３・４ （略）

改

３・４

（主務大臣等）
第四十五条 センターに係る通則法における主務大臣、
主務省及び主務省令は、それぞれ内閣総理大臣、内閣
府及び内閣府令とする。

（略）

（主務大臣等）
第四十五条 センターに係る通則法における主務大臣及
び主務省令は、それぞれ内閣総理大臣及び内閣府令と
する。
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○

現

行

独立行政法人北方領土問題対策協会法（平成十四年法律第百三十二号）（第二十九条関係）
（傍線部分は改正部分）
案

目次
第一章～第四章 （略）
第五章 雑則（第十五条―第十九条）
第六章 罰則（第二十条）
附則

正

目次
第一章～第四章 （略）
第五章 雑則（第十五条―第十七条）
第六章 罰則（第十八条）
附則

（協会の目的）
第三条 （略）

改

（協会の目的）
第三条 （略）

（事務所）
第四条 （略）

（新設）

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

（中期目標管理法人）
第三条の二 協会は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

第十条 （略）
２～４ （略）
５ 評議員は、協会の業務に関し学識経験を有する者及
び北方地域旧漁業権者等のうちから、内閣総理大臣の
認可を受けて、理事長が任命する。
（略）
６

第十条 （略）
２～４ （略）
５ 評議員は、協会の業務に関し学識経験を有する者及
び北方地域旧漁業権者等のうちから、内閣総理大臣が
任命する。
（略）
６
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（利益及び損失の処理の特例等）
第十三条 （略）
２ 内閣総理大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

３ （略）
４ 貸付業務勘定については、通則法第四十四条第一項
ただし書及び第三項の規定は、適用しない。
５・６ （略）

（利益及び損失の処理の特例等）
第十三条 （略）
２ 内閣総理大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、内閣府の独立行政法人評価
委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなけ
ればならない。
３ （略）
４ 貸付業務勘定については、通則法第四十四条第一項
ただし書、第三項及び第四項の規定は、適用しない。
５・６ （略）

（長期借入金）
第十四条 （略）
２ （略）
３ 内閣総理大臣及び農林水産大臣は、前二項の規定に
よる認可をしようとするときは、あらかじめ、内閣府
及び農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴
くとともに、財務大臣に協議しなければならない。

。
（略）

（長期借入金）
第十四条 （略）
２ （略）
３ 内閣総理大臣及び農林水産大臣は、前二項の規定に
よる認可をしようとするときは、財務大臣に協議しな
ければならない。

３

（主務大臣等）
第十六条 （略）
２ 協会に係る通則法における主務省は、内閣府とする

（略）

（主務大臣等）
第十六条 （略）
（削る）
２

（削る）

（独立行政法人評価委員会への意見聴取等）
第十七条 貸付業務に係る通則法第二十八条第三項、第
二十九条第三項、第三十条第三項、第三十五条第二項
、第三十八条第三項、第四十五条第四項、第四十六条
の二第五項、第四十六条の三第六項及び第四十八条第
二項の規定の適用については、これらの規定中「評価
委員会」とあるのは、「評価委員会及び農林水産省の
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（削る）

（国家公務員宿舎法の適用除外）
第十九条 （略）

第十八条

独立行政法人評価委員会」とする。
２ 内閣府の独立行政法人評価委員会は、次の場合には
、貸付業務に関し、農林水産省の独立行政法人評価委
員会の意見を聴かなければならない。
一 通則法第三十二条第一項又は第三十四条第一項の
規定による評価を行おうとするとき。
二 通則法第三十二条第三項後段（通則法第三十四条
第三項において準用する場合を含む。）の規定によ
る勧告をしようとするとき。

（国家公務員宿舎法の適用除外）
第十七条 （略）

第六章 罰則
第二十条 （略）

削除

第六章 罰則
第十八条 （略）
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○

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

（緊急時の要請等）
第二十七条 （略）
２ （略）
３ 委員会は、食品の安全性の確保に関し重大な被害が
生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処する
ため必要があると認めるときは、関係各大臣に対し、
独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法（平成十
六年法律第百三十五号）第十九条第一項の規定による
求め又は独立行政法人農林水産消費安全技術センター
法（平成十一年法律第百八十三号）第十二条第一項、
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法（平
成十一年法律第百九十二号）第十八条第一項、独立行
政法人農業環境技術研究所法（平成十一年法律第百九
十四号）第十三条第一項若しくは独立行政法人水産総
合研究センター法（平成十一年法律第百九十九号）第
十五条第一項の規定による要請をするよう求めること
ができる。

食品安全基本法（平成十五年法律第四十八号）（第三十条関係）

改
（緊急時の要請等）
第二十七条 （略）
２ （略）
３ 委員会は、食品の安全性の確保に関し重大な被害が
生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処する
ため必要があると認めるときは、関係各大臣に対し、
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法（平
成十六年法律第百三十五号）第十九条第一項の規定に
よる求め、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合
研究機構法（平成十一年法律第百九十二号）第十八条
第一項、国立研究開発法人農業環境技術研究所法（平
成十一年法律第百九十四号）第十三条第一項若しくは
国立研究開発法人水産総合研究センター法（平成十一
年法律第百九十九号）第十五条第一項の規定による要
請又は独立行政法人農林水産消費安全技術センター法
（平成十一年法律第百八十三号）第十二条の規定によ
る命令をするよう求めることができる。
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○

改

正

案

則

現

行

（傍線部分は改正部分）

（独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の一部
改正）
第十二条の二 独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究
所法（平成十六年法律第百三十五号）の一部を次のよ
うに改正する。
（略）

附

（立入検査等）
第八条 （略）
２～６ （略）
７ 内閣総理大臣は、第一項の規定により収去した食品
の試験に関する事務については食品衛生法第四条第九
項に規定する登録検査機関に、当該事務のうち食品の
栄養成分の量又は熱量に係るものについては独立行政
法人医薬基盤・健康・栄養研究所にそれぞれ委託する
ことができる。
８・９ （略）

食品表示法（平成二十五年法律第七十号）（第三十一条関係）

則

（立入検査等）
第八条 （略）
２～６ （略）
７ 内閣総理大臣は、第一項の規定により収去した食品
の試験に関する事務については食品衛生法第四条第九
項に規定する登録検査機関に、当該事務のうち食品の
栄養成分の量又は熱量に係るものについては国立研究
開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所にそれぞれ委託
することができる。
８・９ （略）
附

（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の
一部改正）
第十二条の二 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養
研究所法（平成十六年法律第百三十五号）の一部を次
のように改正する。
（略）
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○

正

案

独立行政法人日本医療研究開発機構法（平成二十六年法律第

改

行

号）（第三十二条関係）
（傍線部分は改正部分）
現

（目的）
第一条 この法律は、国立研究開発法人日本医療研究開
発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定
めることを目的とする。

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、独立行政法人日本医療研究開
発機構とする。

（目的）
第一条 この法律は、独立行政法人日本医療研究開発機
構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める
ことを目的とする。

独立行政法人日本医療研究開発機構法

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、国立研究開発法人日本医療研
究開発機構とする。

（機構の目的）
第三条 独立行政法人日本医療研究開発機構（以下「機
構」という。）は、医療分野の研究開発における基礎
的な研究開発から実用化のための研究開発までの一貫
した研究開発の推進及びその成果の円滑な実用化並び
に医療分野の研究開発が円滑かつ効果的に行われるた
めの環境の整備を総合的かつ効果的に行うため、医療
分野研究開発推進計画（健康・医療戦略推進法（平成
二十六年法律第
号）第十八条第一項に規定する
医療分野研究開発推進計画をいう。）に基づき、大学
、研究開発法人（研究開発システムの改革の推進等に
よる研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進
等に関する法律（平成二十年法律第六十三号）第二条

国立研究開発法人日本医療研究開発機構法

（機構の目的）
第三条 国立研究開発法人日本医療研究開発機構（以下
「機構」という。）は、医療分野の研究開発における
基礎的な研究開発から実用化のための研究開発までの
一貫した研究開発の推進及びその成果の円滑な実用化
並びに医療分野の研究開発が円滑かつ効果的に行われ
るための環境の整備を総合的かつ効果的に行うため、
医療分野研究開発推進計画（健康・医療戦略推進法（
平成二十六年法律第
号）第十八条第一項に規定
する医療分野研究開発推進計画をいう。）に基づき、
大学、研究開発法人（研究開発システムの改革の推進
等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的
推進等に関する法律（平成二十年法律第六十三号）第
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（新設）

第八項に規定する研究開発法人をいう。）その他の研
究機関（以下この条において単に「研究機関」という
。）の能力を活用して行う医療分野の研究開発及びそ
の環境の整備、研究機関における医療分野の研究開発
及びその環境の整備の助成等の業務を行うことを目的
とする。

（国立研究開発法人）
第三条の二 機構は、通則法第二条第三項に規定する国
立研究開発法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

二条第八項に規定する研究開発法人をいう。）その他
の研究機関（以下この条において単に「研究機関」と
いう。）の能力を活用して行う医療分野の研究開発及
びその環境の整備、研究機関における医療分野の研究
開発及びその環境の整備の助成等の業務を行うことを
目的とする。

（事務所）
第四条 （略）

５

第十三条

機構の理事長の解任に関する通則法第二十三

（理事の任期）
第十条 理事の任期は、当該理事について理事長が定め
る期間（その末日が通則法第二十一条の二第一項の規
定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。
）とする。

機構の理事長の解任に関する通則法第二十三

（役員の任期）
第十条 理事長の任期は、任命の日から、その日を含む
機構に係る通則法第二十九条第二項第一号に規定する
中期目標の期間（次項及び第十七条第一項において「
中期目標の期間」という。）の末日までとする。
２ 通則法第二十九条第一項後段の規定により同項に規
定する中期目標が変更された場合において、中期目標
の期間が変更されたときは、理事長の任期は、変更後
の中期目標の期間の末日までとする。
３ 理事の任期は、理事長が定める期間（その末日が理
事長の任期の末日以前であるものに限る。）とする。
４ 第二項の規定により理事長の任期が変更された場合
において、理事の任期の末日が理事長の任期の末日後
となるときは、理事の任期は、変更後の理事長の任期
の末日までとする。
監事の任期は、二年とする。

第十三条

- 68 -

条第一項の規定の適用については、同項中「前条」と
あるのは、「前条及び国立研究開発法人日本医療研究
開発機構法（平成二十六年法律第
号）第十二条
」とする。
２ 機構の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三
条第一項の規定の適用については、同項中「前条」と
あるのは、「前条並びに国立研究開発法人日本医療研
究開発機構法（平成二十六年法律第
号）第十一
条及び第十二条」とする。

条第一項の規定の適用については、同項中「前条」と
あるのは、「前条及び独立行政法人日本医療研究開発
機構法（平成二十六年法律第
号）第十二条」と
する。
２ 機構の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三
条第一項の規定の適用については、同項中「前条」と
あるのは、「前条並びに独立行政法人日本医療研究開
発機構法（平成二十六年法律第
号）第十一条及
び第十二条」とする。

（積立金の処分）
第十七条 機構は、中期目標の期間の最後の事業年度に
係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による
整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があ
るときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承
認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目
標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた
中期計画（同項後段の規定による変更の認可を受けた
ときは、その変更後のもの）の定めるところにより、
当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務
の財源に充てることができる。

２ 主務大臣は、前項の規定による承認をしようとする
ときは、あらかじめ、内閣府、文部科学省、厚生労働
省及び経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を
聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
３・４ （略）

（積立金の処分）
第十七条 機構は、通則法第三十五条の四第二項第一号
に規定する中長期目標の期間（以下この項において「
中長期目標の期間」という。）の最後の事業年度に係
る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整
理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある
ときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認
を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期
目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可
を受けた中長期計画（同項後段の規定による変更の認
可を受けたときは、その変更後のもの）の定めるとこ
ろにより、当該次の中長期目標の期間における前条に
規定する業務の財源に充てることができる。
２ 主務大臣は、前項の規定による承認をしようとする
ときは、財務大臣に協議しなければならない。

３・４

（主務大臣等）
第十八条 （略）
２ （略）

（略）

（主務大臣等）
第十八条 （略）
２ （略）
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（削る）

３
。

機構に係る通則法における主務省は、内閣府とする

４

（略）

３

（独立行政法人評価委員会の意見の聴取）
第十九条 前条第一項の場合における通則法第二十八条
第三項、第二十九条第三項、第三十条第三項、第三十
五条第二項、第三十八条第三項、第四十四条第四項、
第四十五条第四項、第四十六条の二第五項及び第四十
八条第二項並びに第六十二条において準用する通則法
第五十三条の規定の適用については、これらの規定中
「評価委員会」とあるのは、「評価委員会並びに文部
科学省、厚生労働省及び経済産業省の独立行政法人評
価委員会」とする。
２ 内閣府の独立行政法人評価委員会は、次の場合には
、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省の独立行政
法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
一 通則法第三十二条第一項又は第三十四条第一項の
規定による評価を行おうとするとき。
二 通則法第三十二条第三項後段（通則法第三十四条
第三項において準用する場合を含む。）の規定によ
る勧告をしようとするとき。

（略）

（日本医療研究開発機構審議会）
第十九条 内閣府に、日本医療研究開発機構審議会（次
項及び第三項において「審議会」という。）を置く。
２ 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 主務大臣の諮問に応じて機構の行う研究開発の事
務及び事業に関する事項を調査審議すること。
二 前号に掲げる事項に関し、主務大臣に意見を述べ
ること。
前項に規定するもののほか、審議会の組織及び運営
に関し必要な事項は、政令で定める。

（中期目標等に関する健康・医療戦略推進本部の関与
）
第二十条 主務大臣は、通則法第二十九条第一項の規定
により中期目標を定め、又は変更しようとするときは
、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部の意見を聴か
なければならない。
２ 主務大臣は、通則法第三十五条第一項の規定による
検討を行うに当たっては、あらかじめ、健康・医療戦
略推進本部の意見を聴かなければならない。

３

（中長期目標等に関する健康・医療戦略推進本部の関
与）
第二十条 主務大臣は、通則法第三十五条の四第一項の
規定により中長期目標を定め、又は変更しようとする
ときは、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部の意見
を聴かなければならない。
２ 主務大臣は、通則法第三十五条の七第一項の規定に
よる検討を行うに当たっては、あらかじめ、健康・医
療戦略推進本部の意見を聴かなければならない。
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附

則

（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の権
利義務の承継等）
第三条 機構の成立の際、附則第八条の規定による改正
前の独立行政法人医薬基盤研究所法（平成十六年法律
第百三十五号）第十五条第一号ロ及び第三号に掲げる
業務に関し、現に国立研究開発法人医薬基盤・健康・
栄養研究所（次項及び第四項において「医薬基盤・健
康・栄養研究所」という。）が有する権利及び義務の
うち政令で定めるものは、機構の成立の時において機
構が承継する。
２ 前項の規定により機構が医薬基盤・健康・栄養研究
所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、
承継される資産の価額から負債の金額を差し引いた額
に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたも
のとする。
３ （略）
４ 医薬基盤・健康・栄養研究所は、第一項の規定によ
り機構が医薬基盤・健康・栄養研究所の権利及び義務
を承継したときは、第二項の規定により機構に対し出
資されたものとされた額に対応する額として厚生労働
大臣が定める金額によりその資本金を減少するものと
する。

附

則

（独立行政法人医薬基盤研究所の権利義務の承継等）

第三条 機構の成立の際、附則第八条の規定による改正
前の独立行政法人医薬基盤研究所法（平成十六年法律
第百三十五号）第十五条第一号ロ及び第三号に掲げる
業務に関し、現に独立行政法人医薬基盤研究所（次項
及び第四項において「基盤研」という。）が有する権
利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の
時において機構が承継する。

２ 前項の規定により機構が基盤研の権利及び義務を承
継したときは、その承継の際、承継される資産の価額
から負債の金額を差し引いた額に相当する金額は、政
府から機構に対し出資されたものとする。

３ （略）
４ 基盤研は、第一項の規定により機構が基盤研の権利
及び義務を承継したときは、第二項の規定により機構
に対し出資されたものとされた額に対応する額として
厚生労働大臣が定める金額によりその資本金を減少す
るものとする。
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○

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

第七十四条の四 （略）
②～④ （略）
⑤ 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次に掲
げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは
こ
、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行
政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百
三号）第二条第二項に規定する特定独立行政法人を
いう。）若しくは特定地方独立行政法人（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
二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。）の
役員若しくは職員
二 （略）
（略）
⑥

地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）（第三十三条関係）

改
第七十四条の四 （略）
②～④ （略）
⑤ 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次に掲
げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは
こ
、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法
人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号
）第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。）
若しくは特定地方独立行政法人（地方独立行政法人
法（平成十五年法律第百十八号）第二条第二項に規
定する特定地方独立行政法人をいう。）の役員若し
くは職員
二 （略）
（略）
⑥
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○

正

案

行

（傍線部分は改正部分）

第四十七条（職権濫用等の罪） 審査に関し国若しくは
地方公共団体の公務員、特定独立行政法人（独立行政
法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第二項
に規定する特定独立行政法人をいう。次項において同
じ。）若しくは特定地方独立行政法人（地方独立行政
法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第二項に
規定する特定地方独立行政法人をいう。次項において
同じ。）の役員若しくは職員又は第四十四条第二項前
段に掲げる者が、故意にその職務の執行を怠り、又は
その職権を濫用して審査の自由を妨害したときは、こ
こ
れを四年以下の禁錮に処する。
② 国若しくは地方公共団体の公務員、特定独立行政法
人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員
又は第四十四条第二項前段に掲げる者が、審査人に対
しその投票しようとし又は投票した内容の表示を求め
こ
たときは、これを六箇月以下の禁錮又は三十万円以下
の罰金に処する。

現

最高裁判所裁判官国民審査法（昭和二十二年法律第百三十六号）（第三十四条関係）

改
第四十七条（職権濫用等の罪） 審査に関し国若しくは
地方公共団体の公務員、行政執行法人（独立行政法人
通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第四項に規
定する行政執行法人をいう。次項において同じ。）若
しくは特定地方独立行政法人（地方独立行政法人法（
平成十五年法律第百十八号）第二条第二項に規定する
特定地方独立行政法人をいう。次項において同じ。）
の役員若しくは職員又は第四十四条第二項前段に掲げ
る者が、故意にその職務の執行を怠り、又はその職権
を濫用して審査の自由を妨害したときは、これを四年
以下の禁錮に処する。
② 国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人若
しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員又は
第四十四条第二項前段に掲げる者が、審査人に対しそ
の投票しようとし又は投票した内容の表示を求めたと
きは、これを六箇月以下の禁錮又は三十万円以下の罰
金に処する。
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○

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

（義務）
第六十三条 （略）
２ 郵便認証司は、国家機関、独立行政法人通則法（平
成十一年法律第百三号）第二条第二項に規定する特定
独立行政法人、地方公共団体の機関若しくは地方独立
行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第二
項に規定する特定地方独立行政法人の職に就き、営利
を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に
従事してはならない。ただし、総務大臣の承認を受け
たときは、この限りでない。

郵便法（昭和二十二年法律第百六十五号）（第三十五条関係）

改
（義務）
第六十三条 （略）
２ 郵便認証司は、国家機関、独立行政法人通則法（平
成十一年法律第百三号）第二条第四項に規定する行政
執行法人、地方公共団体の機関若しくは地方独立行政
法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第二項に
規定する特定地方独立行政法人の職に就き、営利を目
的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事
してはならない。ただし、総務大臣の承認を受けたと
きは、この限りでない。
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○

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

次の各号の一に該当する者は、六月以

下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一～三 （略）
四 第二十二条の九第二項の規定に違反して同条第一

こ

第二十六条の四

（政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対
価の支払への公務員の関与等の制限）
第二十二条の九 国若しくは地方公共団体の公務員又は
特定独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号）第二条第二項に規定する特定独立行政
法人をいう。以下同じ。）若しくは特定地方独立行政
法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八
号）第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を
いう。以下同じ。）の職員で次に掲げるものは、その
地位を利用して、政治活動に関する寄附を求め、若し
くは受け、若しくは自己以外の者がする政治活動に関
する寄附に関与し、又は政治資金パーティーに対価を
支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パー
ティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者が
するこれらの行為に関与してはならない。
一～六 （略）
２ 何人も、前項各号に掲げる国若しくは地方公共団体
の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立
行政法人の職員に対し、同項の規定により当該公務員
又は職員がしてはならない行為をすることを求めては
ならない。

政治資金規正法（昭和二十三年法律第百九十四号）（第三十六条関係）

改

次の各号の一に該当する者は、六月以

（政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対
価の支払への公務員の関与等の制限）
第二十二条の九 国若しくは地方公共団体の公務員又は
行政執行法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律
第百三号）第二条第四項に規定する行政執行法人をい
う。以下同じ。）若しくは特定地方独立行政法人（地
方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二
条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以
下同じ。）の職員で次に掲げるものは、その地位を利
用して、政治活動に関する寄附を求め、若しくは受け
、若しくは自己以外の者がする政治活動に関する寄附
に関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて
参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの
対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれ
らの行為に関与してはならない。
一～六 （略）
２ 何人も、前項各号に掲げる国若しくは地方公共団体
の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政
法人の職員に対し、同項の規定により当該公務員又は
職員がしてはならない行為をすることを求めてはなら
ない。

こ

第二十六条の四

下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一～三 （略）
四 第二十二条の九第二項の規定に違反して同条第一
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項各号に掲げる国若しくは地方公共団体の公務員又
は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の職
員に対し同項の規定により当該公務員又は職員がし
てはならない行為をすることを求めた者（団体にあ
つては、その役職員又は構成員として当該違反行為
をした者）

項各号に掲げる国若しくは地方公共団体の公務員又
は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人
の職員に対し同項の規定により当該公務員又は職員
がしてはならない行為をすることを求めた者（団体
にあつては、その役職員又は構成員として当該違反
行為をした者）
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○

公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）（第三十七条関係）

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

（公務員の立候補制限）
第八十九条 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定
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）第二条第二項に規定する特定独立行政法人
をいう。以下同じ。）若しくは特定地方独立行政法人
（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）
第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう
。以下同じ。）の役員若しくは職員は、在職中、公職
の候補者となることができない。ただし、次の各号に
掲げる公務員（特定独立行政法人又は特定地方独立行
政法人の役員及び職員を含む。次条及び第百三条第三
項において同じ。）は、この限りでない。
一～五 （略）
２ （略）
３ 第一項本文の規定は、同項第一号、第二号、第四号
及び第五号に掲げる者並びに前項に規定する者がその
職に伴い兼ねている国若しくは地方公共団体の公務員
又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人
の役員若しくは職員たる地位に影響を及ぼすものでは
ない。

正

（公務員の立候補制限）
第八十九条 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政
執行法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百
三号）第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。
以下同じ。）若しくは特定地方独立行政法人（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
二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同
じ。）の役員若しくは職員は、在職中、公職の候補者
となることができない。ただし、次の各号に掲げる公
務員（行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員
及び職員を含む。次条及び第百三条第三項において同
じ。）は、この限りでない。
一～五 （略）
２ （略）
３ 第一項本文の規定は、同項第一号、第二号、第四号
及び第五号に掲げる者並びに前項に規定する者がその
職に伴い兼ねている国若しくは地方公共団体の公務員
又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役
員若しくは職員たる地位に影響を及ぼすものではない
。

（公務員等の地位利用による選挙運動の禁止）
第百三十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は
、その地位を利用して選挙運動をすることができない
。
一 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行
政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しく

改

（公務員等の地位利用による選挙運動の禁止）
第百三十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は
、その地位を利用して選挙運動をすることができない
。
一 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法
人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職
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２

（職権濫用による選挙の自由妨害罪）
第二百二十六条 選挙に関し、国若しくは地方公共団体
の公務員、特定独立行政法人若しくは特定地方独立行
政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若
しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員
、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、
開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が故意にそ
の職務の執行を怠り又は正当な理由がなくて公職の候
補者若しくは選挙運動者に追随し、その居宅若しくは
選挙事務所に立ち入る等その職権を濫用して選挙の自

２

は職員
二 （略）
（略）

（職権濫用による選挙の自由妨害罪）
第二百二十六条 選挙に関し、国若しくは地方公共団体
の公務員、行政執行法人若しくは特定地方独立行政法
人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しく
は中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選
挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票
管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が故意にその職
務の執行を怠り又は正当な理由がなくて公職の候補者
若しくは選挙運動者に追随し、その居宅若しくは選挙
事務所に立ち入る等その職権を濫用して選挙の自由を

由を妨害したときは、四年以下の禁錮に処する。
２ 国若しくは地方公共団体の公務員、特定独立行政法
人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員
、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶
務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若
しくは職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若し
くは選挙分会長が選挙人に対し、その投票しようとし
又は投票した被選挙人の氏名（衆議院比例代表選出議
員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は
略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選
挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは
こ
略称）の表示を求めたときは、六月以下の禁錮又は三
十万円以下の罰金に処する。

員
二 （略）
（略）

妨害したときは、四年以下の禁錮に処する。
２ 国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人若
しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中
央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に
従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しく
は職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若しくは
選挙分会長が選挙人に対し、その投票しようとし又は
投票した被選挙人の氏名（衆議院比例代表選出議員の
選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称
、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人
の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称
）の表示を求めたときは、六月以下の禁錮又は三十万
円以下の罰金に処する。

（公務員等の選挙運動等の制限違反）
第二百三十九条の二 国又は地方公共団体の公務員、特
定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は

こ

（公務員等の選挙運動等の制限違反）
第二百三十九条の二 国又は地方公共団体の公務員、行
政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員
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及び公庫の役職員（公職にある者を除く。）であつて
、衆議院議員又は参議院議員の選挙において当該公職
の候補者となろうとするもので次の各号に掲げる行為
をしたものは、第百二十九条の規定に違反して選挙運

こ

職員及び公庫の役職員（公職にある者を除く。）であ
つて、衆議院議員又は参議院議員の選挙において当該
公職の候補者となろうとするもので次の各号に掲げる
行為をしたものは、第百二十九条の規定に違反して選

２

挙運動をした者とみなし、二年以下の禁錮又は三十万
円以下の罰金に処する。
一～三 （略）
四 その地位を利用して、当該選挙に関し、国又は地
方公共団体の公務員、特定独立行政法人又は特定地
方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員を
して、その職務の執行に当たり、当該選挙区内にあ
る者に対し、その者に係る特別の利益を供与させ、
又は供与することを約束させること。
（略）

２

（公務員等の選挙犯罪による当選無効）
第二百五十一条の四 国又は地方公共団体の公務員、特
定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は
職員及び公庫の役職員（公職にある者を除く。以下こ
の条において「公務員等」という。）であつた者が、
公務員等の職を離れた日以後最初に公職の候補者（選
挙の期日まで公職の候補者であつた場合の公職の候補
者に限る。）となつた衆議院議員又は参議院議員の選
挙（その者が公務員等の職を離れた日以後三年以内に
行われたものに限る。）において当選人となつた場合
において、次の各号に掲げる者が、当該当選人のため
に行つた選挙運動又は行為に関し、第二百二十一条、
第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十三条の
二、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百三十九
条第一項第一号、第三号若しくは第四号又は第二百三
十九条の二の罪を犯し刑に処せられたときは、当該当

動をした者とみなし、二年以下の禁錮又は三十万円以
下の罰金に処する。
一～三 （略）
四 その地位を利用して、当該選挙に関し、国又は地
方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独
立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員をして
、その職務の執行に当たり、当該選挙区内にある者
に対し、その者に係る特別の利益を供与させ、又は
供与することを約束させること。
（略）

（公務員等の選挙犯罪による当選無効）
第二百五十一条の四 国又は地方公共団体の公務員、行
政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員
及び公庫の役職員（公職にある者を除く。以下この条
において「公務員等」という。）であつた者が、公務
員等の職を離れた日以後最初に公職の候補者（選挙の
期日まで公職の候補者であつた場合の公職の候補者に
限る。）となつた衆議院議員又は参議院議員の選挙（
その者が公務員等の職を離れた日以後三年以内に行わ
れたものに限る。）において当選人となつた場合にお
いて、次の各号に掲げる者が、当該当選人のために行
つた選挙運動又は行為に関し、第二百二十一条、第二
百二十二条、第二百二十三条、第二百二十三条の二、
第二百二十五条、第二百二十六条、第二百三十九条第
一項第一号、第三号若しくは第四号又は第二百三十九
条の二の罪を犯し刑に処せられたときは、当該当選人
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２

の当選は、無効とする。
一・二 （略）
三 当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る
事務と同種であり、かつ、その処理に関しこれと関
係がある事務をその従事する事務の全部又は一部と
する地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定
地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員
で、当該当選人又は当該当選人に係る前二号に掲げ
る者から当該選挙に関し指示又は要請を受けたもの
（略）

２

選人の当選は、無効とする。
一・二 （略）
三 当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る
事務と同種であり、かつ、その処理に関しこれと関
係がある事務をその従事する事務の全部又は一部と
する地方公共団体の公務員、特定独立行政法人又は
特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役
職員で、当該当選人又は当該当選人に係る前二号に
掲げる者から当該選挙に関し指示又は要請を受けた
もの
（略）
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○

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

（検査等事業者の登録）
第二十四条の二 （略）
２・３ （略）
４ 総務大臣は、第一項の登録を申請した者が次の各号
（無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、
第一号、第二号及び第四号）のいずれにも適合してい
るときは、その登録をしなければならない。
一 （略）
二 別表第二に掲げる測定
器その他の設備であつて、
こう
次のいずれかに掲げる較正又は校正（以下この号、
第三十八条の三第一項第二号及び第三十八条の八第
二項において「較正等」という。）を受けたもの（
その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から
起算して一年以内のものに限る。）を使用して無線
設備の点検を行うものであること。
イ 独立行政法人情報通信研究機構（以下「機構」
という。）又は第百二条の十八第一項の指定較正
機関が行う較正
ロ～ニ （略）
三・四 （略）
５・６ （略）

電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）（第三十八条関係）

改
（検査等事業者の登録）
第二十四条の二 （略）
２・３ （略）
４ 総務大臣は、第一項の登録を申請した者が次の各号
（無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、
第一号、第二号及び第四号）のいずれにも適合してい
るときは、その登録をしなければならない。
一 （略）
二 別表第二に掲げる測定
器その他の設備であつて、
こう
次のいずれかに掲げる較正又は校正（以下この号、
第三十八条の三第一項第二号及び第三十八条の八第
二項において「較正等」という。）を受けたもの（
その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から
起算して一年以内のものに限る。）を使用して無線
設備の点検を行うものであること。
イ 国立研究開発法人情報通信研究機構（以下「機
構」という。）又は第百二条の十八第一項の指定
較正機関が行う較正
ロ～ニ （略）
三・四 （略）
５・６ （略）
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○

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

（登録の基準）
第八十七条 総務大臣は、前条第一項の登録を申請した
者（以下この項において「登録申請者」という。）が
次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録
をしなければならない。
一 （略）
二 別表第三に掲げる測定器その他の設備であつて、
こう
次のいずれかに掲げる較正又は校正（以下この号に
おいて「較正等」という。）を受けたもの（その較
正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算し
て一年以内のものに限る。）を使用して技術基準適
合認定を行うものであること。
イ 独立行政法人情報通信研究機構（ハにおいて「
機構」という。）又は電波法第百二条の十八第一
項の指定較正機関が行う較正
ロ～ニ （略）
三 （略）
２・３ （略）

電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）（第三十八条関係）

改
（登録の基準）
第八十七条 総務大臣は、前条第一項の登録を申請した
者（以下この項において「登録申請者」という。）が
次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録
をしなければならない。
一 （略）
二 別表第三に掲げる測定器その他の設備であつて、
こう
次のいずれかに掲げる較正又は校正（以下この号に
おいて「較正等」という。）を受けたもの（その較
正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算し
て一年以内のものに限る。）を使用して技術基準適
合認定を行うものであること。
イ 国立研究開発法人情報通信研究機構（ハにおい
て「機構」という。）又は電波法第百二条の十八
第一項の指定較正機関が行う較正
ロ～ニ （略）
三 （略）
２・３ （略）
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○

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

（機構による施設整備事業の推進）
第六条 独立行政法人情報通信研究機構（以下「機構」
という。）は、この法律の目的を達成するため、次の
業務を行う。
一・二 （略）

電気通信基盤充実臨時措置法（平成三年法律第二十七号）（第三十八条関係）

改
（機構による施設整備事業の推進）
第六条 国立研究開発法人情報通信研究機構（以下「機
構」という。）は、この法律の目的を達成するため、
次の業務を行う。
一・二 （略）

- 83 -

正

案

行

（傍線部分は改正部分）

（機構による通信・放送身体障害者利用円滑化事業の
推進）
第四条 独立行政法人情報通信研究機構（以下「機構」
という。）は、この法律の目的を達成するため、次の
業務を行う。
一～三 （略）

現

○ 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律（平成五年法律第五十
四号）（第三十八条関係）

改
（機構による通信・放送身体障害者利用円滑化事業の
推進）
第四条 国立研究開発法人情報通信研究機構（以下「機
構」という。）は、この法律の目的を達成するため、
次の業務を行う。
一～三 （略）
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正

案

行

（傍線部分は改正部分）

（目的）
第一条 この法律は、独立行政法人情報通信研究機構（
以下「機構」という。）に、特定公共電気通信システ
ムの開発に必要な通信・放送技術に関する研究開発及
び特定の公共分野における技術に関する研究開発の総
合的な実施並びにその成果の普及の業務を行わせるた
めの措置を講ずることにより、特定公共電気通信シス
テムの開発の促進を図り、もって高度情報通信社会の
構築に資することを目的とする。

現

○ 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律（平成十年法律第五十三号）（第三
十八条関係）

改
（目的）
第一条 この法律は、国立研究開発法人情報通信研究機
構（以下「機構」という。）に、特定公共電気通信シ
ステムの開発に必要な通信・放送技術に関する研究開
発及び特定の公共分野における技術に関する研究開発
の総合的な実施並びにその成果の普及の業務を行わせ
るための措置を講ずることにより、特定公共電気通信
システムの開発の促進を図り、もって高度情報通信社
会の構築に資することを目的とする。
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○

正

案

行

（機構による高度テレビジョン放送施設整備事業の推
進）
第六条 独立行政法人情報通信研究機構（以下「機構」
という。）は、この法律の目的を達成するため、次の
業務を行う。
一・二 （略）

現

高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法（平成十一年法律第六十三号）（第三十八条関係）
（傍線部分は改正部分）
改
（機構による高度テレビジョン放送施設整備事業の推
進）
第六条 国立研究開発法人情報通信研究機構（以下「機
構」という。）は、この法律の目的を達成するため、
次の業務を行う。
一・二 （略）
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○

正

案

行

（目的）
第一条 この法律は、独立行政法人情報通信研究機構（
以下「機構」という。）に、通信・放送融合技術の開
発を行う者に対する支援に関する業務を行わせるため
の措置を講ずることにより、通信・放送融合技術を用
いて提供される電気通信の役務の普及を図り、もって
高度情報通信ネットワーク社会の形成に寄与すること
を目的とする。

現

通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律（平成十三年法律第四十四号）（第三十八条関係）
（傍線部分は改正部分）
改
（目的）
第一条 この法律は、国立研究開発法人情報通信研究機
構（以下「機構」という。）に、通信・放送融合技術
の開発を行う者に対する支援に関する業務を行わせる
ための措置を講ずることにより、通信・放送融合技術
を用いて提供される電気通信の役務の普及を図り、も
って高度情報通信ネットワーク社会の形成に寄与する
ことを目的とする。
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○

案

放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）（第三十九条関係）

正

現

行

（傍線部分は改正部分）

第二十二条 協会は、前条第一項に規定する子会社に対
して出資する場合のほか、第二十条第一項又は第二項
の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大
臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画
で定めるところにより、独立行政法人宇宙航空研究開
発機構、独立行政法人情報通信研究機構及び第百四十
条第二項に規定する指定再放送事業者その他第二十条
第一項又は第二項の業務に密接に関連する政令で定め
る事業を行う者に出資することができる。

改
（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資
）
第二十二条 協会は、前条第一項に規定する子会社に対
して出資する場合のほか、第二十条第一項又は第二項
の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大
臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画
で定めるところにより、国立研究開発法人宇宙航空研
究開発機構、国立研究開発法人情報通信研究機構及び
第百四十条第二項に規定する指定再放送事業者その他
第二十条第一項又は第二項の業務に密接に関連する政
令で定める事業を行う者に出資することができる。

（電波監理審議会への諮問）
第百七十七条 総務大臣は、次に掲げる事項については
、電波監理審議会に諮問しなければならない。
一 （略）
二 第十八条第二項（定款変更の認可）、第二十条第
八項（第六十五条第五項において準用する場合を含
む。）（中継国際放送の協定の認可）、第二十条第
九項（実施基準の認可）、同条第十四項（任意的業
務の認可）、第二十二条（独立行政法人宇宙航空研
究開発機構等への出資の認可）、第六十四条第二項
及び第三項（受信料免除の基準及び受信契約条項の
認可）、第六十五条第一項（国際放送等の実施の要
請）、第六十六条第一項（放送に関する研究の実施
命令）、第七十一条第一項（収支予算等の認可）、
第八十五条第一項（放送設備の譲渡等の認可）、第

（独立行政法人宇宙航空研究開発機構等への出資）

（電波監理審議会への諮問）
第百七十七条 総務大臣は、次に掲げる事項については
、電波監理審議会に諮問しなければならない。
一 （略）
二 第十八条第二項（定款変更の認可）、第二十条第
八項（第六十五条第五項において準用する場合を含
む。）（中継国際放送の協定の認可）、第二十条第
九項（実施基準の認可）、同条第十四項（任意的業
務の認可）、第二十二条（国立研究開発法人宇宙航
空研究開発機構等への出資の認可）、第六十四条第
二項及び第三項（受信料免除の基準及び受信契約条
項の認可）、第六十五条第一項（国際放送等の実施
の要請）、第六十六条第一項（放送に関する研究の
実施命令）、第七十一条第一項（収支予算等の認可
）、第八十五条第一項（放送設備の譲渡等の認可）
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２

、第八十六条第一項（放送の廃止又は休止の認可）
、第八十九条第一項（放送の廃止又は休止の認可）
、第九十三条第一項（基幹放送の業務の認定）、第
九十六条第一項（地上基幹放送の業務の場合に限る
。）（認定の更新）、第九十七条第一項本文（基幹
放送の放送事項又は基幹放送の業務に用いられる電
気通信設備の変更の許可）、第百十六条の三第一項
（経営基盤強化計画の認定）、第百二十条（放送局
設備供給役務の提供条件の変更命令）、第百四十一
条（受信障害区域における再放送の業務の方法に関
する改善の命令）、第百五十六条第一項、第二項若
しくは第四項（有料基幹放送契約約款の変更命令又
は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業
務の方法の改善の命令）、第百五十九条第一項（認
定放送持株会社に関する認定）又は第百六十七条第
一項（センターの指定）の規定による処分
三～五 （略）
（略）
２

八十六条第一項（放送の廃止又は休止の認可）、第
八十九条第一項（放送の廃止又は休止の認可）、第
九十三条第一項（基幹放送の業務の認定）、第九十
六条第一項（地上基幹放送の業務の場合に限る。）
（認定の更新）、第九十七条第一項本文（基幹放送
の放送事項又は基幹放送の業務に用いられる電気通
信設備の変更の許可）、第百十六条の三第一項（経
営基盤強化計画の認定）、第百二十条（放送局設備
供給役務の提供条件の変更命令）、第百四十一条（
受信障害区域における再放送の業務の方法に関する
改善の命令）、第百五十六条第一項、第二項若しく
は第四項（有料基幹放送契約約款の変更命令又は有
料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の
方法の改善の命令）、第百五十九条第一項（認定放
送持株会社に関する認定）又は第百六十七条第一項
（センターの指定）の規定による処分
三～五 （略）
（略）
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○

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

二～十七 （略）
十八 独立行政法人科学技術振興機構が独立行政法人
科学技術振興機構法（平成十四年法律第百五十八号
）第十八条第一号、第三号（同条第一号に係る部分
に限る。）、第六号イ又は第八号に規定する業務の
用に供する不動産で政令で定めるもの
十九～二十五 （略）
二十六 独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行
政法人宇宙航空研究開発機構法（平成十四年法律第
百六十一号）第十八条第一項第一号から第四号まで
に規定する業務の用に供する不動産で政令で定める
もの
二十七 独立行政法人海洋研究開発機構が独立行政法
人海洋研究開発機構法（平成十五年法律第九十五号
）第十七条第一号、第三号、第四号又は第六号に規

（用途による不動産取得税の非課税）
第七十三条の四 道府県は、次の各号に規定する者が不
動産をそれぞれ当該各号に掲げる不動産として使用す
るために取得した場合においては、当該不動産の取得
に対しては、不動産取得税を課することができない。
一 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構、
独立行政法人水資源機構、独立行政法人鉄道建設・
運輸施設整備支援機構、日本放送協会、土地改良区
、土地改良区連合、独立行政法人日本原子力研究開
発機構及び独立行政法人理化学研究所が直接その本
来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの

地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）（第四十条関係）

改
（用途による不動産取得税の非課税）
第七十三条の四 道府県は、次の各号に規定する者が不
動産をそれぞれ当該各号に掲げる不動産として使用す
るために取得した場合においては、当該不動産の取得
に対しては、不動産取得税を課することができない。
一 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構、
独立行政法人水資源機構、独立行政法人鉄道建設・
運輸施設整備支援機構、日本放送協会、土地改良区
、土地改良区連合、国立研究開発法人日本原子力研
究開発機構及び国立研究開発法人理化学研究所が直
接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定め
るもの
二～十七 （略）
十八 国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究
開発法人科学技術振興機構法（平成十四年法律第百
五十八号）第十八条第一号、第三号（同条第一号に
係る部分に限る。）、第六号イ又は第八号に規定す
る業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
十九～二十五 （略）
二十六 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国
立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法（平成十四
年法律第百六十一号）第十八条第一項第一号から第
四号までに規定する業務の用に供する不動産で政令
で定めるもの
二十七 国立研究開発法人海洋研究開発機構が国立研
究開発法人海洋研究開発機構法（平成十五年法律第
九十五号）第十七条第一号、第三号、第四号又は第
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三十五・三十六 （略）
三十七 独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人
森林総合研究所法（平成十一年法律第百九十八号）
第十一条第一号から第三号までに規定する業務の用
に供する不動産で政令で定めるもの
２・３ （略）

定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

六号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定
めるもの
二十八～三十一 （略）
三十二 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研
究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合
研究機構法（平成十一年法律第百九十二号）第十四
条第一項第一号から第四号まで及び第十号に規定す
る業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
三十三 国立研究開発法人水産総合研究センターが国
立研究開発法人水産総合研究センター法（平成十一
年法律第百九十九号）第十一条第一項第一号から第
四号までに規定する業務の用に供する不動産で政令
で定めるもの
三十四 国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研
究開発法人情報通信研究機構法（平成十一年法律第
百六十二号）第十四条第一項第一号から第七号まで
に規定する業務の用に供する不動産で政令で定める
もの
三十五・三十六 （略）
三十七 国立研究開発法人森林総合研究所が国立研究
開発法人森林総合研究所法（平成十一年法律第百九
十八号）第十一条第一号から第三号までに規定する
業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
２・３ （略）

（固定資産税の非課税の範囲）
第三百四十八条 （略）
２ 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課す
ることができない。ただし、固定資産を有料で借り受
けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場
合においては、当該固定資産の所有者に課することが
できる。

二十八～三十一 （略）
三十二 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機
構が独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
法（平成十一年法律第百九十二号）第十四条第一項
第一号から第四号まで及び第十号に規定する業務の
用に供する不動産で政令で定めるもの
三十三 独立行政法人水産総合研究センターが独立行
政法人水産総合研究センター法（平成十一年法律第
百九十九号）第十一条第一項第一号から第四号まで
に規定する業務の用に供する不動産で政令で定める
もの
三十四 独立行政法人情報通信研究機構が独立行政法
人情報通信研究機構法（平成十一年法律第百六十二
号）第十四条第一項第一号から第七号までに規定す
る業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

（固定資産税の非課税の範囲）
第三百四十八条 （略）
２ 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課す
ることができない。ただし、固定資産を有料で借り受
けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場
合においては、当該固定資産の所有者に課することが
できる。
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一～三十五 （略）
三十六 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研
究機構が、国立研究開発法人農業・食品産業技術総
合研究機構法第十四条第一項第一号から第四号まで
及び第十号に規定する業務の用に供する固定資産並
びに独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正
する法律（平成十四年法律第百二十九号）附則第四
条第一項の規定により承継し、かつ、直接農業機械
化促進法（昭和二十八年法律第二百五十二号）第十
六条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定
資産で政令で定めるもの
三十七 国立研究開発法人水産総合研究センターが国
立研究開発法人水産総合研究センター法第十一条第
一項第一号から第四号までに規定する業務の用に供
する固定資産で政令で定めるもの
三十八 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国
立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第
一項第一号又は第二号に規定する業務の用に供する
固定資産で政令で定めるもの
三十九 国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研
究開発法人情報通信研究機構法第十四条第一項第一
号から第七号までに規定する業務の用に供する固定
資産で政令で定めるもの
四十～四十二 （略）
四十三 国立研究開発法人森林総合研究所が国立研究
開発法人森林総合研究所法第十一条第一号から第三
号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令
で定めるもの
（略）

３～

（変電又は送電施設等に対する固定資産税の課税標準
等の特例）

10

（略）

一～三十五 （略）
三十六 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機
構が、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機
構法第十四条第一項第一号から第四号まで及び第十
号に規定する業務の用に供する固定資産並びに独立
行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律
（平成十四年法律第百二十九号）附則第四条第一項
の規定により承継し、かつ、直接農業機械化促進法
（昭和二十八年法律第二百五十二号）第十六条第一
項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政
令で定めるもの
三十七 独立行政法人水産総合研究センターが独立行
政法人水産総合研究センター法第十一条第一項第一
号から第四号までに規定する業務の用に供する固定
資産で政令で定めるもの
三十八 独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行
政法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一項第一
号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産
で政令で定めるもの
三十九 独立行政法人情報通信研究機構が独立行政法
人情報通信研究機構法第十四条第一項第一号から第
七号までに規定する業務の用に供する固定資産で政
令で定めるもの
四十～四十二 （略）
四十三 独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人
森林総合研究所法第十一条第一号から第三号までに
規定する業務の用に供する固定資産で政令で定める
もの
３～

（変電又は送電施設等に対する固定資産税の課税標準
等の特例）

10
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第三百四十九条の三 （略）
２～
（略）
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置す
る国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法（平成
十六年法律第百五十五号）第十七条第一項第一号から
第三号までに規定する業務の用に供する設備で政令で
定めるもの及び当該設備を収容する家屋に対して課す
る固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわら
ず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課され
ることとなつた年度から五年度分の固定資産税につい
ては、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準とな
るべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固
定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税
の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
～
（略）
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が所有し、
かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法
第十八条第一項第三号又は第四号に規定する業務の用
に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対し
て課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にか
かわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が
課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税
については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標
準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度
分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定
資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とす
る。
国立研究開発法人海洋研究開発機構が所有し、かつ
、直接国立研究開発法人海洋研究開発機構法第十七条
第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の
用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対
して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定に

第三百四十九条の三 （略）
２～
（略）
独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置する独
立行政法人日本原子力研究開発機構法（平成十六年法
律第百五十五号）第十七条第一項第一号から第三号ま
でに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるも
の及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資
産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該
固定資産に対して新たに固定資産税が課されることと
なつた年度から五年度分の固定資産税については、当
該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価
格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税
については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標
準となるべき価格の三分の二の額とする。
～
（略）
独立行政法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ
、直接独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第十八条
第一項第三号又は第四号に規定する業務の用に供する
家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する
固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず
、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課される
こととなつた年度から五年度分の固定資産税について
は、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となる
べき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定
資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の
課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

独立行政法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、直
接独立行政法人海洋研究開発機構法第十七条第一号、
第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供す
る家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課す
る固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわら
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15

10

15

11

16 12

17

11

16 12

17

かかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税
が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産
税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税
標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年
度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固
定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額と
する。
～
（略）
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発
機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機構法（平成十四年法律第百
四十五号）第十五条第一項第一号若しくは第二号又は
基盤技術研究円滑化法（昭和六十年法律第六十五号）
第十一条第一号に規定する業務の用に供する償却資産
で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税
標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対
して新たに固定資産税が課されることとなつた年度か
ら五年度分の固定資産税については、当該償却資産の
価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産
税については、当該償却資産の価格の三分の二の額と
する。
国立研究開発法人科学技術振興機構が所有し、かつ
、直接国立研究開発法人科学技術振興機構法第十八条
第一号、第三号（同条第一号に係る部分に限る。）、
第六号イ又は第八号に規定する業務の用に供する家屋
及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定
資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当
該固定資産に対して新たに固定資産税が課されること
となつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該
固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格
の二分の一の額とする。
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
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ず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課され
ることとなつた年度から五年度分の固定資産税につい
ては、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準とな
るべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固
定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税
の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

～
（略）
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
が所有し、かつ、直接独立行政法人新エネルギー・産
業技術総合開発機構法（平成十四年法律第百四十五号
）第十五条第一項第一号若しくは第二号又は基盤技術
研究円滑化法（昭和六十年法律第六十五号）第十一条
第一号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で
定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新た
に固定資産税が課されることとなつた年度から五年度
分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三
分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税につい
ては、当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
20

独立行政法人科学技術振興機構が所有し、かつ、直
接独立行政法人科学技術振興機構法第十八条第一号、
第三号（同条第一号に係る部分に限る。）、第六号イ
又は第八号に規定する業務の用に供する家屋及び償却
資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の
課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資
産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた
年度から五年度分の固定資産税に限り、当該固定資産
に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の
一の額とする。
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が所

21 18

22

23

21 18
22
23

20

が所有し、かつ、直接農業機械化促進法第十六条第一
項第一号に規定する業務の用に供する土地（第三百四
十八条第二項第三十六号に掲げる土地を除く。）で政
令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準
は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該土地に
係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一
（当該土地のうちほ場の用に供するものにあつては、
当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格
の六分の一）の額とする。
～
（略）

24

29

有し、かつ、直接農業機械化促進法第十六条第一項第
一号に規定する業務の用に供する土地（第三百四十八
条第二項第三十六号に掲げる土地を除く。）で政令で
定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、
第三百四十九条の規定にかかわらず、当該土地に係る
固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一（当
該土地のうちほ場の用に供するものにあつては、当該
土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六
分の一）の額とする。
～
（略）
24

29
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○

行政書士法（昭和二十六年法律第四号）（第四十一条関係）

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

（資格）
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士
となる資格を有する。
一～五 （略）
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担
当した期間及び特定独立行政法人（独立行政法人通
則法（平成十一年法律第百三号）第二条第二項に規
定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。）又は
特定地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成
十五年法律第百十八号）第二条第二項に規定する特
定地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の役員又
は職員として行政事務に相当する事務を担当した期
間が通算して二十年以上（学校教育法（昭和二十二
年法律第二十六号）による高等学校を卒業した者そ
の他同法第九十条に規定する者にあつては十七年以
上）になる者

正

（資格）
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士
となる資格を有する。
一～五 （略）
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担
当した期間及び行政執行法人（独立行政法人通則法
（平成十一年法律第百三号）第二条第四項に規定す
る行政執行法人をいう。以下同じ。）又は特定地方
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）第二条第二項に規定する特定地方独
立行政法人をいう。以下同じ。）の役員又は職員と
して行政事務に相当する事務を担当した期間が通算
して二十年以上（学校教育法（昭和二十二年法律第
二十六号）による高等学校を卒業した者その他同法
第九十条に規定する者にあつては十七年以上）にな
る者

（欠格事由）
第二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、前条
の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない
。
一～四 （略）
五 公務員（特定独立行政法人又は特定地方独立行政
法人の役員又は職員を含む。）で懲戒免職の処分を
受け、当該処分の日から三年を経過しない者
六～八 （略）

改

（欠格事由）
第二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、前条
の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない
。
一～四 （略）
五 公務員（行政執行法人又は特定地方独立行政法人
の役員又は職員を含む。）で懲戒免職の処分を受け
、当該処分の日から三年を経過しない者
六～八 （略）
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○

正

案

行

（経過措置に伴う費用の負担）
第九十六条 （略）
２ （略）
３ 機構等（独立行政法人都市再生機構、独立行政法人
水資源機構、東日本高速道路株式会社、中日本高速道
路株式会社、西日本高速道路株式会社、独立行政法人
日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人森林
総合研究所、原子燃料公社、地方公共団体金融機構、
独立行政法人労働者健康福祉機構、株式会社日本政策
金融公庫、首都高速道路株式会社、独立行政法人高齢
・障害・求職者雇用支援機構又は阪神高速道路株式会
社をいう。以下この項において同じ。）は、政令で定
めるところにより、第七条（第三十六条第一項におい
て準用する場合を含む。）の規定により機構等（独立
行政法人水資源機構にあつては愛知用水公団、独立行
政法人森林総合研究所にあつては農地開発機械公団又
は森林開発公団、独立行政法人都市再生機構にあつて
は日本住宅公団、株式会社日本政策金融公庫にあつて
は中小企業信用保険公庫、独立行政法人高齢・障害・
求職者雇用支援機構にあつては雇用促進事業団、独立
行政法人労働者健康福祉機構にあつては労働福祉事業
団、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会
社及び西日本高速道路株式会社にあつては日本道路公
団、首都高速道路株式会社にあつては首都高速道路公
団、阪神高速道路株式会社にあつては阪神高速道路公
団、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に
あつては日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高

現

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法（昭和三十七年法律第百五十三号）（第四十二条関係）
（傍線部分は改正部分）
改
（経過措置に伴う費用の負担）
第九十六条 （略）
２ （略）
３ 機構等（独立行政法人都市再生機構、独立行政法人
水資源機構、東日本高速道路株式会社、中日本高速道
路株式会社、西日本高速道路株式会社、独立行政法人
日本高速道路保有・債務返済機構、国立研究開発法人
森林総合研究所、原子燃料公社、地方公共団体金融機
構、独立行政法人労働者健康福祉機構、株式会社日本
政策金融公庫、首都高速道路株式会社、独立行政法人
高齢・障害・求職者雇用支援機構又は阪神高速道路株
式会社をいう。以下この項において同じ。）は、政令
で定めるところにより、第七条（第三十六条第一項に
おいて準用する場合を含む。）の規定により機構等（
独立行政法人水資源機構にあつては愛知用水公団、国
立研究開発法人森林総合研究所にあつては農地開発機
械公団又は森林開発公団、独立行政法人都市再生機構
にあつては日本住宅公団、株式会社日本政策金融公庫
にあつては中小企業信用保険公庫、独立行政法人高齢
・障害・求職者雇用支援機構にあつては雇用促進事業
団、独立行政法人労働者健康福祉機構にあつては労働
福祉事業団、東日本高速道路株式会社、中日本高速道
路株式会社及び西日本高速道路株式会社にあつては日
本道路公団、首都高速道路株式会社にあつては首都高
速道路公団、阪神高速道路株式会社にあつては阪神高
速道路公団、独立行政法人日本高速道路保有・債務返
済機構にあつては日本道路公団、首都高速道路公団又
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は阪神高速道路公団、地方公共団体金融機構にあつて
は公営企業金融公庫）に勤務していた期間を組合員期
間に算入される者に係る長期給付で当該勤務していた
期間に係るものの支払に充てる金額を負担し、これを
組合（市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあ
つては、市町村連合会）に払い込むものとする。

速道路公団、地方公共団体金融機構にあつては公営企
業金融公庫）に勤務していた期間を組合員期間に算入
される者に係る長期給付で当該勤務していた期間に係
るものの支払に充てる金額を負担し、これを組合（市
町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、
市町村連合会）に払い込むものとする。
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○

改

正

（第三十条の七関係）

案
別表第一

現

行

（第三十条の七関係）

（傍線部分は改正部分）

務

（略）

事

（略）

一～八十四
（略）

計量法による同法第七十九条第一項（
同法第八十一条第三項において準用す
る場合を含む。）の届出に関する事務
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

計量法による同法第七十九条第一項（
同法第八十一条第三項において準用す
る場合を含む。）の届出に関する事務
であつて総務省令で定めるもの

八十五 独立
行政法人産
業技術総合
研究所又は
日本電気計
器検定所

（略）

事

（略）

八十六～百二
十二 （略
）

務

住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）（第四十三条関係）

別表第一
提供を受ける
国の機関又は
法人
一～八十四
（略）
八十五 国立
研究開発法
人産業技術
総合研究所
又は日本電
気計器検定
所
八十六～百二
十二 （略
）
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○

正

案

現

行

特定通信・放送開発事業実施円滑化法（平成二年法律第三十五号）（第四十四条関係）

改

（傍線部分は改正部分）

２～４

（定義）
第二条 この法律において「通信・放送事業分野」とは
、独立行政法人情報通信研究機構法第二条第二号に規
定する通信・放送事業分野をいう。

（定義）
第二条 この法律において「通信・放送事業分野」とは
、国立研究開発法人情報通信研究機構法（平成十一年
法律第百六十二号）第二条第二号に規定する通信・放
送事業分野をいう。
２～４ （略）

（機構による特定通信・放送開発事業の推進）
第六条 独立行政法人情報通信研究機構（以下「機構」
という。）は、この法律の目的を達成するため、次の
業務を行う。
一～五 （略）
２・３ （略）

（略）

（機構による特定通信・放送開発事業の推進）
第六条 国立研究開発法人情報通信研究機構（以下「機
構」という。）は、この法律の目的を達成するため、
次の業務を行う。
一～五 （略）
２・３ （略）
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○

正

案

行

（行政文書の開示義務）
第五条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開
示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報（以下
「不開示情報」という。）のいずれかが記録されてい
る場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開
示しなければならない。
一 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に
関する情報を除く。）であって、当該情報に含まれ
る氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人
を識別することができるもの（他の情報と照合する
ことにより、特定の個人を識別することができるこ
ととなるものを含む。）又は特定の個人を識別する
ことはできないが、公にすることにより、なお個人
の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次
に掲げる情報を除く。
イ・ロ （略）
ハ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和二十
二年法律第百二十号）第二条第一項に規定する国
家公務員（独立行政法人通則法（平成十一年法律
第百三号）第二条第二項に規定する特定独立行政
法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等
（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する
法律（平成十三年法律第百四十号。以下「独立行
政法人等情報公開法」という。）第二条第一項に
規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の
役員及び職員、地方公務員法（昭和二十五年法律
第二百六十一号）第二条に規定する地方公務員並

現

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成十一年法律第四十二号）（第四十五条関係）
（傍線部分は改正部分）
改
（行政文書の開示義務）
第五条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開
示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報（以下
「不開示情報」という。）のいずれかが記録されてい
る場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開
示しなければならない。
一 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に
関する情報を除く。）であって、当該情報に含まれ
る氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人
を識別することができるもの（他の情報と照合する
ことにより、特定の個人を識別することができるこ
ととなるものを含む。）又は特定の個人を識別する
ことはできないが、公にすることにより、なお個人
の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次
に掲げる情報を除く。
イ・ロ （略）
ハ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和二十
二年法律第百二十号）第二条第一項に規定する国
家公務員（独立行政法人通則法（平成十一年法律
第百三号）第二条第四項に規定する行政執行法人
の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独
立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
（平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法
人等情報公開法」という。）第二条第一項に規定
する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員
及び職員、地方公務員法（昭和二十五年法律第二
百六十一号）第二条に規定する地方公務員並びに
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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
方独立行政法人をいう。以下同じ。）の役員及び
職員をいう。）である場合において、当該情報が
その職務の遂行に係る情報であるときは、当該情
報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の
内容に係る部分
二～六 （略）

びに地方独立行政法人（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
る地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の役員
及び職員をいう。）である場合において、当該情
報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当
該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂
行の内容に係る部分
二～六 （略）
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○

正

案

行

（法人文書の開示義務）
第五条 独立行政法人等は、開示請求があったときは、
開示請求に係る法人文書に次の各号に掲げる情報（以
下「不開示情報」という。）のいずれかが記録されて
いる場合を除き、開示請求者に対し、当該法人文書を
開示しなければならない。
一 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に
関する情報を除く。）であって、当該情報に含まれ
る氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人
を識別することができるもの（他の情報と照合する
ことにより、特定の個人を識別することができるこ
ととなるものを含む。）又は特定の個人を識別する
ことはできないが、公にすることにより、なお個人
の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次
に掲げる情報を除く。
イ・ロ （略）
ハ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和二十
二年法律第百二十号）第二条第一項に規定する国
家公務員（独立行政法人通則法第二条第二項に規
定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。
）、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員
法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第二条に
規定する地方公務員並びに地方独立行政法人（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行政法人をいう
。以下同じ。）の役員及び職員をいう。）である
場合において、当該情報がその職務の遂行に係る

現

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成十三年法律第百四十号）（第四十五条関係）
（傍線部分は改正部分）
改
（法人文書の開示義務）
第五条 独立行政法人等は、開示請求があったときは、
開示請求に係る法人文書に次の各号に掲げる情報（以
下「不開示情報」という。）のいずれかが記録されて
いる場合を除き、開示請求者に対し、当該法人文書を
開示しなければならない。
一 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に
関する情報を除く。）であって、当該情報に含まれ
る氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人
を識別することができるもの（他の情報と照合する
ことにより、特定の個人を識別することができるこ
ととなるものを含む。）又は特定の個人を識別する
ことはできないが、公にすることにより、なお個人
の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次
に掲げる情報を除く。
イ・ロ （略）
ハ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和二十
二年法律第百二十号）第二条第一項に規定する国
家公務員（独立行政法人通則法第二条第四項に規
定する行政執行法人の役員及び職員を除く。）、
独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法（
昭和二十五年法律第二百六十一号）第二条に規定
する地方公務員並びに地方独立行政法人（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行政法人をいう。以
下同じ。）の役員及び職員をいう。）である場合
において、当該情報がその職務の遂行に係る情報
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であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の
職及び当該職務遂行の内容に係る部分
二～四 （略）

情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員
等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
二～四 （略）
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○

正

案

行

（保有個人情報の開示義務）
第十四条 行政機関の長は、開示請求があったときは、
開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報
（以下「不開示情報」という。）のいずれかが含まれ
ている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人
情報を開示しなければならない。
一 （略）
二 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む
個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等
により開示請求者以外の特定の個人を識別すること
ができるもの（他の情報と照合することにより、開
示請求者以外の特定の個人を識別することができる
こととなるものを含む。）又は開示請求者以外の特
定の個人を識別することはできないが、開示するこ
とにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を
害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報
を除く。
イ・ロ （略）
ハ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和二十
二年法律第百二十号）第二条第一項に規定する国
家公務員（独立行政法人通則法（平成十一年法律
第百三号）第二条第二項に規定する特定独立行政
法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等
の役員及び職員、地方公務員法（昭和二十五年法
律第二百六十一号）第二条に規定する地方公務員
並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。

現

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十八号）（第四十五条関係）
（傍線部分は改正部分）
改
（保有個人情報の開示義務）
第十四条 行政機関の長は、開示請求があったときは、
開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報
（以下「不開示情報」という。）のいずれかが含まれ
ている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人
情報を開示しなければならない。
一 （略）
二 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む
個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等
により開示請求者以外の特定の個人を識別すること
ができるもの（他の情報と照合することにより、開
示請求者以外の特定の個人を識別することができる
こととなるものを含む。）又は開示請求者以外の特
定の個人を識別することはできないが、開示するこ
とにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を
害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報
を除く。
イ・ロ （略）
ハ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和二十
二年法律第百二十号）第二条第一項に規定する国
家公務員（独立行政法人通則法（平成十一年法律
第百三号）第二条第四項に規定する行政執行法人
の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等の役
員及び職員、地方公務員法（昭和二十五年法律第
二百六十一号）第二条に規定する地方公務員並び
に地方独立行政法人の役員及び職員をいう。）で
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（略）

ある場合において、当該情報がその職務の遂行に
係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公
務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
三～七

）である場合において、当該情報がその職務の遂
行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当
該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部
分
三～七 （略）
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○

正

案

行

（保有個人情報の開示義務）
第十四条 独立行政法人等は、開示請求があったときは
、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情
報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが含ま
れている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個
人情報を開示しなければならない。
一 （略）
二 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む
個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等
により開示請求者以外の特定の個人を識別すること
ができるもの（他の情報と照合することにより、開
示請求者以外の特定の個人を識別することができる
こととなるものを含む。）又は開示請求者以外の特
定の個人を識別することはできないが、開示するこ
とにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を
害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報
を除く。
イ・ロ （略）
ハ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和二十
二年法律第百二十号）第二条第一項に規定する国
家公務員（独立行政法人通則法第二条第二項に規
定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。
）、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員
法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第二条に
規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役
員及び職員をいう。）である場合において、当該

現

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十九号）（第四十五条関係）
（傍線部分は改正部分）
改
（保有個人情報の開示義務）
第十四条 独立行政法人等は、開示請求があったときは
、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情
報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが含ま
れている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個
人情報を開示しなければならない。
一 （略）
二 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む
個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等
により開示請求者以外の特定の個人を識別すること
ができるもの（他の情報と照合することにより、開
示請求者以外の特定の個人を識別することができる
こととなるものを含む。）又は開示請求者以外の特
定の個人を識別することはできないが、開示するこ
とにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を
害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報
を除く。
イ・ロ （略）
ハ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和二十
二年法律第百二十号）第二条第一項に規定する国
家公務員（独立行政法人通則法第二条第四項に規
定する行政執行法人の役員及び職員を除く。）、
独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法（
昭和二十五年法律第二百六十一号）第二条に規定
する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及
び職員をいう。）である場合において、当該情報
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がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該
情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行
の内容に係る部分
三～五 （略）

情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、
当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務
遂行の内容に係る部分
三～五 （略）

- 108 -

○

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

第六款 独立行政法人評価委員会（第二十一条）
第三節・第四節 （略）
第四章 （略）
附則

第三款・第四款 （略）
第五款 電波監理審議会（第二十条）

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 （略）
第二節 審議会等
第一款 設置（第八条）
第二款 地 方 財 政 審 議 会 （ 第 九 条 ― 第 十 七 条 ）
（新設）

総務省設置法（平成十一年法律第九十一号）（第四十六条関係）

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 （略）
第二節 審議会等
第一款 設置（第八条）
第二款 地方財政審議会（第九条―第十七条）
第二款の二 独立行政法人評価制度委員会（第十
七条の二）
第三款・第四款 （略）
第五款 電波監理審議会（第二十条・第二十一条
）
（削る）
第三節・第四節 （略）
第四章 （略）
附則
（所掌事務）
第四条 総務省は、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。
一～十八 （略）
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
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。
イ 独立行政法人の業務

（所掌事務）
第四条 総務省は、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。
一～十八 （略）
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
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。
イ 独立行政法人の業務（第十七号の規定による評
価に関連する場合に限る。）
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ロ～ニ （略）
二十～九十九 （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
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。
（新設）
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
独立行政法人評価委員会

ロ～ニ （略）
二十～九十九 （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
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。
独立行政法人評価制度委員会
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
（削る）

（略）
（同上）

（同上）

（新設）

（同上）

第三款
（略）

（新設）

（政令への委任）
第十七条 （略）

第十八条
（削る）
削除

第二款の二 独立行政法人評価制度委員会
第十七条の二 独立行政法人評価制度委員会については
、独立行政法人通則法（これに基づく命令を含む。）
の定めるところによる。

第二十一条

第六款 独立行政法人評価委員会
第二十一条 独立行政法人評価委員会については、独立
行政法人通則法（これに基づく命令を含む。）の定め
るところによる。
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○

正

案

現

行

独立行政法人情報通信研究機構法（平成十一年法律第百六十二号）（第四十七条関係）

改

（傍線部分は改正部分）

（目的）
第一条 この法律は、国立研究開発法人情報通信研究機
構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める
ことを目的とする。

（名称）
第三条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、独立行政法人情報通信研究機
構とする。

（目的）
第一条 この法律は、独立行政法人情報通信研究機構の
名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めること
を目的とする。

独立行政法人情報通信研究機構法

（名称）
第三条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、国立研究開発法人情報通信研
究機構とする。

（機構の目的）
第四条 独立行政法人情報通信研究機構（以下「機構」
という。）は、情報の電磁的流通（総務省設置法（平
成十一年法律第九十一号）第四条第六十三号に規定す
る情報の電磁的流通をいう。第十四条第一項において
同じ。）及び電波の利用に関する技術の研究及び開発
、高度通信・放送研究開発を行う者に対する支援、通
信・放送事業分野に属する事業の振興等を総合的に行
うことにより、情報の電磁的方式による適正かつ円滑
な流通の確保及び増進並びに電波の公平かつ能率的な
利用の確保及び増進に資することを目的とする。

国立研究開発法人情報通信研究機構法

（機構の目的）
第四条 国立研究開発法人情報通信研究機構（以下「機
構」という。）は、情報の電磁的流通（総務省設置法
（平成十一年法律第九十一号）第四条第六十三号に規
定する情報の電磁的流通をいう。第十四条第一項にお
いて同じ。）及び電波の利用に関する技術の研究及び
開発、高度通信・放送研究開発を行う者に対する支援
、通信・放送事業分野に属する事業の振興等を総合的
に行うことにより、情報の電磁的方式による適正かつ
円滑な流通の確保及び増進並びに電波の公平かつ能率
的な利用の確保及び増進に資することを目的とする。
（国立研究開発法人）
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第四条の二 機構は、通則法第二条第三項に規定する国
立研究開発法人とする。

（新設）

（役員の任期）
第十一条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任
期は二年とする。

（同上）

（理事の任期）
第十一条 理事の任期は、二年とする。

（事務所）
第五条 （略）

（利益及び損失の処理の特例等）
第十七条 機構は、債務保証勘定及び一般勘定において
、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長
期目標の期間（以下この項において「中長期目標の期
間」という。）の最後の事業年度に係る通則法第四十
四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、
同条第一項の規定による積立金があるときは、その額
に相当する金額のうち総務大臣（債務保証勘定につい
ては総務大臣及び財務大臣）の承認を受けた金額を、
当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る
通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計
画（同項後段の規定による変更の認可を受けたときは
、その変更後のもの）の定めるところにより、当該次
の中長期目標の期間における第十四条に規定する業務
の財源に充てることができる。
２ 総務大臣（債務保証勘定に係る承認をしようとする
ときは総務大臣及び財務大臣）は、前項の規定による
承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなけれ
ばならない。

（利益及び損失の処理の特例等）
第十七条 機構は、債務保証勘定及び一般勘定において
、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標
の期間（以下この項において「中期目標の期間」とい
う。）の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一
項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一
項の規定による積立金があるときは、その額に相当す
る金額のうち総務大臣（債務保証勘定については総務
大臣及び財務大臣）の承認を受けた金額を、当該中期
目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十
条第一項の認可を受けた中期計画（同項後段の規定に
よる変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）
の定めるところにより、当該次の中期目標の期間にお
ける第十四条に規定する業務の財源に充てることがで
きる。
２ 総務大臣（債務保証勘定に係る承認をしようとする
ときは総務大臣及び財務大臣）は、前項の規定による
承認をしようとするときは、あらかじめ、総務省の独
立行政法人評価委員会（債務保証勘定に係る承認につ
いては総務省の独立行政法人評価委員会及び財務省の
独立行政法人評価委員会）の意見を聴くとともに、財
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務大臣に協議しなければならない。
３～７ （略）

（略）

３～７

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の
準用）
第十九条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する
法律（昭和三十年法律第百七十九号。以下この条にお
いて「補助金等適正化法」という。）の規定（罰則を
含む。）は、第十四条第一項第九号並びに同条第二項
第三号（通信・放送融合技術の開発の促進に関する法
律第四条第一号に係る部分に限る。）、第四号（通信
・放送開発法第六条第一項第三号に係る部分に限る。
）及び第五号（障害者利用円滑化法第四条第一号に係
る部分に限る。）の規定により機構が交付する助成金
について準用する。この場合において、補助金等適正
化法（第二条第七項を除く。）中「各省各庁」とある
のは「独立行政法人情報通信研究機構」と、「各省各
庁の長」とあるのは「独立行政法人情報通信研究機構
の理事長」と、補助金等適正化法第二条第一項及び第
四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第
二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立
行政法人情報通信研究機構」と、補助金等適正化法第
十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人
情報通信研究機構の事業年度」と読み替えるものとす
る。

（略）

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の
準用）
第十九条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する
法律（昭和三十年法律第百七十九号。以下この条にお
いて「補助金等適正化法」という。）の規定（罰則を
含む。）は、第十四条第一項第九号並びに同条第二項
第三号（通信・放送融合技術の開発の促進に関する法
律第四条第一号に係る部分に限る。）、第四号（通信
・放送開発法第六条第一項第三号に係る部分に限る。
）及び第五号（障害者利用円滑化法第四条第一号に係
る部分に限る。）の規定により機構が交付する助成金
について準用する。この場合において、補助金等適正
化法（第二条第七項を除く。）中「各省各庁」とある
のは「国立研究開発法人情報通信研究機構」と、「各
省各庁の長」とあるのは「国立研究開発法人情報通信
研究機構の理事長」と、補助金等適正化法第二条第一
項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第
二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるの
は「国立研究開発法人情報通信研究機構」と、補助金
等適正化法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「
国立研究開発法人情報通信研究機構の事業年度」と読
み替えるものとする。

４

（主務大臣等）
第二十二条 （略）
２ （略）
３ 機構に係る通則法における主務省は、総務省とする
。
（略）

（主務大臣等）
第二十二条 （略）
２ （略）
（削る）
３

- 113 -

第二十三条

削除

（独立行政法人評価委員会への意見聴取等）
第二十三条 前条第一項第六号に掲げる業務に関する通
則法第二十八条第三項、第二十九条第三項、第三十条
第三項、第三十五条第二項、第三十八条第三項、第四
十四条第四項、第四十五条第四項、第四十六条の二第
五項、第四十六条の三第六項及び第四十八条第二項の
規定の適用については、これらの規定中「評価委員会
」とあるのは「評価委員会及び財務省の独立行政法人
評価委員会」とする。
２ 総務省の独立行政法人評価委員会は、次の場合には
、前条第一項第六号に掲げる業務に関し、財務省の独
立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない
。
一 通則法第三十二条第一項又は第三十四条第一項の
規定による評価を行おうとするとき。
二 通則法第三十二条第三項後段（通則法第三十四条
第三項において準用する場合を含む。）の規定によ
る勧告をしようとするとき。
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○

現

独立行政法人統計センター法（平成十一年法律第二百十九号）（第四十八条関係）

案

行

（傍線部分は改正部分）

（特定独立行政法人）
第四条 センターは、通則法第二条第二項に規定する特
定独立行政法人とする。

正

（行政執行法人）
第四条 センターは、通則法第二条第四項に規定する行
政執行法人とする。

（役員の任期）
第九条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

改

（理事長及び理事の任期等）
第九条 通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める
期間は、四年とする。
理事の任期は、二年とする。

（緊急の必要がある場合の総務大臣の命令）
第十一条 総務大臣は、天災の発生、経済事情の急激な
変動その他の事情が生じた場合において、関係行政機
関の要請に応じ緊急に統計を作成することが必要であ
ると認めるときは、センターに対し、前条第一号から
第三号までに掲げる業務（これらに附帯する業務を含
む。）に関し必要な措置をとるべきことを命ずること
ができる。
（削る）

（積立金の処分）
第十三条 センターは、通則法第二十九条第二項第一号
に規定する中期目標の期間（以下この項において「中
期目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通
則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を
行った後、同条第一項の規定による積立金があるとき

（緊急の必要がある場合の総務大臣の要求）
第十一条 総務大臣は、天災の発生、経済事情の急激な
変動その他の事情が生じた場合において、関係行政機
関の要請に応じ緊急に統計を作成することが必要であ
ると認めるときは、センターに対し、前条第一号から
第三号までに掲げる業務（これらに附帯する業務を含
む。）に関し必要な措置をとることを求めることがで
きる。
２ センターは、総務大臣から前項の規定による求めが
あったときは、正当な理由がない限り、その求めに応
じなければならない。

２

（積立金の処分）
第十三条 センターは、毎事業年度に係る通則法第四十
四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、
同条第一項の規定による積立金があるときは、その額
に相当する金額のうち総務大臣の承認を受けた金額を
、翌事業年度に係る通則法第三十五条の十第一項の認
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可を受けた事業計画（同項後段の規定による変更の認
可を受けたときは、その変更後のもの）の定めるとこ
ろにより、翌事業年度における第十条に規定する業務
の財源に充てることができる。

（略）

２ 総務大臣は、前項の規定による承認をしようとする
ときは、財務大臣に協議しなければならない。

３・４

（主務大臣等）
第十四条 センターに係る通則法における主務大臣及び
主務省令は、それぞれ総務大臣及び総務省令とする。

第十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、そ
の違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の
過料に処する。
一 （略）
二 第十一条の規定による総務大臣の命令に違反した
とき。
（略）
三

は、その額に相当する金額のうち総務大臣の承認を受
けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期
間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計
画（同項後段の規定による変更の認可を受けたときは
、その変更後のもの）の定めるところにより、当該次
の中期目標の期間における第十条に規定する業務の財
源に充てることができる。
２ 総務大臣は、前項の規定による承認をしようとする
ときは、あらかじめ、総務省の独立行政法人評価委員
会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければ
ならない。
３・４ （略）

（主務大臣等）
第十四条 センターに係る通則法における主務大臣、主
務省及び主務省令は、それぞれ総務大臣、総務省及び
総務省令とする。

（略）

第十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、そ
の違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の
過料に処する。
一 （略）
（新設）
二
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（傍線部分は改正部分）

第六十条 （略）
２～４ （略）
５ 第四条第一項若しくは第五条第一項の規定による合
併協議会の設置の請求者の署名又は第四条第十一項若
しくは第五条第十五項の規定による選挙人の投票の請
求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用
して署名運動をしたときは、二年以下の禁錮又は三十
万円以下の罰金に処する。
一 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行
政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百
三号）第二条第二項に規定する特定独立行政法人を
いう。）若しくは特定地方独立行政法人（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
二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。）の
役員若しくは職員
（略）
（略）
６

市町村の合併の特例に関する法律（平成十六年法律第五十九号）（第四十九条関係）

二

第六十条 （略）
２～４ （略）
５ 第四条第一項若しくは第五条第一項の規定による合
併協議会の設置の請求者の署名又は第四条第十一項若
しくは第五条第十五項の規定による選挙人の投票の請
求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用
して署名運動をしたときは、二年以下の禁錮又は三十
万円以下の罰金に処する。
一 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法
人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号
）第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。）
若しくは特定地方独立行政法人（地方独立行政法人
法（平成十五年法律第百十八号）第二条第二項に規
定する特定地方独立行政法人をいう。）の役員若し
くは職員
（略）
（略）
６
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（国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置）
第五条 この法律の施行前に従前の機構を退職した者の
退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改
正する法律（平成二十年法律第九十五号）附則第二条
の規定によりなお従前の例によることとされる場合に
おける同法第一条の規定による改正前の国家公務員退
職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用
については、機構の理事長は、同法第十二条の二第一
項に規定する各省各庁の長等とみなす。

附

独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律（平成十八年法律第二十一号）（第五十条関係）
（傍線部分は改正部分）

附
（国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置）
第五条 この法律の施行前に従前の機構を退職した者の
退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改
正する法律（平成二十年法律第九十五号）附則第二条
の規定によりなお従前の例によることとされる場合に
おける同法第一条の規定による改正前の国家公務員退
職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用
については、国立研究開発法人情報通信研究機構の理
事長は、同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁
の長等とみなす。
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正
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現

日本国憲法の改正手続に関する法律（平成十九年法律第五十一号）（第五十一関係）

改
（公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動
の禁止）
第百三条 国若しくは地方公共団体の公務員若しくは行
政執行法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第
百三号）第二条第四項に規定する行政執行法人をいう
。第百十一条において同じ。）若しくは特定地方独立
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）第二条第二項に規定する特定地方独立行政法
人をいう。第百十一条において同じ。）の役員若しく
は職員又は公職選挙法第百三十六条の二第一項第二号
に規定する公庫の役職員は、その地位にあるために特
に国民投票運動を効果的に行い得る影響力又は便益を
利用して、国民投票運動をすることができない。

行

（傍線部分は改正部分）

２

（公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動
の禁止）
第百三条 国若しくは地方公共団体の公務員若しくは特
定独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法
律第百三号）第二条第二項に規定する特定独立行政法
人をいう。第百十一条において同じ。）若しくは特定
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）第二条第二項に規定する特定地方独
立行政法人をいう。第百十一条において同じ。）の役
員若しくは職員又は公職選挙法第百三十六条の二第一
項第二号に規定する公庫の役職員は、その地位にある
ために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力又
は便益を利用して、国民投票運動をすることができな
い。
（略）

２

（職権濫用による国民投票の自由妨害罪）
第百十一条 国民投票に関し、国若しくは地方公共団体
の公務員、特定独立行政法人若しくは特定地方独立行
政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若
しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員
、選挙管理委員会の委員若しくは職員、国民投票広報
協議会事務局の職員、投票管理者、開票管理者又は国
民投票分会長若しくは国民投票長が故意にその職務の
執行を怠り、又は正当な理由がなくて国民投票運動を
する者に追随し、その居宅に立ち入る等その職権を濫
用して国民投票の自由を妨害したときは、四年以下の

（略）

（職権濫用による国民投票の自由妨害罪）
第百十一条 国民投票に関し、国若しくは地方公共団体
の公務員、行政執行法人若しくは特定地方独立行政法
人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しく
は中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選
挙管理委員会の委員若しくは職員、国民投票広報協議
会事務局の職員、投票管理者、開票管理者又は国民投
票分会長若しくは国民投票長が故意にその職務の執行
を怠り、又は正当な理由がなくて国民投票運動をする
者に追随し、その居宅に立ち入る等その職権を濫用し
て国民投票の自由を妨害したときは、四年以下の禁錮
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に処する。
２ 国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人若
しくは行政執行法人の役員若しくは職員、中央選挙管
理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する
総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、
国民投票広報協議会事務局の職員、投票管理者、開票
管理者又は国民投票分会長若しくは国民投票長が、投
票人に対し、その投票しようとし、又は投票した内容
の表示を求めたときは、六月以下の禁錮又は三十万円
以下の罰金に処する。

禁錮に処する。
２ 国若しくは地方公共団体の公務員、特定独立行政法
人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員
、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶
務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若
しくは職員、国民投票広報協議会事務局の職員、投票
管理者、開票管理者又は国民投票分会長若しくは国民
投票長が、投票人に対し、その投票しようとし、又は
投票した内容の表示を求めたときは、六月以下の禁錮
又は三十万円以下の罰金に処する。
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２ この法律の施行の際現に機構が管理している前条の
規定による改正前の独立行政法人情報通信研究機構法
附則第十五条に規定する高度電気通信施設整備促進基
金（利子助成継続業務に必要な経費に充てる金額に係
る部分に限る。）については、利子助成継続業務が終
了するまでの間、同条の規定はなおその効力を有する
。

（独立行政法人情報通信研究機構法の一部改正に伴う
経過措置）
第七条 機構が附則第三条第一項の規定により行う旧法
第六条第二号の助成金の交付の業務及びこれに附帯す
る業務（以下「利子助成継続業務」という。）が終了
するまでの間は、前条の規定による改正後の独立行政
法人情報通信研究機構法附則第九条第二項に規定する
業務には、利子助成継続業務が含まれるものとする。

附

電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律（平成二十三年法律第五十九号）（第五十二条関係）
（傍線部分は改正部分）

附
（独立行政法人情報通信研究機構法の一部改正に伴う
経過措置）
第七条 国立研究開発法人情報通信研究機構が附則第三
条第一項の規定により行う旧法第六条第二号の助成金
の交付の業務及びこれに附帯する業務（以下「利子助
成継続業務」という。）が終了するまでの間は、国立
研究開発法人情報通信研究機構法（平成十一年法律第
百六十二号）附則第九条第二項に規定する業務には、
利子助成継続業務が含まれるものとする。
２ この法律の施行の際現に機構が管理している前条の
規定による改正前の独立行政法人情報通信研究機構法
附則第十五条に規定する高度電気通信施設整備促進基
金（利子助成継続業務に必要な経費に充てる金額に係
る部分に限る。）については、利子助成継続業務が終
了するまでの間、同条の規定はなおその効力を有する
。この場合において、同条第一項中「機構」とあるの
は、「国立研究開発法人情報通信研究機構」とする。
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地 方 公 務員 法及び地 方 独 立行 政 法 人 法の一 部を 改 正す る 法律 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第

改

現

号）（第五十三条関係）
（傍線部分は改正部分）

行

（略）

（地方公務員法の一部改正）
第一条 地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号
） の一 部を 次 の よ う に 改 正す る。

（略）

第三章第六節の次に次の一節を 加え る。
第六節の二 退職管理
（再就職者による依頼等の規制）
第三十八条の二 職員（臨時的に任用された職員、条件
付採用期間中の職員及び非常勤職員（第二十八条の五
第一 項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く
。）を除く。以下この節、第六十条及び第六十三条に
おいて 同じ。）で あつた者であつて 離職後に営利企業
等（営利企業及び営利企業以外の法人（国、国際機関
、地 方公共団体、独立行政法人通則法 （平成十一年法
律第百三号）第二条第二項 に規定する特定独立行政法
人 及び 特定地 方独立 行政法 人を 除 く。）をいう。 以下
同じ。）の地位に就いている者（退職手当通算予定職
員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の
地位に就いている者及び公益的法人等への一般職の地
方公務員の派遣等に関する法律（平成十二年法律第五
十号） 第十条第二項に規定する退職派遣者を除く。以
下「再就職者」という。）は、離職前五年間に在職し
ていた地方公共団体の執行機関の組織（当該執行機関
（当該執行機関の附属機関を含む。）の補助機関及び

（地 方公務員法 の一部改正）
第一条 地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号
） の 一 部 を 次 の よう に改 正す る 。

第三章 第六 節の次 に次 の一 節を 加える。
第六節の二 退職管理
（再就職者による依頼等の規制）
第三十八条の二 職員（臨時的に任用された職員、条件
付採用期間中の職員及び非常勤職員（第二十八条の五
第一 項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く
。）を除く。以下この節、第六十条及び第六十三条に
おいて同じ。）で あつた者で あつて離職後に営利企業
等（営利企業及び営利企業以外の法人（国、国際機関
、地方公共団体、独立行政法人通則法 （平成十一年法
律第百三 号） 第二条第四項 に規 定す る行政執行法 人 及
び特定地方独立行政法人を除く。）をいう。以下同じ
。）の地位に就いて いる者（退職手当通算 予定職員で
あつた者であつて 引き続いて退職手当通算法人の地位
に就いている者及び公益的法人等への一般職の地方公
務員の派遣等に関する法律（平成十二年法律第五十号
） 第十条第二項に規定する退職派遣者を除く。以下「
再就職者」という。）は、離職前五年間に在職してい
た地方公共団体の執行機関の組織（当該執行機関（当
該執行機関の附属機関を含む。）の補助機関及び当該
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執行機関の管理に属す る機関の総体をいう。第三十八
条の七において同じ。）若しくは議会の事務局（事務
局を置かない場合にあつては、これに準ずる組織。同
条において同じ。）若しくは特定地方独立行政法人（
以下「地方公共団体の執行機関の組織等」という。）
の職員若しくは特定地方独立行政法人の役員（以下「
役職員」という。）又はこれらに類する者として 人事
委員会規則（人事委員会を置かない地方公共団体にお
いて は、地方公共団体の規則。以下この条（第七項を
除く。）、第三十八条の七、第六十条及び第六十四条
において同じ。）で定めるものに対し、当該地方公共
団体若しくは当該特定地方独立行政法人と当該営利企
業等若しくはその子法人（国家公務員法（昭和二十二
年法律第百二十号）第百六条の二 第一項に規定する子
法 人の例を 基準と して 人事委員会規則で 定めるものを
いう。以下同じ。）と の間で 締結される売買、貸借、
請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子
法人に対して行われる行政手続法（平成五年法律第八
十八号）第二条第二号に規定する処分に関する事務（
以下 「契約 等 事務」という 。）であつて 離職前五年間
の職務に属するものに関し、離職後二年間、職務上の
行為をす るよう に、又はしないよう に要求し、又は依
頼して はな らない。
２～８ （略）
（略）

当該執行機関の管理に属す る機関の総体をいう。第三
十八条の七において同じ。）若しくは議会の事務局（
事務局を 置かない場合にあ つて は、これに準ずる組織
。同条において同じ。）若しくは特定地方独立行政法
人（以下「地方公共団体の執行機関の組織等」という
。）の職員若しくは特定地方独立行政法人の役員（以
下「役職員」という。）又はこれらに類する者として
人事委員会規則（人事委員会を置かない地方公共団体
において は、地方公共団体の規則。以下この条（第七
項を除く。）、第三十八条の七、第六十条及び第六十
四条において同じ。）で定めるものに対し、当該地方
公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人と当該営
利企業等若しくはその子法人（国家公務員法（昭和二
十二年法律第百二十号）第百六条の二 第一項に規定す
る子法人の例を基準として 人事委員会規則で 定めるも
のをいう。以下同じ。）との間で締結される売買、貸
借、請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはそ
の子法人に対して 行われる行政手続法（平成五年法律
第八十八号）第二条第二号に規 定する処分 に関する事
務（以下 「契約等事務」と いう。）であつて 離職前五
年間の職務に属するものに関し、離職後二年間、職務
上の行為をするように、又はしないように要求し、又
は依頼してはならない。
２～８ （略）
（略）
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○

正

案

に改める。

条）」を
条）

不服審査会
方係争処理委員会」

行

号）（第五十四条関係）
（傍線部分は改正部分）

行政不服審査会（第十七条の

「行政

国地

第二款の二 行政不服審査会
第十七条の二 行政不服審査会については、行政不服
審査法（平成二十六年法律第
号。これに基づ
く命令を含む。）の定めるところによる。

第三章第二節第二款の次に次の一款を加える。

に改める。

第八条第二項中「国地方係争処理委員会」を

二）」

第二款の二

（総務省設置法の一部改正）
第五十七条 総務省設置法（平成十一年法律第九十一号
）の一部を次のように改正する。
目次中「第二款 地方財政審議会（第九条─第十七
「第二款 地方財政審議会（第九条─第十七

現

行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成二十六年法律第

改

独立行政法人評

に改める。

第二款の三

（総務省設置法の一部改正）
第五十七条 総務省設置法（平成十一年法律第九十一号
）の一部を次のように改正する。
目次中「第二款の二 独立行政法人評価制度委員会
「第二款の二 行政不服審査会
（第十七条の二）」を
（第十七条の二）
価制度委員会（第十七条の三）」
第八条第二項中「独立行政法人評価制度委員会」を
「行政不服審査会
に改める。
独立行政法人評価制度委員会」
第三章第二節第二款の二中第十七条の二を第十七条
の三とする。
第三章第二節第二款の二を同節第二款の三とし、同
節第二款の次に次の一款を加える。
第二款の二 行政不服審査会
第十七条の二 行政不服審査会については、行政不服
審査法（平成二十六年法律第
号。これに基づ
く命令を含む。）の定めるところによる。
（行政執行法人の労働関係に関する法律の一部改正）

（特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改
正）
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（旧独立行政法人緑資源機構法の一部改正）
第二百十一条 国立研究開発法人森林総合研究所法（平
成十一年法律第百九十八号）附則第七条第三項及び第
九条第三項の規定によりなおその効力を有するものと
される独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律（平
成二十年法律第八号）による廃止前の独立行政法人緑
資源機構法（平成十四年法律第百三十号）の一部を次
のように改正する。
（略）

第百二十七条 行政執行法人の労働関係に関する法律（
昭和二十三年法律第二百五十七号）の一部を次のよう
に改正する。
第三十七条第三項中「処分」の下に「又はその不作
為」を加え、「行政不服審査法（昭和三十七年法律第
百六十号）による不服申立て」を「審査請求」に改め
る。

（旧独立行政法人緑資源機構法の一部改正）
第二百十一条 独立行政法人森林総合研究所法（平成十
一年法律第百九十八号）附則第七条第三項及び第九条
第三項の規定によりなおその効力を有するものとされ
る独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律（平成二
十年法律第八号）による廃止前の独立行政法人緑資源
機構法（平成十四年法律第百三十号）の一部を次のよ
うに改正する。
（略）

第百二十七条 特定独立行政法人の労働関係に関する法
律（昭和二十三年法律第二百五十七号）の一部を次の
ように改正する。
第三十七条第三項中「処分」の下に「又はその不作
為」を加え、「行政不服審査法（昭和三十七年法律第
百六十号）による不服申立て」を「審査請求」に改め
る。
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正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

○ 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律（平成十五年法律第四十号）（
第五十五条関係）

改

３

（定義）
第二条 （略）
２ この法律において「検察官等」とは、検察官その他
の国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第二
条に規定する一般職に属する職員（法律により任期を
定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占
める職員、独立行政法人通則法（平成十一年法律第百
三号）第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職
員その他人事院規則で定める職員を除く。）をいう。
（略）

３

（国家公務員共済組合法の特例）
第八条 （略）
２ 第四条第三項の規定により派遣された検察官等に関
する国共済法の規定の適用については、国共済法第二
条第一項第五号及び第六号中「とし、その他の職員」
とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条
第一項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、
その他の職員」と、国共済法第九十九条第二項中「及
び国の負担金」とあるのは「、法科大学院への裁判官
及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関す
る法律第三条第一項に規定する法科大学院設置者（以
下「法科大学院設置者」という。）の負担金及び国の
負担金」と、同項各号中「国の負担金」とあるのは「
法科大学院設置者の負担金及び国の負担金」と、国共
済法第百二条第一項中「各省各庁の長（環境大臣を含

（定義）
第二条 （略）
２ この法律において「検察官等」とは、検察官その他
の国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第二
条に規定する一般職に属する職員（法律により任期を
定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占
める職員、独立行政法人通則法（平成十一年法律第百
三号）第二条第四項に規定する行政執行法人の職員そ
の他人事院規則で定める職員を除く。）をいう。
（略）
（国家公務員共済組合法の特例）
第八条 （略）
２ 第四条第三項の規定により派遣された検察官等に関
する国共済法の規定の適用については、国共済法第二
条第一項第五号及び第六号中「とし、その他の職員」
とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条
第一項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、
その他の職員」と、国共済法第九十九条第二項中「及
び国の負担金」とあるのは「、法科大学院への裁判官
及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関す
る法律第三条第一項に規定する法科大学院設置者（以
下「法科大学院設置者」という。）の負担金及び国の
負担金」と、同項各号中「国の負担金」とあるのは「
法科大学院設置者の負担金及び国の負担金」と、国共
済法第百二条第一項中「各省各庁の長（環境大臣を含
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３

む。）、特定独立行政法人又は職員団体」とあり、及
び「国、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは
「法科大学院設置者及び国」と、「第九十九条第二項
（同条第五項から第七項までの規定により読み替えて
適用する場合を含む。）及び第四項（同条第六項及び
第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
）」とあるのは「第九十九条第二項及び第四項」と、
同条第四項中「同条第四項（同条第六項及び第七項の
規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この
項において同じ。）」とあるのは「同条第四項」と、
「（同条第四項」とあるのは「（同項」と、「国、特
定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「法科大学
院設置者及び国」とする。
（略）

３

第十四条 （略）
２・３ （略）
４ 私立大学派遣検察官等に関する国共済法の規定の適
用については、国共済法第二条第一項第五号及び第六
号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれ
らに相当するものとして次条第一項に規定する組合の
運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共
済法第九十九条第二項中「次の各号」とあるのは「次
の各号（第一号、第一号の二及び第四号を除く。）」
と、「及び国の負担金」とあるのは「、法科大学院へ
の裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派
遣に関する法律第三条第一項に規定する法科大学院設
置者（以下「法科大学院設置者」という。）の負担金
及び国の負担金」と、同項第二号及び第三号中「国の
負担金」とあるのは「法科大学院設置者の負担金及び
国の負担金」と、国共済法第百二条第一項中「各省各
庁の長（環境大臣を含む。）、特定独立行政法人又は

む。）、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「
国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「法科大
学院設置者及び国」と、「第九十九条第二項（同条第
五項から第七項までの規定により読み替えて適用する
場合を含む。）及び第四項（同条第六項及び第七項の
規定により読み替えて適用する場合を含む。）」とあ
るのは「第九十九条第二項及び第四項」と、同条第四
項中「同条第四項（同条第六項及び第七項の規定によ
り読み替えて適用する場合を含む。以下この項におい
て同じ。）」とあるのは「同条第四項」と、「（同条
第四項」とあるのは「（同項」と、「国、行政執行法
人又は職員団体」とあるのは「法科大学院設置者及び
国」とする。
（略）

第十四条 （略）
２・３ （略）
４ 私立大学派遣検察官等に関する国共済法の規定の適
用については、国共済法第二条第一項第五号及び第六
号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれ
らに相当するものとして次条第一項に規定する組合の
運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共
済法第九十九条第二項中「次の各号」とあるのは「次
の各号（第一号、第一号の二及び第四号を除く。）」
と、「及び国の負担金」とあるのは「、法科大学院へ
の裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派
遣に関する法律第三条第一項に規定する法科大学院設
置者（以下「法科大学院設置者」という。）の負担金
及び国の負担金」と、同項第二号及び第三号中「国の
負担金」とあるのは「法科大学院設置者の負担金及び
国の負担金」と、国共済法第百二条第一項中「各省各
庁の長（環境大臣を含む。）、行政執行法人又は職員
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５

団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体
」とあるのは「法科大学院設置者及び国」と、「第九
十九条第二項（同条第五項から第七項までの規定によ
り読み替えて適用する場合を含む。）及び第四項（同
条第六項及び第七項の規定により読み替えて適用する
場合を含む。）」とあるのは「第九十九条第二項及び
第四項」と、同条第四項中「から第四号まで」とある
のは「及び第三号」と、「及び同条第四項（同条第六
項及び第七項の規定により読み替えて適用する場合を
含む。以下この項において同じ。）」とあるのは「並
びに同条第四項」と、「（同条第四項」とあるのは「
（同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあ
るのは「法科大学院設置者及び国」とする。
（略）

５

職員団体」とあり、及び「国、特定独立行政法人又は
職員団体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」と
、「第九十九条第二項（同条第五項から第七項までの
規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び第
四項（同条第六項及び第七項の規定により読み替えて
適用する場合を含む。）」とあるのは「第九十九条第
二項及び第四項」と、同条第四項中「から第四号まで
」とあるのは「及び第三号」と、「及び同条第四項（
同条第六項及び第七項の規定により読み替えて適用す
る場合を含む。以下この項において同じ。）」とある
のは「並びに同条第四項」と、「（同条第四項」とあ
るのは「（同項」と、「国、特定独立行政法人又は職
員団体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」とす
る。
（略）
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○

正

案

総合法律支援法（平成十六年法律第七十四号）（第五十六条関係）

改

（新設）

現

行

（傍線部分は改正部分）

（役員の職務及び権限）
第二十三条 （略）
２ （略）
３ 監事は、支援センターの業務を監査する。

目次
目次
第一章・第二章 （略）
第一章・第二章 （略）
第三章 日本司法支援センター
第三章 日本司法支援センター
第一節 （略）
第一節 （略）
第二節 組織
第二節 組織
第一款 役員及び職員（第二十二条―第二十八条
第一款 役員及び職員（第二十二条―第二十八条
の二）
）
第二款 （略）
第二款 （略）
第三節 業務運営
第三節 業務運営
第一款 （略）
第一款 （略）
第二款 中期目標等（第四十条―第四十二条の二
第二款 中期目標等（第四十条―第四十二条）
）
第四節 財務及び会計（第四十三条―第四十七条の
第四節 財務及び会計（第四十三条―第四十七条）
四）
第五節 （略）
第五節 （略）
第四章 （略）
第四章 （略）
附則
附則
（役員の職務及び権限）
第二十三条 （略）
２ （略）
３ 監事は、支援センターの業務を監査する。この場合
において、監事は、法務省令で定めるところにより、
監査報告を作成しなければならない。
４ 監事は、いつでも、役員（監事を除く。）及び職員
に対して事務及び事業の報告を求め、又は支援センタ
ーの業務及び財産の状況の調査をすることができる。
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５ 監事は、支援センターがこの法律又は準用通則法（
第四十八条において準用する独立行政法人通則法（平
成十一年法律第百三号）をいう。以下同じ。）の規定
による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報
告書その他の法務省令で定める書類を法務大臣に提出
しようとするときは、これらの書類を調査しなければ
ならない。
６ 監事は、その職務を行うため必要があるときは、支
援センターの子法人（支援センターがその経営を支配
している法人として法務省令で定めるものをいう。以
下同じ。）に対して事業の報告を求め、又はその子法
人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
７ 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の
報告又は調査を拒むことができる。
８ （略）
９ （略）
（略）
（略）

（役員の任命）
第二十四条 （略）

（新設）

（新設）

（略）
（略）
（略）
（略）
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（新設）
４
５
６
７

（役員の任命）
第二十四条 （略）

（理事長等への報告義務）
第二十三条の二 監事は、 役員（監事を除く。）が不正 （新設）
の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると
認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反す
る事実若しくは著しく不当な事実があると認めるとき
は、遅滞なく、その旨を理事長に報告するとともに、
法務大臣に報告しなければならない。
２ 法務大臣は、前項の規定による報告があったときは
、遅滞なく、その内容を最高裁判所に通知しなければ
ならない。

11 10

（略）
（略）
（略）

４
５
６

（略）
（略）
（略）

２・３ （略）
２・３ （略）
４ 法務大臣は、第一項又は第二項の規 定により理事長 （新設）
又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公
募（理事長又は監事の職務の内容、勤務条件その他必
要な事項を公示して行う候補者の募集をいう。）、候
補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命する
ために必要な措置を講ずるよう努めなければならない
。
５
６
７

（理事の任期）
（役員の任期）
第二十五条 理 事 の 任 期は 、 二 年と する。 ただし 、補欠 第二十五条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の
の理事の任期は、前任者の残任期間とする。
任期は二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前
任者の残任期間とする。
役員は、再任されることができる。
２

（役員の解任）
第二十六条 法務大臣又は理事長は、それぞれその任命
に係る役員が準用通則法（第四十八条において準用す
る独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）を
いう。以下同じ。）第二十二条の規定により役員とな
ることができない者に該当するに至ったときは、その
役員を解任しなければならない。理事長又は理事が裁
判官又は検察官となったときも、同様とする。
２～６ （略）

（役員の解任）
第二十六条 法務大臣又は理事長は、それぞれその任命
に係る役員が準用通則法第二十二条の規定により役員
となることができない者に該当するに至ったときは、
その役員を解任しなければならない。理事長又は理事
が裁判官又は検察官となったときも、同様とする。

２～６

（役員及び職員の地位）
第二十八条 （略）

（略）

（役員及び職員の地位）
第二十八条 （略）
（日本司法支援センター評価委員会の意見の申出）
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（審査委員会）
第二十九条 （略）
２・３ （略）
４ 第二十五条第一項ただし書及び第二項、第二十六条
第二項並びに前二条の規定は、委員について準用する
。
５～
（略）

（中期目標）
（中期目標）
第四十条 （略）
第四十条 （略）
２ 中 期 目 標 に お いて は 、 次に 掲 げ る 事 項につ いて 定 め ２ 中期目標においては、次に掲げる事項について定め
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第二十八条の二 法務大臣は、準用通則法第五十条の二 （新設）
第二項の規定による届出があったときは、その届出に
係る報酬及び退職手当（次項において「報酬等」とい
う。）の支給の基準を評価委員会に通知するものとす
る。
２ 評価委員会は、前項の規定による通知を受けたとき
は、その通知に係る報酬等の支給の基準が社会一般の
情勢に適合したものであるかどうかについて、法務大
臣に対し、意見を申し出ることができる。
（審査委員会）
第二十九条 （略）
２・３ （略）
４ 第二十五条ただし書、第二十六条第二項、第二十七
条及び第二十八条並びに準用通則法第二十一条第四項
の規定は、委員について準用する。
５～
（略）

10

（業務方法書）
（業務方法書）
第三十四条 （略）
第三十四条 （略）
２ 前項の業務方法書には、次に掲げる事項その他法務 ２ 前項の業務方法書には、次に掲げる事項その他法務
省令で定める事項を記載しなければならない。
省令で定める事項を記載しなければならない。
一～四 （略）
一～四 （略）
五 役員（監事を除く。）の職務の執行がこの法律又
（新設）
は他の法令に適合することを確保するための体制そ
の他支援センターの業務の適正を確保するための体
制の整備に関する事項
３～６ （略）
３～６ （略）

10

るものとする。
一・二 （略）
（削る）
三 （略）
四 業務運営の効率化に関する事項
五・六 （略）
３・４ （略）

るものとする。
一・二 （略）
三 業務運営の効率化に関する事項
四 （略）
（新設）
五・六 （略）
３・４ （略）

（中期計画）
（中期計画）
第四十一条 （略）
第四十一条 （略）
２ 中 期 計 画 に お いて は 、 次 に 掲 げ る 事 項を 定 め る も の ２ 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるもの
とする。
とする。
一 （略）
一 （略）
（削る）
二 業務運営の効率化に関する目標を達成するためと
るべき措置
二 提供するサービスその他の業務の質の向上に関す
三 提供するサービスその他の業務の質の向上に関す
る目標を達成するためとるべき措置
る目標を達成するためとるべき措置
三 業務運営の効率化に関する目標を達成するためと
（新設）
るべき措置
四・五 （略）
四・五 （略）
六 不要財産（準用通則法第八条第三項に規定する不
六 不要財産（準用通則法第八条第三項に規定する不
要財産をいう。以下同じ。）又は不要財産となるこ
要財産をいう。以下この号において同じ。）又は不
とが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処
要財産となることが見込まれる財産がある場合には
分に関する計画
、当該財産の処分に関する計画
七～九 （略）
七～九 （略）
３～６ （略）
３～６ （略）
（各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等）
第四十一条の二 支援センターは、毎事業年度の終了後 （新設）
、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれ
に該当するかに応じ当該各号に定める事項について、
評価委員会の評価を受けなければならない。
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一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度
当該事業年度における業務の実績
二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年
度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標
の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間におけ
る業務の実績
三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度
における業務の実績及び中期目標の期間における業
務の実績
２ 支援センターは、前項の評価を受けようとするとき
は、法務省令で定めるところにより、各事業年度の終
了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三号に定
める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果
を明らかにした報告書を評価委員会に提出するととも
に、公表しなければならない。
３ 第一項の評価は、同項第一号、第二号又は第三号に
定める事項について総合的な評定を付して、行わなけ
ればならない。この場合において、同項各号に規定す
る当該事業年度における業務の実績に関する評価は、
当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び
分析を行い、その結果を考慮して行わなければならな
い。
４ 評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞
なく、支援センター（同項第二号に規定する中期目標
の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における
業務の実績に関する評価を行った場合にあっては、支
援センター及び独立行政法人評価制度委員会（第六項
及び次条において「評価制度委員会」という。））に
対して、その評価の結果を通知しなければならない。
この場合において、評価委員会は、必要があると認め
るときは、支援センターに対し、業務運営の改善その
他の必要な措置を講ずることを勧告することができる
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。
５ 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったとき
は、遅滞なく、その通知に係る事項（同項後段の規定
による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事
項及びその勧告の内容）を公表しなければならない。
６ 評価制度委員会は、第四項の規定により通知された
評価の結果について、必要があると認めるときは、評
価委員会に対し、意見を述べることができる。この場
合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該意見
の内容を公表しなければならない。

（中期目標の期間の終了時の検討）
（中期目標の期間の終了時の検討）
第四十二条 法務大臣は、前条第一項第二号に規 定する 第四十二条 法務大臣は、支援センターの中期目標の期
中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間
間の終了時において、その業務を継続させる必要性、
における業務の実績に関する評価が行われたときは、
組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる
支援センターの中期目標の期間の終了時までに、その
検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずる
業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組
ものとする。
織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基
づき、所要の措置を講ずるものとする。
２・３ （略）
２・３ （略）
４ 法務大臣は、第一項の検討の結果及び同項の規定に ４ 準用通則法第三十二条第三項に規定する審議会は
より講ずる措置の内容を評価制度委員会に通知すると
、支援センターの中期目標の期間の終了時において
ともに、公表しなければならない。
、その主要な事務及び事業の改廃に関し、法務大臣
に勧告することができる。
５ 評価制度委員会は、前項の規定による通知を 受けた （新設）
ときは、支援センターの中期目標の期間の終了時まで
に、その主要な事務及び事業の改廃に関し、法務大臣
に勧告することができる。この場合において、評価制
度委員会は、遅滞なく、当該勧告の内容を公表しなけ
ればならない。
（略）
５ （略）
評価制度委員会は、第五 項の勧告をしたとき は、法 （新設）
６
７

- 135 -

務大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置及び講
じようとする措置について報告を求めることができる
。

３ （略）
４ 支援センターは、第一項の承認を受けたときは、遅
滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並
びに第二項の事業報告書、決算報告書並びに監事及び
会計監査人の意見を記載した書面を、各事務所に備え
て置き、法務省令で定める期間、一般の閲覧に供しな

（財務諸表等）
第四十四条 （略）
２ 支援センターは、前項の規定により財務諸表を法務
大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報
告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え
、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事及び会
計監査人の意見を付けなければならない。

（区分経理）
第四十三条 （略）

（違法行為等の是正）
第四十二条の二 法務大臣は、支援センター又はその役 （新設）
員若しくは職員が、この法律若しくは他の法令に違反
する行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認
めるときは、支援センターに対し、当該行為の是正の
ため必要な措置を講ずることを求めることができる。
２ 支援センターは、前項の規定による法務大臣の求め
があったときは、速やかに当該行為の是正その他の必
要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を
法務大臣に報告しなければならない。
（区分経理）
第四十三条 （略）
（財務諸表等）
第四十四条 （略）
２ 支援センターは、前項の規定により財務諸表を法務
大臣に提出するときは、これに法務省令で定めるとこ
ろにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算
の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び
決算報告書に関する監査報告及び会計監査報告を添付
しなければならない。
３ （略）
４ 支援センターは、第一項の承認を受けたときは、遅
滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並
びに第二項の事業報告書、決算報告書並びに監査報告
及び会計監査報告を、各事務所に備えて置き、法務省
令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない
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（借入金等）
第四十七条 （略）

。
ければならない。
５ 支援セ ンターは、 第一 項の附 属明細 書その 他法務 省 （新設）
令で定める書類については、前項の規定による公告に
代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告するこ
とができる。
一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載す
る方法
二 電子公告（電子情報処理組織を使用する方法その
他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省
令で定めるものにより不特定多数の者が公告すべき
内容である情報の提供を受けることができる状態に
置く措置であって法務省令で定めるものをとる公告
の方法をいう。次項において同じ。）
６ 支援センターが前項の規定により電子公告による公 （新設）
告をする場合には、第四項の法務省令で定める期間、
継続して当該公告をしなければならない。
（借入金等）
第四十七条 （略）

（不要財産に係る国庫納付等）
第四十七条の二 支援センターは、不要財産であって 、 （新設）
政府からの出資又は支出（金銭の出資に該当するもの
を除く。）に係るもの（以下この条において「政府出
資等に係る不要財産」という。）については、遅滞な
く、法務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付する
ものとする。ただし、中期計画において第四十一条第
二項第六号の計画を定めた場合であって、その計画に
従って当該政府出資等に係る不要財産を国庫に納付す
るときは、法務大臣の認可を受けることを要しない。
２ 支援センターは、前項の規定による政府出資等に係
る不要財産（金銭を除く。以下この項及び次項におい
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て同じ。）の国庫への納付に代えて、法務大臣の認可
を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これ
により生じた収入の額（当該財産の帳簿価額を超える
額（次項において「簿価超過額」という。）がある場
合には、その額を除く。）の範囲内で法務大臣が定め
る基準により算定した金額を国庫に納付することがで
きる。ただし、中期計画において第四十一条第二項第
六号の計画を定めた場合であって、その計画に従って
当該金額を国庫に納付するときは、法務大臣の認可を
受けることを要しない。
３ 支援センターは、前項の場合において、政府出資等
に係る不要財産の譲渡により生じた簿価超過額がある
ときは、遅滞なく、これを国庫に納付するものとする
。ただし、その全部又は一部の金額について国庫に納
付しないことについて法務大臣の認可を受けた場合に
おける当該認可を受けた金額については、この限りで
ない。
４ 支援センターが第一項又は第二項の規定による国庫
への納付をした場合において、当該納付に係る政府出
資等に係る不要財産が政府からの出資に係るものであ
るときは、支援センターの資本金のうち当該納付に係
る政府出資等に係る不要財産に係る部分として法務大
臣が定める金額については、支援センターに対する政
府からの出資はなかったものとし、支援センターは、
その額により資本金を減少するものとする。
５ 法務大臣は、第一項、第二項又は第三項ただし書の
規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、
評価委員会の意見を聴かなければならない。
６ 前各項に定めるもののほか、政府出資等に係る不要
財産の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
（不要財産に係る地方公共団体出資の払戻し）
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第四十七条の三 支援センターは、不要財産で あって 、 （新設）
地方公共団体からの出資に係るもの（以下この条にお
いて「地方公共団体出資に係る不要財産」という。）
については、法務大臣の認可を受けて、当該地方公共
団体出資に係る不要財産に係る出資者（以下この条に
おいて単に「出資者」という。）に対し、法務省令で
定めるところにより、当該地方公共団体出資に係る不
要財産に係る出資額として法務大臣が定める額の持分
の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
を催告しなければならない。ただし、中期計画におい
て第四十一条第二項第六号の計画を定めた場合であっ
て、その計画に従って払戻しの請求をすることができ
る旨を催告するときは、法務大臣の認可を受けること
を要しない。
２ 出資者は、支援センターに対し、前項の規定による
催告を受けた日から起算して一月を経過する日までの
間に限り、同項の払戻しの請求をすることができる。
３ 支援センターは、前項の規定による請求があったと
きは、遅滞なく、当該請求に係る地方公共団体出資に
係る不要財産又は当該請求に係る地方公共団体出資に
係る不要財産（金銭を除く。）の譲渡により生じた収
入の額（当該財産の帳簿価額を超える額がある場合に
は、その額を除く。）の範囲内で法務大臣が定める基
準により算定した金額により、同項の規定により払戻
しを請求された持分（当該算定した金額が当該持分の
額に満たない場合にあっては、当該持分のうち法務大
臣が定める額の持分）を、当該請求をした出資者に払
い戻すものとする。
４ 支援センターが前項の規定による払戻しをしたとき
は、支援センターの資本金のうち当該払戻しをした持
分の額については、支援センターに対する出資者から
の出資はなかったものとし、支援センターは、その額
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により資本金を減少するものとする。
５ 出資者が第二項の規定による払戻しの請求をしなか
ったとき又は同項の規定による地方公共団体出資に係
る不要財産に係る持分の一部の払戻しの請求をしたと
きは、支援センターは、払戻しの請求がされなかった
持分については、払戻しをしないものとする。
６ 法務大臣は、第一項の規定による認可をしようとす
るときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなけ
ればならない。
（財産の処分等の制限）
第四十七条の四 支援セ ンターは、不要財産 以外の 重要 （新設）
な財産であって法務省令で定めるものを譲渡し、又は
担保に供しようとするときは、法務大臣の認可を受け
なければならない。ただし、中期計画において第四十
一条第二項第七号の計画を定めた場合であって、その
計画に従って当該重要な財産を譲渡し、又は担保に供
するときは、この限りでない。
２ 法務大臣は、前項の規定による認可をしようとする
ときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなけれ
ばならない。

（独立行政法人通則法の規定の準用）
（独立行政法人通則法の規定の準用）
第四 十八 条 独立行政 法人 通則 法第三条 、第八 条第一 項 第四十八条 独立行政法人通則法第三条、第八条第一項
及び第三項、第九条、第十一条、第十六条、第十七条
及び第三項、第九条、第十一条、第十六条、第十七条
、第二十一条第一項、第二項及び第四項、第二十一条
、第二十二条、第二十四条から第二十六条まで、第三
の四から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、
十一条から第三十四条まで、第三十六条、第三十七条
第二十五条の二第一項及び第二項、第二十六条、第二
、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条から第
十八条の四、第三十一条、第三十六条、第三十七条、
五十条まで、第五十二条、第五十三条、第六十一条並
第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十
びに第六十三条から第六十六条までの規定は、支援セ
七条、第四十九条から第五十条の十まで、第六十四条
ンターについて準用する。この場合において、これら
並びに第六十六条の規定は、支援センターについて準
の規定中「主務大臣」とあるのは「法務大臣」と、「
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読み替える字句

第三条第三項

（新設）

（略）

（略）

（新設）

（略）

読み替えられる 読み替えられる 読み替える字句
独立行政法人通 字句
則法の規定

主務省令（当該独立行政法人を所管する内閣府又は各
省の内閣府令又は省令をいう。以下同じ。）」とあり
、及び「主務省令」とあるのは「法務省令」と、「評
価委員会」とあり、及び「当該評価委員会」とあるの
は「日本司法支援センター評価委員会」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）

（新設）

（略）

用する。この場合において、これらの規定中「主務大
臣」とあるのは「法務大臣」と、「主務省令（当該独
立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は
省令をいう。ただし原子力規制委員会が所管する独立
行政法人については、原子力規制委員会規則とする。
以下同じ。）」とあり、及び「主務省令」とあるのは
「法務省令」と、「中期目標管理法人の」とあり、及
び「当該中期目標管理法人の」とあるのは「日本司法
支援センターの」と、「中期目標管理法人は」とある
のは「日本司法支援センターは」と、「当該中期目標
管理法人と」とあるのは「日本司法支援センターと」
と、「当該中期目標管理法人が」とあるのは「日本司
法支援センターが」と、「当該中期目標管理法人に」
とあるのは「日本司法支援センターに」と、「中期目
標管理法人役職員」とあるのは「支援センター役職員
」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）

総合法律支援法
第四十七条の二
又は第四十七条
の三

第十六条

読み替えられる
字句

第三条第三項

第四十六条の二
又は第四十六条
の三

（略）

読み替えられる
独立行政法人通
則法の規定

第八条第三項

（略）

第十六条
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第二十一条第一
項

第二十一条第二
項

第二十四条、第
二十五条及び第
二十六条
第二十八条の四

（略）

第三十八条第一
項

第二十九条第二
項第一号

（略）

総合法律支援法
第四十四条第一
項

総合法律支援法
第四十条第二項
第一号
（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（略）

（新設）

（新設）

（新設）

第二十四条から （略）
第二十六条まで

（新設）

（新設）

同法第四十一条
第一項に規定す
る中期計画及び
同法第四十八条
において読み替
えて準用する第
三十一条第一項
に規定する年度
計画

総合法律支援法
第四十一条の二
第一項

第三十二条第一
項、第三十五条
の六第一項若し
くは第二項又は
第三十五条の十
一第一項若しく
は第二項
第三十条第一項
の中期計画及び
第三十一条第一
項の年度計画、
第三十五条の五
第一項の中長期
計画及び第三十
五条の八におい
て読み替えて準
用する第三十一
条第一項の年度
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計画又は第三十
五条の十第一項
の事業計画

（略）

同項に規定する中
期計画（以下「中
期計画」という。
）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

第三十一条第一 （略）
項

（略）

第三十一条第一
項

（略）

第三十三条

（略）

（略）
（削る）

同項に規定する
中期計画

（略）
（削る）

第三十九条

（削る）

日本司法支援セ
ンター

独立行政法人（ 日本司法支援セン
その資本の額そ ター
の他の経営の規
模が政令で定め
る基準に達しな
い独立行政法人
を除く。）

中期目標の期間 総合法律支援法第
四十条第一項に規
定する中期目標（
以下「中期目標」
という。）の期間
（同項の期間の範
囲内で法務大臣が
定める期間をいう
。以下同じ。）

第三十九条第一
項

独立行政法人（
その資本の額そ
の他の経営の規
模が政令で定め
る基準に達しな
い独立行政法人
を除く。以下こ
の条において同
じ。）
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第三十九条第三
項

第三十九条第二
項第二号

この法律、個別
法

子法人に

総務省令

（略）

総合法律支援法
第四十五条第三
項に規定する中
期計画

総合法律支援法
（同法第四十八
条において準用
するこの法律の
規定を含む。）

総合法律支援法
第二十三条第六
項に規定する子
法人（以下「子
法人」という。
）に

法務省令

（略）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（略）

（新設）

（新設）

（新設）

（略）

第三十九条の二
第一項

中期計画、国立
研究開発法人の
中長期計画又は
行政執行法人の
事業計画

（削る）

第四十二条

第四十六条第二
項

（削る）

第三十八条第一 総合法律支援法第
項
四十四条第一項

（削る）

第四十六条の二 中期計画
第一項ただし書

総合法律支援法第
四十五条第三項に
規定する中期計画
（以下単に「中期
計画」という。）
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（削る）

（削る）

（削る）

（削る）

第三十条第二項 同法第四十一条第
第四号の二
二項第六号
（削る）

第四十六条の二 第三十条第二項 総合法律支援法第
第二項ただし書 第四号の二
四十一条第二項第
六号

地方公共団体

（削る）

第四十六条の三 政府以外の者
第一項

第四十六条の三 第三十条第二項 総合法律支援法第
第一項ただし書 第四号の二
四十一条第二項第
六号

民間等出資に係 政府以外出資に係
る不要財産
る不要財産
（削る）

第四十六条の三 民間等出資に係 政府以外出資に係
第三項及び第五 る不要財産
る不要財産
項

（削る）

（削る）

第四十八条第一 第三十条第二項 総合法律支援法第
項ただし書
第五号
四十一条第二項第
七号

（削る）

（削る）

（略）

（削る）

（削る）

（削る）

（略）

（削る）

（略）

（削る）

（略）

（略）

（削る）

（略）

（削る）

第五十二条第三 実績及び中期計 実績
項
画の第三十条第
二項第三号の人
件費の見積り
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第五十条の四第
三項

第五十条の四第
二項第四号

第五十条の四第
二項第一号

総務大臣

政令

政令

第三十五条第一
項

第三十二条第一
項

政令

法務大臣

法務省令

法務省令

総合法律支援法
第四十二条第一
項

総合法律支援法
第四十一条の二
第一項

法務省令

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

第五十条の四第
五項

この法律、個別
法

政令

法務省令

総合法律支援法
（同法第四十八
条において準用
するこの法律の
規定を含む。）

法務省令

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

第五十条の四第
二項第五号

第五十条の四第
四項

第五十条の四第
六項

政令

第五十条の六、
第五十条の七第
一項、第五十条
の八第三項及び
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第五十条の九
第六十四条第一
項

（削る）

（略）

（削る）

総合法律支援法
（同法第四十八
条において準用
するこの法律の
規定を含む。）

第六十五条第一 この法律、個別 総合法律支援法
項
法

第六十四条第一 （略）
項

総合法律支援法

（削る）

（財務大臣との協議）
（財務大臣との協議）
第四十九条 法務大臣は、次の場合 には、財務大 臣に協 第四十九条 法務大臣は、次の場合には、財務大臣に協
議しなければならない。
議しなければならない。
一 第三十六条第一項、第四十一条第一項、第四十七
一 第三十六条第一項、第四十一条第一項、第四十七
条第一項ただし書若しくは第二項ただし書、第四十
条第一項ただし書若しくは第二項ただし書又は準用
七条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書、
通則法第四十六条の二第一項、第二項若しくは第三
第四十七条の三第一項又は第四十七条の四第一項の
項ただし書、第四十六条の三第一項若しくは第四十
認可をしようとするとき。
八条第一項の認可をしようとするとき。
二～四 （略）
二～四 （略）

（他の法令の準用）
（他の法令の準用）
第五十条 知的財産基本法（平成十四年法律第百二十二 第五十条 知的財産基本法（平成十四年法律第百二十二
号）その他の政令で定める法令については、政令に定
号）その他の政令で定める法令については、政令に定
めるところにより、支援センターを国又は独立行政法
めるところにより、支援センターを国又は独立行政法
人通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人と
人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人とみな
みなして、これらの法令を準用する。
して、これらの法令を準用する。

第五十四条 次の各号のいずれ かに該当する場合には、 第五十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、
その違反行為をした支援センターの役員は、二十万円
その違反行為をした支援センターの役員は、二十万円
以下の過料に処する。
以下の過料に処する。
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一～三 （略）
一～三 （略）
四 第二十三条第四項若しくは第五項又は準用通則法
（新設）
第三十九条第三項の規定による調査を妨げたとき。
五 （略）
四 （略）
六 （略）
五 （略）
七 第四十一条の二第二項の規定による報告書の提出
（新設）
をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、
若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。
八 第四十二条の二第二項又は準用通則法第五十条の
（新設）
八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告
をしたとき。
九 第四十四条第四項の規定に違反して財務諸表、事
六 第四十四条第四項の規定に違反して財務諸表、事
業報告書、決算報告書、監査報告又は会計監査報告
業報告書、決算報告書若しくは監事及び会計監査人
を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
の意見を記載した書面を備え置かず、又は閲覧に供
しなかったとき。
十 （略）
七 （略）
（削る）
八 準用通則法第三十三条の規定による事業報告書の
提出をせず、又は事業報告書に記載すべき事項を記
載せず、若しくは虚偽の記載をして事業報告書を提
出したとき。
十一 （略）
九 （略）
（削る）
十 準用通則法第六十五条第二項の規定による報告を
せず、又は虚偽の報告をしたとき。
２ 支援センターの子法人の役員が第二 十三条第六項又 （新設）
は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨
げたときは、二十万円以下の過料に処する。
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○

正

案

行

（国家公務員共済組合法の特例）
第八条 （略）
２・３ （略）
４ 弁護士職務従事職員に関する国家公務員共済組合法
の規定の適用については、同法第二条第一項第五号及
び第六号中「準ずる給与として政令で定めるもの」と
あるのは「相当するものとして次条第一項に規定する
組合の運営規則で定めるもの」と、同法第九十九条第
二項中「次の各号」とあるのは「次の各号（第一号、
第一号の二及び第四号を除く。）」と、「及び国の負
担金」とあるのは「及び判事補及び検事の弁護士職務
経験に関する法律第二条第七項に規定する受入先弁護
士法人等（以下「受入先弁護士法人等」という。）の
負担金」と、同項第二号及び第三号中「国の負担金」
とあるのは「受入先弁護士法人等の負担金」と、同法
第百二条第一項中「各省各庁の長（環境大臣を含む。
）、特定独立行政法人又は職員団体」とあり、及び「
国、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「受
入先弁護士法人等及び国」と、「第九十九条第二項（
同条第五項から第七項までの規定により読み替えて適
用する場合を含む。）及び第四項（同条第六項及び第
七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）
」とあるのは「第九十九条第二項及び第四項」と、同
条第四項中「から第四号まで」とあるのは「及び第三
号」と、「及び同条第四項（同条第六項及び第七項の
規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この
項において同じ。）」とあるのは「並びに同条第四項

現

判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律（平成十六年法律第百二十一号）（第五十七条関係）
（傍線部分は改正部分）
改
（国家公務員共済組合法の特例）
第八条 （略）
２・３ （略）
４ 弁護士職務従事職員に関する国家公務員共済組合法
の規定の適用については、同法第二条第一項第五号及
び第六号中「準ずる給与として政令で定めるもの」と
あるのは「相当するものとして次条第一項に規定する
組合の運営規則で定めるもの」と、同法第九十九条第
二項中「次の各号」とあるのは「次の各号（第一号、
第一号の二及び第四号を除く。）」と、「及び国の負
担金」とあるのは「及び判事補及び検事の弁護士職務
経験に関する法律第二条第七項に規定する受入先弁護
士法人等（以下「受入先弁護士法人等」という。）の
負担金」と、同項第二号及び第三号中「国の負担金」
とあるのは「受入先弁護士法人等の負担金」と、同法
第百二条第一項中「各省各庁の長（環境大臣を含む。
）、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、
行政執行法人又は職員団体」とあるのは「受入先弁護
士法人等及び国」と、「第九十九条第二項（同条第五
項から第七項までの規定により読み替えて適用する場
合を含む。）及び第四項（同条第六項及び第七項の規
定により読み替えて適用する場合を含む。）」とある
のは「第九十九条第二項及び第四項」と、同条第四項
中「から第四号まで」とあるのは「及び第三号」と、
「及び同条第四項（同条第六項及び第七項の規定によ
り読み替えて適用する場合を含む。以下この項におい
て同じ。）」とあるのは「並びに同条第四項」と、「
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（一般職の職員の給与に関する法律の特例）
第十条 （略）
２ 弁護士職務従事職員であった者に関する一般職の職
員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条
の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及
び第十四条第二項の規定の適用については、弁護士職
務従事職員は、同法第十一条の七第三項に規定する行
政執行法人職員等とみなす。

（同条第四項」とあるのは「（同項」と、「国、行政
執行法人又は職員団体」とあるのは「受入先弁護士法
人等及び国」とする。

（一般職の職員の給与に関する法律の特例）
第十条 （略）
２ 弁護士職務従事職員であった者に関する一般職の職
員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条
の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及
び第十四条第二項の規定の適用については、弁護士職
務従事職員は、同法第十一条の七第三項に規定する特
定独立行政法人職員等とみなす。

」と、「（同条第四項」とあるのは「（同項」と、「
国、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「受
入先弁護士法人等及び国」とする。
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正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

○ 旧東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律（平成二十四年
法律第六号）（第五十八条関係）

改

この法律

（新設）

附 則
附 則
（この法律の失効）
（この法律の失効）
第三条 （略）
第三条 （略）
２ この法律の失効前に支援センターが東日本大震災法 ２ この法律の失効前に支援センターが東日本大震災法
律援助事業の実施に係る援助の申込みを受けた事案に
律援助事業の実施に係る援助の申込みを受けた事案に
ついては、この法律の規定（第五条の規定を除く。）
ついては、この法律の規定は、前項の規定にかかわら
は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も
ず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
、なおその効力を有する。この場合における総合法律
支援法の規定の適用については、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とする。

第十二条

この法律及び旧東
日本大震災の被災
者に対する援助の
ための日本司法支
援センターの業務
の特例に関する法
律（平成二十四年
法律第六号）附則
第三条第二項の規
定によりなおその
効力を有するもの
とされる同法（以
下「旧震災特例法
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この法律又は旧震
災特例法

」という。）
第十九条第二項 この法律
第二号

この法律、旧震災
特例法

第二十三条第五 この法律又は準
項
用通則法（第四
十八条において
準用する独立行
政法人通則法（
平成十一年法律
第百三号）をい
う。以下同じ。
）

第二十三条の二 この法律
第一項

この法律、旧震災
特例法又は準用通
則法（旧震災特例
法附則第三条第二
項の規定により読
み替えて適用する
第四十八条におい
て準用する独立行
政法人通則法（平
成十一年法律第百
三号）をいう。以
下同じ。）

第二十九条第八 同じ。）
項第一号

同じ。）及び東日
本大震災法律援助
契約弁護士等（旧
震災特例法第三条
第一項第一号ロに
規定する東日本大
震災法律援助契約
弁護士等をいう。
以下同じ。）
契約弁護士等に 契 約 弁 護 士 等 及 び
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第三十二条第一 各業務
項

第三十一条

業務は

契約弁護士等

第三十条第三項 前二項の業務

第三十条第二項 前項の業務

業務及び東日本大
震災法律援助事業

各業務並びに東日
本大震災法律援助
事業

業務並びに東日本
大震災法律援助事
業は

契約弁護士等又は
東日本大震災法律
援助契約弁護士等

前二項の業務又は
東日本大震災法律
援助事業

前項の業務及び東
日本大震災法律援
助事業（旧震災特
例法第三条第一項
に規定する東日本
大震災法律援助事
業をいう。以下同
じ。）

東日本大震災法律
援助契約弁護士等
に

第三十二条第五 業務
項
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第三十三条第一 契約弁護士等
項

契約弁護士等又は
東日本大震災法律
援助契約弁護士等

又は第二項の業 若 し く は 第 二 項 の
務
業務又は東日本大
震災法律援助事業
第三十三条第二 及び契約弁護士 並 び に 契 約 弁 護 士
項
等
等及び東日本大震
災法律援助契約弁
護士等

この法律、旧震災
特例法

契約弁護士等の 契 約 弁 護 士 等 又 は
東日本大震災法律
援助契約弁護士等
の
第三十四条第二 この法律
項第五号

契約弁護士等及び
東日本大震災法律
援助契約弁護士等

業務及び東日本大
震災法律援助事業
契約弁護士等

契約弁護士等及び
東日本大震災法律

第三十五条第一 業務
項

第三十五条第二 契約弁護士等
項
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第四十六条第一 以外の業務
項

第四十二条の二 前項
第二項

第四十二条の二 この法律
第一項

及び個別法

以外の業務並びに
東日本大震災法律
援助事業

旧震災特例法附則
第三条第二項の規
定により読み替え
て適用する前項

この法律、旧震災
特例法

援助契約弁護士等

第四十八条の表 個別法
第三条第三項の
項

総合法律支援法 、 総 合 法 律 支 援 法
（平成十六年法 （ 平 成 十 六 年 法 律
律第七十四号） 第 七 十 四 号 ） 及 び
旧東日本大震災の
被災者に対する援
助のための日本司
法支援センターの
業務の特例に関す
る法律（平成二十
四年法律第六号）
附則第三条第二項
の規定によりなお
その効力を有する
ものとされる同法
（以下「旧震災特
例法」という。）
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第四十八条の表 総合法律支援法
第三十九条の二 （同法第四十八
第一項の項
条において準用
するこの法律の
規定を含む。）

総合法律支援法（
同法第四十八条に
おいて準用するこ
の法律の規定を含
む。）、旧震災特
例法

第四十八条の表 総合法律支援法
第五十条の四第 （同法第四十八
六項の項
条において準用
するこの法律の
規定を含む。）

総合法律支援法（
同法第四十八条に
おいて準用するこ
の法律の規定を含
む。）、旧震災特
例法

第四十八条の表 及び総合法律支 、 総 合 法 律 支 援 法
第五十条の項
援法
（旧震災特例法附
則第三条第二項の
規定により読み替
えて適用する場合
を含む。）及び旧
震災特例法

第四十八条の表 総合法律支援法
第六十四条第一 （同法第四十八
項の項
条において準用
するこの法律の
規定を含む。）

総合法律支援法（
同法第四十八条に
おいて準用するこ
の法律の規定を含
む。）及び旧震災
特例法

第四十九条第一 又は第四十七条 若 し く は 第 四 十 七
号
の四第一項
条の四第一項又は
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第五十四条第一 この法律
項第一号

旧震災特例法第四
条第一項若しくは
第二項
この法律（旧震災
特例法附則第三条
第二項の規定によ
り読み替えて適用
する場合を含む。
）、旧震災特例法

第五十四条第一 若しくは第五項 、 同 条 第 五 項 （ 旧
項第四号
震災特例法附則第
三条第二項の規定
により読み替えて
適用する場合を含
む。）
第五十四条第一 業務以外
項第五号

業務及び東日本大
震災法律援助事業
以外

第五十四条第一 第四十二条の二 第 四 十 二 条 の 二 第
項第八号
第二項
二項（旧震災特例
法附則第三条第二
項の規定により読
み替えて適用する
場合を含む。）

３ こ の 法律の失 効前に第四条第一項の規定により支援 ３ この法律の失効前に第四条第一項の規定により支援
センターがした長期借入金については、同条第二項及
センターがした長期借入金については、同条第二項及
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第十九条第二項 この法律
第二号

この法律、旧震災
特例法

この法律又は旧東
日本大震災の被災
者に対する援助の
ための日本司法支
援センターの業務
の特例に関する法
律（平成二十四年
法律第六号）附則
第三条第三項の規
定によりなおその
効力を有するもの
とされる同法（以
下「旧震災特例法
」という。）

び第三項の規定は、第一項の規定にかかわらず、同項
に規定する日後も、なおその効力を有する。この場合
における総合法律支援法の規定の適用については、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とする。

第二十三条第五 この法律
項

この法律

この法律、旧震災
特例法

第四十九条第一 又は第四十七条 若 し く は 第 四 十 七
号
の四第一項
条の四第一項又は
旧震災特例法第四
条第二項
第五十四条第
一項第一号

び第三項並びに第五条（同条の表第十九条第二項第二
号の項、第四十九条第一号の項及び第五十四条第一号
の項に係る部分に限る。）の規定は、第一項の規定に
かかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を
有する。

（新設）
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第五十四条第一 若しくは第五項 、 同 条 第 五 項 （ 旧
項第四号
震災特例法附則第
三条第三項の規定
により読み替えて
適用する場合を含
む。）

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用に ４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用に
ついては、第一項に規定する日後も、なお従前の例に
ついては、この法律は、第一項の規定にかかわらず、
よる。
同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
（略）
５ （略）

５
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○

正

案

行

（配偶者同行休業をした裁判官についての国家公務員
退職手当法の特例）
第七条 （略）
２ 配偶者同行休業をした期間についての国家公務員退
職手当法第七条第四項の規定の適用については、同項
中「その月数の二分の一に相当する月数（国家公務員
法第百八条の六第一項ただし書若しくは特定独立行政
法人の労働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二
百五十七号）第七条第一項ただし書に規定する事由又
はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを
要しなかつた期間については、その月数）」とあるの
は、「その月数」とする。

現

裁判官の配偶者同行休業に関する法律（平成二十五年法律第九十一号）（第五十九条関係）
（傍線部分は改正部分）
改
（配偶者同行休業をした裁判官についての国家公務員
退職手当法の特例）
第七条 （略）
２ 配偶者同行休業をした期間についての国家公務員退
職手当法第七条第四項の規定の適用については、同項
中「その月数の二分の一に相当する月数（国家公務員
法第百八条の六第一項ただし書若しくは行政執行法人
の労働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五
十七号）第七条第一項ただし書に規定する事由又はこ
れらに準ずる事由により現実に職務をとることを要し
なかつた期間については、その月数）」とあるのは、
「その月数」とする。
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○

独立行政法人国際協力機構法（平成十四年法律第百三十六号）（第六十条関係）

（機構の目的）
第三条 （略）

（傍線部分は改正部分）

（機構の目的）
第三条 （略）

（新設）

行

（中期目標管理法人）
第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

現

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第九条 理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及
び監事の任期は二年とする。

案

（副理事長及び理事の任期）
第九条 副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年
とする。

（中期計画の記載事項）
第十六条 機構の通則法第三十条第一項に規定する中期
計画に関する同条第二項の規定の適用については、同
項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事
項（有償資金協力業務については、第三号及び第六号
に掲げる事項を除く。）」とする。

正

（中期計画の記載事項）
第十六条 機構の通則法第三十条第一項に規定する中期
計画に関する同条第二項の規定の適用については、同
項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事
項（有償資金協力業務については、第三号及び第七号
に掲げる事項を除く。）」とする。

（有償資金協力業務に係る財務諸表等）
第二十八条 機構は、有償資金協力業務に係る財産目録
及び貸借対照表（これらの書類に記載すべき事項を記
録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人
の知覚によっては認識することができない方式で作ら
れる記録であって、電子計算機による情報処理の用に

改

（有償資金協力業務に係る財務諸表等）
第二十八条 機構は、有償資金協力業務に係る財産目録
及び貸借対照表（これらの書類に記載すべき事項を記
録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人
の知覚によっては認識することができない方式で作ら
れる記録であって、電子計算機による情報処理の用に
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第三十条 機構は、有償資金協力業務に係る決算完結後
、有償資金協力業務に係る予算の区分に従い、毎事業
年度の有償資金協力業務に係る決算報告書（当該決算
報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む
。）を作成し、当該決算報告書に関する監査報告を添
付し、かつ、第二十八条第一項の規定により財務大臣
に届け出た有償資金協力業務に係る財務諸表を添え、
遅滞なく、主務大臣を経由して財務大臣に提出しなけ
ればならない。
２・３ （略）
４ 機構は、第一項の規定による有償資金協力業務に係
る決算報告書の提出をしたときは、遅滞なく、同項の
決算報告書及び監査報告を、各事務所に備えて置き、
財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければな
らない。

供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。以
下この項及び第三十条第一項において同じ。）を含む
。）を四月から九月まで及び十月から翌年三月までの
半期ごとに、有償資金協力業務に係る損益計算書（当
該損益計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録
を含む。）をこれらの半期及び事業年度ごとに作成し
、これらの書類（以下「財務諸表」という。）に関す
る監査報告を添付して、当該半期経過後二月以内又は
当該事業年度終了後三月以内に、主務大臣を経由して
財務大臣に届け出なければならない。
２ 機構は、前項の規定による財務諸表の届出をしたと
きは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財
務諸表及び附属明細書並びに同項の監査報告を、各事
務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲
覧に供しなければならない。
３～５ （略）

第三十条 機構は、有償資金協力業務に係る決算完結後
、有償資金協力業務に係る予算の区分に従い、毎事業
年度の有償資金協力業務に係る決算報告書（当該決算
報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む
。）を作成し、当該決算報告書に関する監事の意見を
付し、かつ、第二十八条第一項の規定により財務大臣
に届け出た有償資金協力業務に係る財務諸表を添え、
遅滞なく、主務大臣を経由して財務大臣に提出しなけ
ればならない。
２・３ （略）
４ 機構は、第一項の規定による有償資金協力業務に係
る決算報告書の提出をしたときは、遅滞なく、同項の
決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務
所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧
に供しなければならない。

供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。以
下この項及び第三十条第一項において同じ。）を含む
。）を四月から九月まで及び十月から翌年三月までの
半期ごとに、有償資金協力業務に係る損益計算書（当
該損益計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録
を含む。）をこれらの半期及び事業年度ごとに作成し
、これらの書類（以下「財務諸表」という。）に関す
る監事の意見を付して、当該半期経過後二月以内又は
当該事業年度終了後三月以内に、主務大臣を経由して
財務大臣に届け出なければならない。
２ 機構は、前項の規定による財務諸表の届出をしたと
きは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財
務諸表及び附属明細書並びに同項の監事の意見を記載
した書面を、各事務所に備えて置き、財務省令で定め
る期間、一般の閲覧に供しなければならない。
３～５ （略）
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５・６

（有償資金協力勘定における借入金等の限度額）
第三十三条 有償資金協力勘定における通則法第四十五
条第一項の規定による短期借入金の現在額、前条第一
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（略）

５・６

10

11

（略）

（利益及び損失の処理の特例等）
第三十一条 （略）
（削る）

（利益及び損失の処理の特例等）
第三十一条 （略）
２ 外務大臣は、前項の規定による承認をしようとする
ときは、あらかじめ、外務省の独立行政法人評価委員
会の意見を聴かなければならない。
３ 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金
額から同項の規定による承認を受けた金額を控除して
なお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付し
なければならない。
４ 前三項に定めるもののほか、一般勘定に係る納付金
の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は
、政令で定める。
５ （略）
６ （略）
７ 第五項の準備金は、有償資金協力勘定において生じ
た損失の補てんに充てる場合を除いては、取り崩して
はならない。
８ 機構は、第五項の規定による残余の額から同項の規
定により準備金として積み立てた額を控除した残額を
、翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなけ
ればならない。
９ （略）
前項に定めるもののほか、第八項の規定による有償
資金協力勘定に係る納付金の納付の手続その他納付金
に関し必要な事項は、政令で定める。
（略）

２ 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額
から同項の規定による承認を受けた金額を控除してな
お残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しな
ければならない。
３ 前二項に定めるもののほか、一般勘定に係る納付金
の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は
、政令で定める。
４ （略）
５ （略）
６ 第四項の準備金は、有償資金協力勘定において生じ
た損失の補塡に充てる場合を除いては、取り崩しては
ならない。
７ 機構は、第四項の規定による残余の額から同項の規
定により準備金として積み立てた額を控除した残額を
、翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなけ
ればならない。
８ （略）
９ 前項に定めるもののほか、第七項の規定による有償
資金協力勘定に係る納付金の納付の手続その他納付金
に関し必要な事項は、政令で定める。
（略）
（有償資金協力勘定における借入金等の限度額）
第三十三条 有償資金協力勘定における通則法第四十五
条第一項の規定による短期借入金の現在額、前条第一

10

項の規定による長期借入金の現在額及び同項の規定に
より発行する機構債券の元本に係る債務の現在額の合
計額は、第五条に規定する資本金のうち有償資金協力
勘定に区分された額及び第三十一条第五項に規定する
準備金の額の合計額の三倍に相当する額を超えてはな
らない。
（略）

２

項の規定による長期借入金の現在額及び同項の規定に
より発行する機構債券の元本に係る債務の現在額の合
計額は、第五条に規定する資本金のうち有償資金協力
勘定に区分された額及び第三十一条第四項に規定する
準備金の額の合計額の三倍に相当する額を超えてはな
らない。
（略）

２

（協議）
第四十二条 （略）
２・３ （略）
４ 外務大臣は、第十三条第一項第二号イの業務に関し
、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項
（役員及び職員並びに財務及び会計その他の管理業務
（次条第一項において「管理業務」という。）に関す
るものを除く。）について関係行政機関の長の意見を
聴かなければならない。
一 （略）
二 通則法第三十条第一項の規定による認可をしよう
とするとき 同条第二項第一号、第二号及び第七号
に掲げる事項

（略）

（協議）
第四十二条 （略）
２・３ （略）
４ 外務大臣は、第十三条第一項第二号イの業務に関し
、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項
（役員及び職員並びに財務及び会計その他の管理業務
（次条第一項において「管理業務」という。）に関す
るものを除く。）について関係行政機関の長の意見を
聴かなければならない。
一 （略）
二 通則法第三十条第一項の規定による認可をしよう
とするとき 同条第二項第一号、第二号及び第八号
に掲げる事項

３

（主務大臣等）
第四十三条 （略）
２ 機構に係る通則法における主務省は、外務省とする
。

（略）

（主務大臣等）
第四十三条 （略）
（削る）
２
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○

独立行政法人国際交流基金法（平成十四年法律第百三十七号）（第六十一条関係）

（傍線部分は改正部分）

（基金の目的）
第三条 （略）

行

（基金の目的）
第三条 （略）

（新設）

現

（中期目標管理法人）
第三条の二 基金は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

案

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第九条 理事長及び理事の任期は四年とし、監事の任期
は二年とする。

正

（理事の任期）
第九条 理事の任期は、四年とする。

改

（積立金の処分）
第十四条 （略）
（削る）

（積立金の処分）
第十四条 （略）
２ 外務大臣は、前項の規定による承認をしようとする
ときは、あらかじめ、外務省の独立行政法人評価委員
会の意見を聴かなければならない。
３ 基金は、第一項に規定する積立金の額に相当する金
額から同項の規定による承認を受けた金額を控除して
なお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付し
なければならない。
４ 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。

２ 基金は、前項に規定する積立金の額に相当する金額
から同項の規定による承認を受けた金額を控除してな
お残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しな
ければならない。
３ 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。
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（主務大臣等）
第十九条 基金に係る通則法における主務大臣及び主務
省令は、それぞれ外務大臣及び外務省令とする。

（運用資金の運用）
第十六条 通則法第四十七条及び第六十七条（第七号に
係る部分に限る。）の規定は、運用資金の運用につい
て準用する。この場合において、通則法第四十七条第
三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補
塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
２・３ （略）

（主務大臣等）
第十九条 基金に係る通則法における主務大臣、主務省
及び主務省令は、それぞれ外務大臣、外務省及び外務
省令とする。

（運用資金の運用）
第十六条 通則法第四十七条及び第六十七条（第四号に
係る部分に限る。）の規定は、運用資金の運用につい
て準用する。この場合において、通則法第四十七条第
三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補
てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。
２・３ （略）
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○

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 （略）
二 職員 次に掲げる者をいう。
イ （略）
ロ 独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特
定独立行政法人以外の独立行政法人に常時勤務す
ることを要する者（法令の規定により休業が認め
られた者その他政令で定める者を含む。）
三～五 （略）

国家公務員宿舎法（昭和二十四年法律第百十七号）（第六十二条関係）

改
（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 （略）
二 職員 次に掲げる者をいう。
イ （略）
ロ 独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行
政執行法人以外の独立行政法人に常時勤務するこ
とを要する者（法令の規定により休業が認められ
た者その他政令で定める者を含む。）
三～五 （略）
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○

国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）（第六十三条関係）

行

（傍線部分は改正部分）

（目的）
第一条 （略）
２ 国及び特定独立行政法人（独立行政法人通則法（平
成十一年法律第百三号）第二条第二項に規定する特定
独立行政法人をいう。以下同じ。）は、前項の共済組
合の健全な運営と発達が図られるように、必要な配慮
を加えるものとする。

現

（目的）
第一条 （略）
２ 国及び行政執行法人（独立行政法人通則法（平成十
一年法律第百三号）第二条第四項に規定する行政執行
法人をいう。以下同じ。）は、前項の共済組合の健全
な運営と発達が図られるように、必要な配慮を加える
ものとする。

案

（設立及び業務）
第三条 各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所管
する行政執行法人の職員（次項各号に掲げる各省各庁
にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。）をもつ
て組織する国家公務員共済組合（以下「組合」という
。）を設ける。
２ 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる各省各
庁については、それぞれ当該各号に掲げる職員をもつ
て組織する組合を設ける。
一 （略）
二 厚生労働省 国立ハンセン病療養所に属する職員

（設立及び業務）
第三条 各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所管
する特定独立行政法人の職員（次項各号に掲げる各省
各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。）を
もつて組織する国家公務員共済組合（以下「組合」と
いう。）を設ける。
２ 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる各省各
庁については、それぞれ当該各号に掲げる職員をもつ
て組織する組合を設ける。
一 （略）
二 厚生労働省 国立ハンセン病療養所及び独立行政
法人国立病院機構に属する職員
三 （略）
３～５ （略）

正

三 （略）
３～５ （略）

（管理）
第八条 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省
大臣（環境大臣を除く。）、最高裁判所長官及び会計
検査院長（第三条第二項第三号に掲げる職員をもつて

改

（管理）
第八条 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省
大臣（環境大臣を除く。）、最高裁判所長官及び会計
検査院長（第三条第二項第三号に掲げる職員をもつて
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組織する組合にあつては、第十二条及び第百二条を除
き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。
）は、それぞれその各省各庁の所属の職員及び当該各
省各庁の所管する特定独立行政法人の職員をもつて組
織する組合を代表し、その業務を執行する。
（略）

２

組織する組合にあつては、第十二条及び第百二条を除
き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。
）は、それぞれその各省各庁の所属の職員及び当該各
省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織す
る組合を代表し、その業務を執行する。
（略）

２

２

（職員及び施設の提供）
第十二条 各省各庁の長又は行政執行法人の長は、組合
の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その
他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者
をして当該組合の業務に従事させることができる。
２

（組合員の資格の得喪）
第三十七条 職員となつた者は、その職員となつた日か
ら、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する
特定独立行政法人の職員をもつて組織する組合（第三
条第二項各号に掲げる職員については、同項の規定に
より同項各号の職員をもつて組織する組合）の組合員
の資格を取得する。
２・３ （略）

（職員及び施設の提供）
第十二条 各省各庁の長又は特定独立行政法人の長は、
組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員
その他国に使用される者又は特定独立行政法人に使用
される者をして当該組合の業務に従事させることがで
きる。
（略）

（組合員の資格の得喪）
第三十七条 職員となつた者は、その職員となつた日か
ら、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する
行政執行法人の職員をもつて組織する組合（第三条第
二項各号に掲げる職員については、同項の規定により
同項各号の職員をもつて組織する組合）の組合員の資
格を取得する。
２・３ （略）

（費用負担の原則）
第九十九条 組合の給付に要する費用（前期高齢者納付
金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに基礎
年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要
する費用を含む。第三項において同じ。）のうち次の
各号に規定する費用は、当該各号に定めるところによ
り、政令で定める職員を単位として、算定するものと
する。この場合において、第三号に規定する費用につ

（略）

（費用負担の原則）
第九十九条 組合の給付に要する費用（前期高齢者納付
金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに基礎
年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要
する費用を含む。第三項において同じ。）のうち次の
各号に規定する費用は、当該各号に定めるところによ
り、政令で定める職員を単位として、算定するものと
する。この場合において、第三号に規定する費用につ
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いては、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとす
る。
一 短期給付に要する費用（前期高齢者納付金等及び
後期高齢者支援金等の納付に要する費用並びに長期
給付（基礎年金拠出金を含む。）及び福祉事業に係
る事務以外の事務に要する費用（第四項の規定によ
る国の負担に係るもの並びに第六項及び第七項にお
いて読み替えて適用する第四項の規定による行政執
行法人の負担に係るものを除く。）を含み、第三項
（第二号を除く。）の規定による同項に規定する国
等の負担に係るものを除く。次項第一号において同
じ。）については、当該事業年度におけるその費用
の予想額と当該事業年度における同号の掛金及び負
担金の額とが等しくなるようにすること。
二 （略）
三 長期給付に要する費用（基礎年金拠出金の納付に
要する費用（第三項（第一号を除く。）の規定によ
る同項に規定する国等の負担に係るものを除く。）
及び長期給付（基礎年金拠出金を含む。）に係る事
務に要する費用（第四項の規定による国の負担に係
るもの並びに第六項及び第七項において読み替えて
適用する第四項の規定による行政執行法人の負担に
係るものを除く。）を含み、次項第三号に掲げるも
のを除く。同項第二号において同じ。）については
、その費用の予想額及び地方の組合の地方公務員等
共済組合法第百十三条第一項第三号に規定する長期
給付に要する費用の予想額の合計額と、次項第二号
の掛金及び負担金の額、第三十五条の二第一項の長
期給付に充てるべき積立金（以下この号において「
国の積立金」という。）の額並びにそれらの予定運
用収入の額の合計額並びに同法第百十三条第二項第
二号の掛金及び負担金の額、同法第二十四条（同法

いては、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとす
る。
一 短期給付に要する費用（前期高齢者納付金等及び
後期高齢者支援金等の納付に要する費用並びに長期
給付（基礎年金拠出金を含む。）及び福祉事業に係
る事務以外の事務に要する費用（第四項の規定によ
る国の負担に係るもの並びに第六項及び第七項にお
いて読み替えて適用する第四項の規定による特定独
立行政法人の負担に係るものを除く。）を含み、第
三項（第二号を除く。）の規定による同項に規定す
る国等の負担に係るものを除く。次項第一号におい
て同じ。）については、当該事業年度におけるその
費用の予想額と当該事業年度における同号の掛金及
び負担金の額とが等しくなるようにすること。
二 （略）
三 長期給付に要する費用（基礎年金拠出金の納付に
要する費用（第三項（第一号を除く。）の規定によ
る同項に規定する国等の負担に係るものを除く。）
及び長期給付（基礎年金拠出金を含む。）に係る事
務に要する費用（第四項の規定による国の負担に係
るもの並びに第六項及び第七項において読み替えて
適用する第四項の規定による特定独立行政法人の負
担に係るものを除く。）を含み、次項第三号に掲げ
るものを除く。同項第二号において同じ。）につい
ては、その費用の予想額及び地方の組合の地方公務
員等共済組合法第百十三条第一項第三号に規定する
長期給付に要する費用の予想額の合計額と、次項第
二号の掛金及び負担金の額、第三十五条の二第一項
の長期給付に充てるべき積立金（以下この号におい
て「国の積立金」という。）の額並びにそれらの予
定運用収入の額の合計額並びに同法第百十三条第二
項第二号の掛金及び負担金の額、同法第二十四条（
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第三十八条第一項において準用する場合を含む。）
の長期給付に充てるべき積立金及び同法第三十八条
の八第一項に規定する長期給付積立金（以下この号
において「地方の積立金」と総称する。）の額並び
にそれらの予定運用収入の額の合計額の合算額とが
、再計算を行う年以降おおむね百年間に相当する期
間の終了時に組合及び地方の組合に係る長期給付の
支給に支障が生じないようにするために必要な額の
積立金（国の積立金及び地方の積立金をいう。）を
保有しつつ、当該期間にわたつて財政の均衡を保つ
ことができるようにすること。
２ （略）
３ 国又は独立行政法人造幣局若しくは独立行政法人国
立印刷局（第百二条第三項において「国等」という。
）は、政令で定めるところにより、組合の給付に要す
る費用のうち次の各号に規定する費用については、当
該各号に定める額を負担する。
一・二 （略）
４ （略）
５ 専従職員（国家公務員法第百八条の二の職員団体又
は行政執行法人の労働関係に関する法律（昭和二十三
年法律第二百五十七号）第四条第二項若しくは労働組
合法（昭和二十四年法律第百七十四号）第二条の労働
組合（以下「職員団体」と総称する。）の事務に専ら
従事する職員をいう。以下この条において同じ。）で
ある組合員（行政執行法人の職員である組合員を除く
。）に係る第二項に規定する費用については、同項中
「及び国の負担金」とあるのは「、職員団体の負担金
及び国の負担金」と、同項第一号から第二号まで及び
第四号中「国の負担金」とあるのは「職員団体の負担
金」として、同項の規定を適用する。

同法第三十八条第一項において準用する場合を含む
。）の長期給付に充てるべき積立金及び同法第三十
八条の八第一項に規定する長期給付積立金（以下こ
の号において「地方の積立金」と総称する。）の額
並びにそれらの予定運用収入の額の合計額の合算額
とが、再計算を行う年以降おおむね百年間に相当す
る期間の終了時に組合及び地方の組合に係る長期給
付の支給に支障が生じないようにするために必要な
額の積立金（国の積立金及び地方の積立金をいう。
）を保有しつつ、当該期間にわたつて財政の均衡を
保つことができるようにすること。
２ （略）
３ 国又は独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷
局若しくは独立行政法人国立病院機構（第百二条第三
項において「国等」という。）は、政令で定めるとこ
ろにより、組合の給付に要する費用のうち次の各号に
規定する費用については、当該各号に定める額を負担
する。
一・二 （略）
４ （略）
５ 専従職員（国家公務員法第百八条の二の職員団体又
は特定独立行政法人の労働関係に関する法律（昭和二
十三年法律第二百五十七号）第四条第二項若しくは労
働組合法（昭和二十四年法律第百七十四号）第二条の
労働組合（以下「職員団体」と総称する。）の事務に
専ら従事する職員をいう。以下この条において同じ。
）である組合員（特定独立行政法人の職員である組合
員を除く。）に係る第二項に規定する費用については
、同項中「及び国の負担金」とあるのは「、職員団体
の負担金及び国の負担金」と、同項第一号から第二号
まで及び第四号中「国の負担金」とあるのは「職員団
体の負担金」として、同項の規定を適用する。
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（負担金）
第百二条 各省各庁の長（環境大臣を含む。）、行政執
行法人又は職員団体は、それぞれ第九十九条第二項（
同条第五項から第七項までの規定により読み替えて適
用する場合を含む。）及び第四項（同条第六項及び第
七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）
の規定により国、行政執行法人又は職員団体が負担す
べき金額（第百条の二の規定により徴収しないことと
された掛金に相当する金額を除く。）を、毎月組合に
払い込まなければならない。
２・３ （略）
４ 組合は、政令で定めるところにより、第九十九条第

６ 行政執行法人の職員（専従職員を除く。）である組
合員に係る第二項及び第四項に規定する費用について
は、第二項中「国の負担金」とあるのは「行政執行法
人の負担金」と、第四項中「国は毎年度の予算で定め
る」とあるのは「行政執行法人は政令で定めるところ
により行政執行法人が負担することとなる」として、
これらの規定を適用する。
７ 行政執行法人の職員であつて専従職員である組合員
に係る第二項及び第四項に規定する費用については、
第二項中「及び国の負担金」とあるのは「、職員団体
の負担金及び行政執行法人の負担金」と、同項第一号
から第二号までの規定中「国の負担金」とあるのは「
職員団体の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」
とあるのは「行政執行法人の負担金」と、同項第四号
中「国の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と
、第四項中「国は毎年度の予算で定める」とあるのは
「行政執行法人は政令で定めるところにより行政執行
法人が負担することとなる」として、これらの規定を
適用する。

（負担金）
第百二条 各省各庁の長（環境大臣を含む。）、特定独
立行政法人又は職員団体は、それぞれ第九十九条第二
項（同条第五項から第七項までの規定により読み替え
て適用する場合を含む。）及び第四項（同条第六項及
び第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む
。）の規定により国、特定独立行政法人又は職員団体
が負担すべき金額（第百条の二の規定により徴収しな
いこととされた掛金に相当する金額を除く。）を、毎
月組合に払い込まなければならない。
２・３ （略）
４ 組合は、政令で定めるところにより、第九十九条第

６ 特定独立行政法人の職員（専従職員を除く。）であ
る組合員に係る第二項及び第四項に規定する費用につ
いては、第二項中「国の負担金」とあるのは「特定独
立行政法人の負担金」と、第四項中「国は毎年度の予
算で定める」とあるのは「特定独立行政法人は政令で
定めるところにより特定独立行政法人が負担すること
となる」として、これらの規定を適用する。
７ 特定独立行政法人の職員であつて専従職員である組
合員に係る第二項及び第四項に規定する費用について
は、第二項中「及び国の負担金」とあるのは「、職員
団体の負担金及び特定独立行政法人の負担金」と、同
項第一号から第二号までの規定中「国の負担金」とあ
るのは「職員団体の負担金」と、同項第三号中「国の
負担金」とあるのは「特定独立行政法人の負担金」と
、同項第四号中「国の負担金」とあるのは「職員団体
の負担金」と、第四項中「国は毎年度の予算で定める
」とあるのは「特定独立行政法人は政令で定めるとこ
ろにより特定独立行政法人が負担することとなる」と
して、これらの規定を適用する。

- 172 -

（公庫等に転出した継続長期組合員についての特例）
第百二十四条の二 組合員（長期給付に関する規定の適
用を受けない者を除く。）が任命権者若しくはその委
任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発
金融公庫その他特別の法律により設立された法人でそ
の業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業
と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの（
第四項において「公庫等」という。）に使用される者
（役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く
。以下「公庫等職員」という。）となるため退職した
場合（政令で定める場合を除く。）又は組合員（長期
給付に関する規定の適用を受けない者を除く。）が任

（船員組合員についての負担金の特例）
第百二十二条 国又は行政執行法人は、船員組合員若し
くは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対
する短期給付に要する費用のうち、船員保険法に規定
する給付に要する費用に係る部分については、第九十
九条第二項の規定にかかわらず、同法第百二十五条第
一項の規定による船舶所有者の負担と同一の割合によ
つて算定した金額を負担する。

二項第二号から第四号までに掲げる費用及び同条第四
項 同条第六項及び第七項の規定により読み替えて適
用する場合を含む。以下この項において同じ。 の規
定により負担することとなる費用 同条第四項の規定
により負担することとなる費用にあつては、第二十四
条第一項第七号に規定する長期給付に係るものに限る
。 に充てるため国、行政執行法人又は職員団体が負
担すべき金額の全部又は一部を、当該金額の払込みが
あるごとに、連合会に払い込まなければならない。

（公庫等に転出した継続長期組合員についての特例）
第百二十四条の二 組合員（長期給付に関する規定の適
用を受けない者を除く。）が任命権者若しくはその委
任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発
金融公庫その他特別の法律により設立された法人でそ
の業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業
と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの（
第四項において「公庫等」という。）に使用される者
（役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く
。以下「公庫等職員」という。）となるため退職した
場合（政令で定める場合を除く。）又は組合員（長期
給付に関する規定の適用を受けない者を除く。）が任

（船員組合員についての負担金の特例）
第百二十二条 国又は特定独立行政法人は、船員組合員
若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族
に対する短期給付に要する費用のうち、船員保険法に
規定する給付に要する費用に係る部分については、第
九十九条第二項の規定にかかわらず、同法第百二十五
条第一項の規定による船舶所有者の負担と同一の割合
によつて算定した金額を負担する。

二項第二号から第四号までに掲げる費用及び同条第四
項 同条第六項及び第七項の規定により読み替えて適
用する場合を含む。以下この項において同じ。 の規
定により負担することとなる費用 同条第四項の規定
により負担することとなる費用にあつては、第二十四
条第一項第七号に規定する長期給付に係るものに限る
。 に充てるため国、特定独立行政法人又は職員団体
が負担すべき金額の全部又は一部を、当該金額の払込
みがあるごとに、連合会に払い込まなければならない
。

(

)

(

)

(

)

(

)

- 173 -

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

命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引
き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律によ
り設立された法人でその業務が国の事務若しくは事業
と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの（
同項において「特定公庫等」という。）の役員（常時
勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公
庫等役員」という。）となるため退職した場合（政令
で定める場合を除く。）には、長期給付に関する規定
（第四十一条第二項の規定を除く。）の適用について
は、別段の定めがあるものを除き、その者の退職は、
なかつたものとみなし、その者は、当該公庫等職員又
は特定公庫等役員である期間引き続き転出（公庫等職
員又は特定公庫等役員となるための退職をいう。以下
この条において同じ。）の際に所属していた組合の組
合員であるものとする。この場合においては、第四章
中「公務」とあるのは「業務」と、第九十九条第二項
中「及び国の負担金」とあるのは「、公庫等又は特定
公庫等の負担金及び国の負担金」と、同項第二号及び
第三号中「国の負担金」とあるのは「公庫等又は特定
公庫等の負担金」と、第百二条第一項中「各省各庁の
長（環境大臣を含む。）、行政執行法人又は職員団体
」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」と
あるのは「公庫等又は特定公庫等」と、「第九十九条
第二項（同条第五項から第七項までの規定により読み
替えて適用する場合を含む。）」とあるのは「第九十
九条第二項」と、同条第四項中「職員団体」とあるの
は「公庫等若しくは特定公庫等」とする。
２～５ （略）

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

命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引
き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律によ
り設立された法人でその業務が国の事務若しくは事業
と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの（
同項において「特定公庫等」という。）の役員（常時
勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公
庫等役員」という。）となるため退職した場合（政令
で定める場合を除く。）には、長期給付に関する規定
（第四十一条第二項の規定を除く。）の適用について
は、別段の定めがあるものを除き、その者の退職は、
なかつたものとみなし、その者は、当該公庫等職員又
は特定公庫等役員である期間引き続き転出（公庫等職
員又は特定公庫等役員となるための退職をいう。以下
この条において同じ。）の際に所属していた組合の組
合員であるものとする。この場合においては、第四章
中「公務」とあるのは「業務」と、第九十九条第二項
中「及び国の負担金」とあるのは「、公庫等又は特定
公庫等の負担金及び国の負担金」と、同項第二号及び
第三号中「国の負担金」とあるのは「公庫等又は特定
公庫等の負担金」と、第百二条第一項中「各省各庁の
長（環境大臣を含む。）、特定独立行政法人又は職員
団体」とあり、及び「国、特定独立行政法人又は職員
団体」とあるのは「公庫等又は特定公庫等」と、「第
九十九条第二項（同条第五項から第七項までの規定に
より読み替えて適用する場合を含む。）」とあるのは
「第九十九条第二項」と、同条第四項中「職員団体」
とあるのは「公庫等若しくは特定公庫等」とする。
２～５ （略）
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うち別表第三に掲げるもの又は国立大学法人等に常時
勤務することを要する者（行政執行法人以外の独立行
政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要し
ない者で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使
用される者その他の政令で定める者を含まないものと
する。）は、職員とみなして、この法律の規定を適用
する。この場合においては、第三条第一項中「及びそ
の所管する行政執行法人」とあるのは「並びにその所
管する行政執行法人、第三十一条第一号に規定する独
立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び同号に規
定する国立大学法人等」と、同条第二項第二号中「国
立ハンセン病療養所」とあるのは「国立ハンセン病療
養所並びに独立行政法人国立病院機構及び高度専門医
療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法
律（平成二十年法律第九十三号）第三条の二に規定す
る国立高度専門医療研究センター」と、同項第三号中
「林野庁」とあるのは「林野庁及び国立研究開発法人
森林総合研究所」と、第八条第一項中「及び当該各省
各庁の所管する行政執行法人」とあるのは「並びに当
該各省各庁の所管する行政執行法人、第三十一条第一
号に規定する独立行政法人のうち別表第三に掲げるも
の及び同号に規定する国立大学法人等」と、第三十七
条第一項中「及び当該各省各庁の所管する行政執行法
人」とあるのは「並びに当該各省各庁の所管する行政
執行法人、独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの
及び国立大学法人等」と、第四章中「公務」とあるの
は「業務」と、第九十九条第一項第一号及び第三号中
「行政執行法人の負担に係るもの」とあるのは「行政
執行法人の負担に係るもの（第百二十四条の三の規定
により読み替えられた第六項及び第七項において読み
替えて適用する第四項の規定による独立行政法人のう
ち別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に

人のうち別表第三に掲げるもの又は国立大学法人等に
常時勤務することを要する者（特定独立行政法人以外
の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務するこ
とを要しない者で政令で定めるものを含むものとし、
臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まな
いものとする。）は、職員とみなして、この法律の規
定を適用する。この場合においては、第三条第一項中
「及びその所管する特定独立行政法人」とあるのは「
並びにその所管する特定独立行政法人、第三十一条第
一号に規定する独立行政法人のうち別表第三に掲げる
もの及び同号に規定する国立大学法人等」と、同条第
二項第二号中「及び独立行政法人国立病院機構」とあ
るのは「並びに独立行政法人国立病院機構及び高度専
門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法
律（平成二十年法律第九十三号）第四条第一項に規定
する国立高度専門医療研究センター」と、同項第三号
中「林野庁」とあるのは「林野庁及び独立行政法人森
林総合研究所」と、第八条第一項中「及び当該各省各
庁の所管する特定独立行政法人」とあるのは「並びに
当該各省各庁の所管する特定独立行政法人、第三十一
条第一号に規定する独立行政法人のうち別表第三に掲
げるもの及び同号に規定する国立大学法人等」と、第
三十七条第一項中「及び当該各省各庁の所管する特定
独立行政法人」とあるのは「並びに当該各省各庁の所
管する特定独立行政法人、独立行政法人のうち別表第
三に掲げるもの及び国立大学法人等」と、第四章中「
公務」とあるのは「業務」と、第九十九条第一項第一
号及び第三号中「特定独立行政法人の負担に係るもの
」とあるのは「特定独立行政法人の負担に係るもの（
第百二十四条の三の規定により読み替えられた第六項
及び第七項において読み替えて適用する第四項の規定
による独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び
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係るものを含む。）」と、同条第三項中「若しくは独
立行政法人国立印刷局」とあるのは「、独立行政法人
国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構」と、
同条第五項から第七項までの規定中「行政執行法人」
とあるのは「行政執行法人、独立行政法人のうち別表
第三に掲げるもの又は国立大学法人等」と、第百二条
第一項及び第四項並びに第百二十二条中「行政執行法
人」とあるのは「行政執行法人、独立行政法人のうち
別表第三に掲げるもの、国立大学法人等」とするほか
、必要な技術的読替えは、政令で定める。
則

国立大学法人等の負担に係るものを含む。）」と、同
条第五項から第七項までの規定中「特定独立行政法人
」とあるのは「特定独立行政法人、独立行政法人のう
ち別表第三に掲げるもの又は国立大学法人等」と、第
百二条第一項及び第四項並びに第百二十二条中「特定
独立行政法人」とあるのは「特定独立行政法人、独立
行政法人のうち別表第三に掲げるもの、国立大学法人
等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定め
る。

附
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則

（短期給付に係る財政調整事業）
第十四条の三 （略）
２～４ （略）
５ 前項の規定により連合会に拠出する特別拠出金の拠
出に要する費用は、国、特定独立行政法人若しくは職
員団体、独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの若
しくは国立大学法人等又は組合若しくは連合会が、政
令で定めるところにより、負担するものとする。
６～

（郵政会社等の役職員の取扱い）
第二十条の三 （略）
２・３ （略）
４ 第一項の規定により共済組合を設けた場合には、郵
政会社等役職員は職員と、同項の共済組合は組合と、
郵政会社等の業務は公務とそれぞれみなして、この法
律（第六十八条の二、第六十八条の三及び附則第十四
条の四を除く。）の規定を適用する。この場合におい
て、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

10

附

（短期給付に係る財政調整事業）
第十四条の三 （略）
２～４ （略）
５ 前項の規定により連合会に拠出する特別拠出金の拠
出に要する費用は、国、行政執行法人若しくは職員団
体、独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの若しく
は国立大学法人等又は組合若しくは連合会が、政令で
定めるところにより、負担するものとする。
６～
（郵政会社等の役職員の取扱い）
第二十条の三 （略）
２・３ （略）
４ 第一項の規定により共済組合を設けた場合には、郵
政会社等役職員は職員と、同項の共済組合は組合と、
郵政会社等の業務は公務とそれぞれみなして、この法
律（第六十八条の二、第六十八条の三及び附則第十四
条の四を除く。）の規定を適用する。この場合におい
て、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

10

字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか
、必要な技術的読替えは、政令で定める。
（略）
（略）
（略）
第八条第一項 （略）
（略）
行 政 執 行 法 行政執行法人の職員又は郵
人の職員
政会社等の所属の職員
（略）
（略）
（略）
第三十七条第 行 政 執 行 法 行政執行法人又は郵政会社
一項
人
等
（略）
（略）
（略）
第九十九条第 若 し く は 独 、独立行政法人国立印刷局
三項
立 行 政 法 人 若しくは独立行政法人郵便
国立印刷局 貯金・簡易生命保険管理機
構
（略）
（略）
（略）
第百二条第一 行 政 執 行 法 行政執行法人、郵政会社等
項及び第四項 人

字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか
、必要な技術的読替えは、政令で定める。
（略）
（略）
（略）
第八条 第一 （略）
（略）
項
特定独立行政 特定独立行政法人の職員又は
法人の職員
郵政会社等の所属の職員
（略）
（略）
（略）
第三十七条 特定独立行政 特定独立行政法人又は郵政会
第一項
法人
社等
（略）
（略）
（略）
第九十九条 若しくは独立 、独立行政法人国立病院機構
第三項
行政法人国立 若しくは独立行政法人郵便貯
病院機構
金・簡易生命保険管理機構

（略）
（略）
（略）
第百二条第 特定独立行政 特定独立行政法人、郵政会社
一 項及び 第 法人
等
四項
（略）
（略）
（略）
第百二十二 又は特定独立 、特定独立行政法人又は郵政
条
行政法人
会社等（附則第二十条の八第
一項に規定する適用法人を含
む。第百二十六条の五第二項
及び附則第十四条の三第五項
において同じ。）
（略）
（略）

（略）

（略）
（略）
（略）
第百二十二条 又 は 行 政 執 、行政執行法人又は郵政会
行法人
社等（附則第二十条の八第
一項に規定する適用法人を
含む。第百二十六条の五第
二項及び附則第十四条の三
第五項において同じ。）
（略）
（略）

別表第三（第百二十四条の三関係）
名称
根拠法
（略）
（略）
独立行政法人産業技 独 立 行 政 法 人 産 業 技 術 総 合 研 究 所
術総合研究所
法（平成十一年法律第二百三号）

（略）

別表第三（第百二十四条の三関係）
名称
根拠法
（略）
（略）
国立研究開発法人産業 国 立 研 究 開 発 法 人 産 業 技 術 総 合
技術総合研究所
研究所法（平成十一年法律第二
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百三号）
国立研究開発法人情報 国 立 研 究 開 発 法 人 情 報 通 信 研 究
通信研究機構
機構法（平成十一年法律第百六
十二号）
（略）
（略）
国立研究開発法人物質 国 立 研 究 開 発 法 人 物 質 ・ 材 料 研
・材料研究機構
究機構法（平成十一年法律第百
七十三号）
国立研究開発法人防災 国 立 研 究 開 発 法 人 防 災 科 学 技 術
科学技術研究所
研究所法（平成十一年法律第百
七十四号）
国立研究開発法人放射 国 立 研 究 開 発 法 人 放 射 線 医 学 総
線医学総合研究所
合研究所法（平成十一年法律第
百七十六号）
（略）
（略）
国立研究開発法人農業 国 立 研 究 開 発 法 人 農 業 ・ 食 品 産
・食品産業技術総合研 業 技 術 総 合 研 究 機 構 法 （ 平 成 十
究機構
一年法律第百九十二号）
国立研究開発法人農業 国 立 研 究 開 発 法 人 農 業 生 物 資 源
生物資源研究所
研究所法（平成十一年法律第百
九十三号）
国立研究開発法人農業 国 立 研 究 開 発 法 人 農 業 環 境 技 術
環境技術研究所
研究所法（平成十一年法律第百
九十四号）
国立研究開発法人国際 国 立 研 究 開 発 法 人 国 際 農 林 水 産
農林水産業研究センタ 業 研 究 セ ン タ ー 法 （ 平 成 十 一 年
ー
法律第百九十七号）
国立研究開発法人森林 国 立 研 究 開 発 法 人 森 林 総 合 研 究
総合研究所
所法（平成十一年法律第百九十
八号）
国立研究開発法人水産 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 総 合 研 究
総合研究センター
センター法（平成十一年法律第

（略）
独立行政法人物質・材料研究機構
法（平成十一年法律第百七十三号
）
独立行政法人防災科学技術研究所
法（平成十一年法律第百七十四号
）
独立行政法人放射線医学総合研究
所法（平成十一年法律第百七十六
号）
（略）
独立行政法人農業・食品産業技術
総合研究機構法（平成十一年法律
第百九十二号）
独立行政法人農業生物資源研究所
法（平成十一年法律第百九十三号
）
独立行政法人農業環境技術研究所
法（平成十一年法律第百九十四号
）
独立行政法人国際農林水産業研究
センター法（平成十一年法律第百
九十七号）
独立行政法人森林総合研究所法（
平成十一年法律第百九十八号）

独立行政法人情報通 独 立 行 政 法 人 情 報 通 信 研 究 機 構 法
信研究機構
（平成十一年法律第百六十二号）
（略）
独立行政法人物質・
材料研究機構
独立行政法人防災科
学技術研究所
独立行政法人放射線
医学総合研究所
（略）
独立行政法人農業・
食品産業技術総合研
究機構
独立行政法人農業生
物資源研究所
独立行政法人農業環
境技術研究所
独立行政法人国際農
林水産業研究センタ
ー
独立行政法人森林総
合研究所

独立行政法人水産総 独立行政 法人水産 総合 研究セ ンタ
合研究センター
ー法（平成十一年法律第百九十九
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（略）
国立研究開発法人土木
研究所
国立研究開発法人建築
研究所
（略）
国立研究開発法人海上
技術安全研究所
国立研究開発法人港湾
空港技術研究所
国立研究開発法人電子
航法研究所
（略）
国立研究開発法人国立
環境研究所
（略）
国立研究開発法人国立
がん研究センター
国立研究開発法人国立
循環器病研究センター
国立研究開発法人国立
精神・神経医療研究セ
ンター
国立研究開発法人国立
国際医療研究センター
国立研究開発法人国立

百九十九号）
（略）
国立研究開発法人土木研究所法
（平成十一年法律第二百五号）
国立研究開発法人建築研究所法
（平成十一年法律第二百六号）
（略）
国立研究開発法人海上技術安全
研究所法（平成十一年法律第二
百八号）
国立研究開発法人港湾空港技術
研究所法（平成十一年法律第二
百九号）
国立研究開発法人電子航法研究
所法（平成十一年法律第二百十
号）
（略）
国立研究開発法人国立環境研究
所法（平成十一年法律第二百十
六号）
（略）
高度専門医療に関する研究等を
行う国立研究開発法人に関する
法律（平成二十年法律第九十三
号）

（略）
独立行政法人土木研
究所
独立行政法人建築研
究所
（略）

号）
（略）
独立行政法人土木研究所法（平成
十一年法律第二百五号）
独立行政法人建築研究所法（平成
十一年法律第二百六号）
（略）

独立行政法人海上技 独立行政法人海上技術 安全研究所
術安全研究所
法（平成十一年法律第二百八号）

独立行政法人港湾空 独 立行 政 法 人 港 湾 空 港 技 術 研 究 所
港技術研究所
法（平成十一年法律第二百九号）

独立行政法人電子航 独 立 行 政 法 人 電 子 航 法 研 究 所 法 （
法研究所
平成十一年法律第二百十号）

（略）
高度専門医療に関する研究等を行
う独立行政法人に関する法律（平
成二十年法律第九十三号）

（略）
（略）
独立行政法人国立環 独 立行 政 法 人 国 立 環 境研 究 所 法（
境研究所
平成十一年法律第二百十六号）
（略）
独立行政法人国立が
ん研究センター
独立行政法人国立循
環器病研究センター
独立行政法人国立精
神・神経医療研究セ
ンター
独立行政法人国立国
際医療研究センター
独立行政法人国立成
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成育医療研究センター
国立研究開発法人国立
長寿医療研究センター
独立行政法人国立病院 独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 法 （
機構
平成十四年法律第百九十一号）

育医療研究センター
独立行政法人国立長
寿医療研究センター
（新設）
（新設）
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○

正

案

印紙税法（昭和四十二年法律第二十三号）（第六十四条関係）

改

現

行

（傍線部分は改正部分）

文書名

（略）

作成者

非課税文書の表（第五条関係）

作成者

（略）

別表第三

文書名
（略）

非課税文書の表（第五条関係）

（略）

独立行政法人情報通信研究機構法（ 独 立 行 政 法 人 情
平成十一年法律第百六十二号）第十 報通信研究機構
四条第一項第一号から第七号まで（
業務の範囲）の業務、特定通信・放
送開発事業実施円滑化法（平成二年
法律第三十五号）第六条第一項第一
号（機構による特定通信・放送開発
事業の推進）の業務及び電気通信基
盤充実臨時措置法（平成三年法律第
二十七号）第六条第一号（機構によ
る施設整備事業の推進）の業務に関
する文書

別表第三

国立研究開発法人情報通信研究機 国 立 研 究 開 発 法
構法（平成十一年法律第百六十二 人 情 報 通 信 研 究
号 ） 第 十 四 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 機構
七号まで（業務の範囲）の業務、
特定通信・放送開発事業実施円滑
化法（平成二年法律第三十五号）
第六条第一項第一号（機構による
特定通信・放送開発事業の推進）
の業務及び電気通信基盤充実臨時
措置法（平成三年法律第二十七号
）第六条第一号（機構による施設
整備事業の推進）の業務に関する
文書

（略）

（略）

（略）

独立行政法人宇宙航空研究開発機構 独 立 行 政 法 人 宇
法（平成十四年法律第百六十一号） 宙 航 空 研 究 開 発
第十八条第一項第一号、第二号及び 機構
第九号（業務の範囲等）の業務に関
する文書

（略）

国立研究開発法人宇宙航空研究開 国 立 研 究 開 発 法
発機構法（平成十四年法律第百六 人 宇 宙 航 空 研 究
十 一 号 ） 第 十 八 条 第 一 項 第 一 号 、 開発機構
第二号及び第九号（業務の範囲等
）の業務に関する文書
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国立研究開発法
人農業・食品産
業技術総合研究
機構

（略）

独立行政法人農業・食品産業技術総 独 立 行 政 法 人 農
合研究機構法（平成十一年法律第百 業 ・ 食 品 産 業 技
九十二号）第十四条第一項第一号か 術総合研究機構
ら第四号まで及び第十号（業務の範
囲）の業務に関する文書

国立研究開発法人農業・食品産業
技術総合研究機構法（平成十一年
法律第百九十二号）第十四条第一
項第一号から第四号まで及び第十
号（業務の範囲）の業務に関する
文書
（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

独立行政法人海洋研究開発機構法（ 独 立 行 政 法 人 海
平成十五年法律第九十五号）第十七 洋研究開発機構
条第三号（業務の範囲）の業務に関
する文書

（略）

国立研究開発法人海洋研究開発機 国 立 研 究 開 発 法
構法（平成十五年法律第九十五号 人 海 洋 研 究 開 発
） 第 十 七 条 第 三 号 （ 業 務 の 範 囲 ） 機構
の業務に関する文書
（略）
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○

財務省設置法（平成十一年法律第九十五号）（第六十五条関係）

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

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 （略）
第二節 審議会等（第六条―第八条の二）
第三節・第四節 （略）
第四章・第五章 （略）
附則

正

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 （略）
第二節 審議会等（第六条―第八条）
第三節・第四節 （略）
第四章・第五章 （略）
附則

改

（設置）
第六条 （略）
（削る）

（設置）
第六条 （略）
２ 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところ
により財務省に置かれる審議会等で本省に置かれるも
のは、独立行政法人評価委員会とする。

（削る）

（独立行政法人評価委員会）
第八条の二 独立行政法人評価委員会については、独立
行政法人通則法（平成十一年法律第百三号。これに基
づく命令を含む。）の定めるところによる。
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○

独立行政法人酒類総合研究所法（平成十一年法律第百六十四号）（第六十六条関係）

現

行

（傍線部分は改正部分）

（研究所の目的）
第三条 （略）

案

（研究所の目的）
第三条 （略）

（新設）

正

（中期目標管理法人）
第三条の二 研究所は、通則法第二条第二項に規定する
中期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

改

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 役員の任期は、二年とする。

（主務大臣等）

（積立金の処分）
第十三条 （略）
２ 財務大臣は、前項の規定による承認をしようとする
ときは、あらかじめ、財務省の独立行政法人評価委員
会の意見を聴かなければならない。
３ 研究所は、第一項に規定する積立金の額に相当する
金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除し
てなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付
しなければならない。
４ 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。
（積立金の処分）
第十三条 （略）
（削る）

２ 研究所は、前項に規定する積立金の額に相当する金
額から同項の規定による承認を受けた金額を控除して
なお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付し
なければならない。
３ 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。
（主務大臣等）

- 184 -

第十五条 研究所に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ財務大臣及び財務省令とする。

第十五条 研究所に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ財務大臣、財務省及び財
務省令とする。
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○

独立行政法人造幣局法（平成十四年法律第四十号）（第六十七条関係）

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

（特定独立行政法人）
第四条 造幣局は、通則法第二条第二項に規定する特定
独立行政法人とする。

正

（行政執行法人）
第四条 造幣局は、通則法第二条第四項に規定する行政
執行法人とする。

（役員の任期）
第九条 役員の任期は、二年とする。

改

（理事長及び理事の任期等）
第九条 通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める
期間は、二年とする。
理事の任期は、二年とする。

（通貨制度の安定に重大な影響を与える契約の承認）
第十三条 造幣局は、貨幣の偽造を防止するための製造
の方法に関する技術（次条において「偽造防止技術」
という。）に係る事項その他の第十一条第一項第一号
及び第七号の業務（同号の業務にあっては、同項第一
号の業務に係るものに限る。次条及び第十八条におい
て同じ。）の実施に関する事項であって通貨制度の安
定に重大な影響を与えるおそれがあるものとして財務
省令で定めるものをその内容とする契約を締結しよう
とするときは、財務大臣の承認を受けなければならな
い。これを変更しようとするときも、同様とする。

（積立金の処分）
第十五条 造幣局は、通則法第二十九条第二項第一号に
規定する中期目標の期間（以下この条において「中期
目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則
法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理
（以下この項において「整理」という。）を行った後

（通貨制度の安定に重大な影響を与える契約の承認）
第十三条 造幣局は、貨幣の偽造を防止するための製造
の方法に関する技術（以下「偽造防止技術」という。
）に係る事項その他の第十一条第一項第一号及び第七
号の業務（同号の業務にあっては、同項第一号の業務
に係るものに限る。次条及び第十九条第一項において
同じ。）の実施に関する事項であって通貨制度の安定
に重大な影響を与えるおそれがあるものとして財務省
令で定めるものをその内容とする契約を締結しようと
するときは、財務大臣の承認を受けなければならない
。これを変更しようとするときも、同様とする。

２

（積立金の処分）
第十五条 造幣局は、毎事業年度、通則法第四十四条第
一項本文又は第二項の規定による整理（以下この項に
おいて「整理」という。）を行った後、同条第一項の
規定による積立金（以下この条において「積立金」と
いう。）がある場合において、次の各号のいずれかに
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該当するときは、当該各号に定める金額について財務
省令で定める基準により計算した額を国庫に納付しな
ければならない。

一 当該事業年度（以下この項及び次項において「対
象事業年度」という。）の直前の事業年度（次号に
おいて「前事業年度」という。）に係る整理を行っ
た後積立金がなかったとき 対象事業年度に係る整
理を行った後の積立金の額に相当する金額
二 前事業年度に係る整理を行った後積立金があった
場合であって、対象事業年度に係る整理を行った後
の積立金の額に相当する金額が前事業年度に係る整
理を行った後の積立金の額（当該前事業年度におい
て、この項の規定により国庫に納付した場合にあっ
てはその納付した額を、次項の規定により財務大臣
の承認を受けた金額がある場合にあってはその承認
を受けた金額に相当する額を、それぞれ控除した残
額）に相当する金額を超えるとき その超える額に
相当する金額
２ 造幣局は、前項各号列記以外の部分に規定する場合
において、積立金の額に相当する金額から同項の規定
により国庫に納付しなければならない額に相当する金
額を控除してなお残余があるときは、その残余の額に
相当する金額のうち財務大臣の承認を受けた金額を、
対象事業年度の次の事業年度に係る通則法第三十五条
の十第一項の認可を受けた事業計画（同項後段の規定
による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの
）の定めるところにより、当該次の事業年度における
第十一条に規定する業務の財源に充てることができる

、同条第一項の規定による積立金（以下この条におい
て「積立金」という。）がある場合において、次の各
号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める金
額について財務省令で定める基準により計算した額を
国庫に納付しなければならない。
一 当該中期目標の期間（以下この項及び次項におい
て「当該期間」という。）の直前の中期目標の期間
（次号において「前期間」という。）の最後の事業
年度に係る整理を行った後積立金がなかったとき
当該期間の最後の事業年度に係る整理を行った後の
積立金の額に相当する金額
二 前期間の最後の事業年度に係る整理を行った後積
立金があった場合であって、当該期間の最後の事業
年度に係る整理を行った後の積立金の額に相当する
金額が前期間の最後の事業年度に係る整理を行った
後の積立金の額（当該前期間の最後の事業年度にお
いて、この項の規定により国庫に納付した場合にあ
ってはその納付した額を、次項の規定により財務大
臣の承認を受けた金額がある場合にあってはその承
認を受けた金額に相当する額を、それぞれ控除した
残額）に相当する金額を超えるとき その超える額
に相当する金額
２ 造幣局は、前項各号列記以外の部分に規定する場合
において、積立金の額に相当する金額から同項の規定
により国庫に納付しなければならない額に相当する金
額を控除してなお残余があるときは、その残余の額に
相当する金額のうち財務大臣の承認を受けた金額を、
当該期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条
第一項の認可を受けた中期計画（同項後段の規定によ
る変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の
定めるところにより、当該次の中期目標の期間におけ
る第十一条に規定する業務の財源に充てることができ
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。
（削る）

（削る）

３ 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。
（長期借入金及び独立行政法人造幣局債券）
第十六条 （略）
（削る）

る。
３ 財務大臣は、前項の規定による承認をしようとする
ときは、あらかじめ、財務省の独立行政法人評価委員
会の意見を聴かなければならない。
４ 造幣局の最初の中期目標の期間については、第一項
第一号中「なかったとき」とあるのは、「なかったと
き又は当該期間が最初の中期目標の期間であるとき」
とする。
５ 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。

４
５
６
７

（長期借入金及び独立行政法人造幣局債券）
第十六条 （略）
２ 財務大臣は、前項の規定による認可をしようとする
ときは、あらかじめ、財務省の独立行政法人評価委員
会の意見を聴かなければならない。
３ 第一項の規定による債券の債権者は、造幣局の財産
について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受
ける権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

３
４
５
６

２ 前項の規定による債券の債権者は、造幣局の財産に
ついて他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受け
る権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

（償還計画）
第十七条 （略）
（削る）

（中期目標の期間の終了時の検討に当たっての配慮）

（償還計画）
第十七条 （略）
２ 財務大臣は、前項の規定による認可をしようとする
ときは、あらかじめ、財務省の独立行政法人評価委員
会の意見を聴かなければならない。

（緊急の必要がある場合の財務大臣の命令）
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第十八条 財務大臣は、貨幣の偽造に対処するため必要
があると認めるときその他貨幣の適切かつ確実な製造
のため緊急の必要があると認めるときは、造幣局に対
し、第十一条第一項第一号、第三号及び第七号の業務
に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができ
る。

削除

第十八条 財務大臣は、通則法第三十五条第一項の規定
による検討を行うに当たっては、貨幣の確実な製造の
確保並びに偽造防止技術の維持及び向上による通貨制
度の安定の確保の必要性に配慮するものとする。

（主務大臣等）
第二十条 造幣局に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ財務大臣、財務省及び財
務省令とする。

第十九条

（主務大臣等）
第二十条 造幣局に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ財務大臣及び財務省令とする。

第二十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、
その違反行為をした造幣局の役員は、二十万円以下の
過料に処する。
一・二 （略）
（新設）

（緊急の必要がある場合の財務大臣の要請）
第十九条 財務大臣は、貨幣の偽造に対処するため必要
があると認めるときその他貨幣の適切かつ確実な製造
のため緊急の必要があると認めるときは、造幣局に対
し、第十一条第一項第一号、第三号及び第七号の業務
に関し必要な措置を実施すべきことを要請することが
できる。
２ 造幣局は、前項の規定による財務大臣の要請があっ
たときは、速やかにその要請された措置を実施しなけ
ればならない。

第二十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、
その違反行為をした造幣局の役員は、二十万円以下の
過料に処する。
一・二 （略）
三 第十八条の規定による財務大臣の命令に違反した
とき。
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○

独立行政法人国立印刷局法（平成十四年法律第四十一号）（第六十八条関係）

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

（特定独立行政法人）
第四条 印刷局は、通則法第二条第二項に規定する特定
独立行政法人とする。

正

（行政執行法人）
第四条 印刷局は、通則法第二条第四項に規定する行政
執行法人とする。

（役員の任期）
第九条 役員の任期は、二年とする。

改

（理事長及び理事の任期等）
第九条 通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める
期間は、二年とする。
理事の任期は、二年とする。

（通貨制度の安定に重大な影響を与える契約の承認）
第十三条 印刷局は、銀行券の偽造を防止するための製
造の方法に関する技術（次条において「偽造防止技術
」という。）に係る事項その他の第十一条第一項第一
号及び第六号の業務（同号の業務にあっては、同項第
一号の業務に係るものに限る。次条及び第二十条第一
項において同じ。）の実施に関する事項であって通貨
制度の安定に重大な影響を与えるおそれがあるものと
して財務省令で定めるものをその内容とする契約を締
結しようとするときは、財務大臣の承認を受けなけれ
ばならない。これを変更しようとするときも、同様と
する。

（積立金の処分）
第十五条 印刷局は、通則法第二十九条第二項第一号に
規定する中期目標の期間（以下この条において「中期
目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則
法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理

（通貨制度の安定に重大な影響を与える契約の承認）
第十三条 印刷局は、銀行券の偽造を防止するための製
造の方法に関する技術（以下「偽造防止技術」という
。）に係る事項その他の第十一条第一項第一号及び第
六号の業務（同号の業務にあっては、同項第一号の業
務に係るものに限る。次条及び第二十条第一項におい
て同じ。）の実施に関する事項であって通貨制度の安
定に重大な影響を与えるおそれがあるものとして財務
省令で定めるものをその内容とする契約を締結しよう
とするときは、財務大臣の承認を受けなければならな
い。これを変更しようとするときも、同様とする。

２

（積立金の処分）
第十五条 印刷局は、毎事業年度、通則法第四十四条第
一項本文又は第二項の規定による整理（以下この項に
おいて「整理」という。）を行った後、同条第一項の
規定による積立金（以下この条において「積立金」と
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いう。）がある場合において、次の各号のいずれかに
該当するときは、当該各号に定める金額について財務
省令で定める基準により計算した額を国庫に納付しな
ければならない。

一 当該事業年度（以下この項及び次項において「対
象事業年度」という。）の直前の事業年度（次号に
おいて「前事業年度」という。）に係る整理を行っ
た後積立金がなかったとき 対象事業年度に係る整
理を行った後の積立金の額に相当する金額
二 前事業年度に係る整理を行った後積立金があった
場合であって、対象事業年度に係る整理を行った後
の積立金の額に相当する金額が前事業年度に係る整
理を行った後の積立金の額（当該前事業年度におい
て、この項の規定により国庫に納付した場合にあっ
てはその納付した額を、次項の規定により財務大臣
の承認を受けた金額がある場合にあってはその承認
を受けた金額に相当する額を、それぞれ控除した残
額）に相当する金額を超えるとき その超える額に
相当する金額
２ 印刷局は、前項各号列記以外の部分に規定する場合
において、積立金の額に相当する金額から同項の規定
により国庫に納付しなければならない額に相当する金
額を控除してなお残余があるときは、その残余の額に
相当する金額のうち財務大臣の承認を受けた金額を、
対象事業年度の次の事業年度に係る通則法第三十五条
の十第一項の認可を受けた事業計画（同項後段の規定
による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの
）の定めるところにより、当該次の事業年度における

（以下この項において「整理」という。）を行った後
、同条第一項の規定による積立金（以下この条におい
て「積立金」という。）がある場合において、次の各
号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める金
額について財務省令で定める基準により計算した額を
国庫に納付しなければならない。
一 当該中期目標の期間（以下この項及び次項におい
て「当該期間」という。）の直前の中期目標の期間
（次号において「前期間」という。）の最後の事業
年度に係る整理を行った後積立金がなかったとき
当該期間の最後の事業年度に係る整理を行った後の
積立金の額に相当する金額
二 前期間の最後の事業年度に係る整理を行った後積
立金があった場合であって、当該期間の最後の事業
年度に係る整理を行った後の積立金の額に相当する
金額が前期間の最後の事業年度に係る整理を行った
後の積立金の額（当該前期間の最後の事業年度にお
いて、この項の規定により国庫に納付した場合にあ
ってはその納付した額を、次項の規定により財務大
臣の承認を受けた金額がある場合にあってはその承
認を受けた金額に相当する額を、それぞれ控除した
残額）に相当する金額を超えるとき その超える額
に相当する金額
２ 印刷局は、前項各号列記以外の部分に規定する場合
において、積立金の額に相当する金額から同項の規定
により国庫に納付しなければならない額に相当する金
額を控除してなお残余があるときは、その残余の額に
相当する金額のうち財務大臣の承認を受けた金額を、
当該期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条
第一項の認可を受けた中期計画（同項後段の規定によ
る変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の
定めるところにより、当該次の中期目標の期間におけ
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第十一条に規定する業務の財源に充てることができる
。
（削る）

（削る）

３ 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。
（長期借入金及び独立行政法人国立印刷局債券）
第十六条 （略）
（削る）

る第十一条に規定する業務の財源に充てることができ
る。
３ 財務大臣は、前項の規定による承認をしようとする
ときは、あらかじめ、財務省の独立行政法人評価委員
会の意見を聴かなければならない。
４ 印刷局の最初の中期目標の期間については、第一項
第一号中「なかったとき」とあるのは、「なかったと
き又は当該期間が最初の中期目標の期間であるとき」
とする。
５ 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。

４
５
６
７

（長期借入金及び独立行政法人国立印刷局債券）
第十六条 （略）
２ 財務大臣は、前項の規定による認可をしようとする
ときは、あらかじめ、財務省の独立行政法人評価委員
会の意見を聴かなければならない。
３ 第一項の規定による債券の債権者は、印刷局の財産
について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受
ける権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

３
４
５
６

２ 前項の規定による債券の債権者は、印刷局の財産に
ついて他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受け
る権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

（償還計画）
第十七条 （略）
（削る）

（償還計画）
第十七条 （略）
２ 財務大臣は、前項の規定による認可をしようとする
ときは、あらかじめ、財務省の独立行政法人評価委員
会の意見を聴かなければならない。
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（日本銀行からの意見の聴取）
第十八条 財務大臣は、通則法第三十五条の九第一項の
規定により年度目標を定めるに当たっては、第十一条
第一項第一号の業務に関する事項について、あらかじ
め、日本銀行の意見を聴くものとする。

（日本銀行からの意見の聴取）
第十八条 財務大臣は、通則法第二十九条第一項の規定
により中期目標を定めるに当たっては、第十一条第一
項第一号の業務に関する事項について、あらかじめ、
日本銀行の意見を聴くものとする。

（緊急の必要がある場合の財務大臣等の要請）
第二十条 財務大臣は、銀行券の偽造に対処するため必
要があると認めるときその他銀行券の適切かつ確実な
製造のため緊急の必要があると認めるときは、印刷局
に対し、第十一条第一項第一号、第二号及び第六号の
業務に関し必要な措置を実施すべきことを要請するこ
とができる。
２ （略）
３ 印刷局は、前二項の規定による財務大臣の要請又は
内閣総理大臣の要請があったときは、速やかにその要
請された措置を実施しなければならない。

削除

（緊急の必要がある場合の財務大臣等の命令等）
第二十条 財務大臣は、銀行券の偽造に対処するため必
要があると認めるときその他銀行券の適切かつ確実な
製造のため緊急の必要があると認めるときは、印刷局
に対し、第十一条第一項第一号、第二号及び第六号の
業務に関し必要な措置をとるべきことを命ずることが
できる。
２ （略）
３ 印刷局は、前項の規定による内閣総理大臣の要請が
あったときは、速やかにその要請された措置を実施し
なければならない。

（主務大臣等）
第二十一条 印刷局に係る通則法における主務大臣、主
務省及び主務省令は、それぞれ財務大臣、財務省及び
財務省令とする。

第十九条

（主務大臣等）
第二十一条 印刷局に係る通則法における主務大臣及び
主務省令は、それぞれ財務大臣及び財務省令とする。

第二十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、
その違反行為をした印刷局の役員は、二十万円以下の
過料に処する。

（中期目標の期間の終了時の検討に当たっての配慮）
第十九条 財務大臣は、通則法第三十五条第一項の規定
による検討を行うに当たっては、銀行券の確実な製造
の確保並びに偽造防止技術の維持及び向上による通貨
制度の安定の確保の必要性に配慮するものとする。

第二十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、
その違反行為をした印刷局の役員は、二十万円以下の
過料に処する。
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一・二 （略）
三 第二十条第一項の規定による財務大臣の命令に違
反したとき。

一・二 （略）
（新設）
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○

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

（目的）
第八十五条 （略）
２ この節において「燃料安定供給対策」とは、石油、
可燃性天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確
保を図ることが緊要であることにかんがみ講じられる
措置であって、次に掲げるものをいう。
一 （略）
二 石油、可燃性天然ガス及び石炭資源の開発の促進
、石油の備蓄の増強並びに石油、可燃性天然ガス及
び石炭の生産及び流通の合理化のためにとられる施
策で経済産業大臣が行うものに関する財政上の措置
であって、次に掲げるもの
イ （略）
ロ 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発
機構に対する交付金の交付
ハ～ト （略）
三 （略）
３ この節において「エネルギー需給構造高度化対策」
とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適
切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要で
あることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げる
ものをいう。
一 太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギー
であって政令で定めるもの（以下この号において「
非化石エネルギー」という。）の開発及び利用の促
進並びにエネルギーの利用の高度化の促進のために
とられる施策で経済産業大臣が行うもの並びに内外

特別会計に関する法律（平成十九年法律第二十三号）（第六十九条関係）

改
（目的）
第八十五条 （略）
２ この節において「燃料安定供給対策」とは、石油、
可燃性天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確
保を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置
であって、次に掲げるものをいう。
一 （略）
二 石油、可燃性天然ガス及び石炭資源の開発の促進
、石油の備蓄の増強並びに石油、可燃性天然ガス及
び石炭の生産及び流通の合理化のためにとられる施
策で経済産業大臣が行うものに関する財政上の措置
であって、次に掲げるもの
イ （略）
ロ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合
開発機構に対する交付金の交付
ハ～ト （略）
三 （略）
３ この節において「エネルギー需給構造高度化対策」
とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適
切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要で
あることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げる
ものをいう。
一 太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギー
であって政令で定めるもの（以下この号において「
非化石エネルギー」という。）の開発及び利用の促
進並びにエネルギーの利用の高度化の促進のために
とられる施策で経済産業大臣が行うもの並びに内外
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におけるエネルギー起源二酸化炭素（エネルギーの
使用に伴って発生する二酸化炭素をいう。）の排出
の抑制（非化石エネルギーの開発及び利用又はエネ
ルギーの利用の高度化により行うものに限り、かつ
、海外で行う場合にあっては、我が国のエネルギー
の利用の制約の緩和に資するものに限る。）のため
にとられる施策で経済産業大臣又は環境大臣が行う
ものに関する財政上の措置であって、次に掲げるも
の
イ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合
開発機構に対する出資金の出資（非化石エネルギ
ーの開発及び利用の促進に関する業務で政令で定
めるものに係る出資に限る。）又は交付金の交付
ロ （略）
ハ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合
開発機構法（平成十四年法律第百四十五号）第十
五条第一項第一号、第四号及び第五号並びに非化
石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律
（昭和五十五年法律第七十一号）第十一条第一号
の規定に基づき行う事業に係る補助
ニ～ヘ （略）
二 我が国のエネルギーの利用に対する著しい制約を
回避しつつ気候変動に関する国際連合枠組条約の京
都議定書（以下この号において「京都議定書」とい
う。）第三条の規定に基づく約束を履行するために
とられる施策（京都議定書第六条１に規定する排出
削減単位の取得、京都議定書第十二条３（ｂ）に規
定する認証された排出削減量の取得及び京都議定書
第十七条に規定する排出量取引への参加に係るもの
に限る。）で経済産業大臣又は環境大臣が行うもの
に関する財政上の措置であって、国立研究開発法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第

におけるエネルギー起源二酸化炭素（エネルギーの
使用に伴って発生する二酸化炭素をいう。）の排出
の抑制（非化石エネルギーの開発及び利用又はエネ
ルギーの利用の高度化により行うものに限り、かつ
、海外で行う場合にあっては、我が国のエネルギー
の利用の制約の緩和に資するものに限る。）のため
にとられる施策で経済産業大臣又は環境大臣が行う
ものに関する財政上の措置であって、次に掲げるも
の
イ 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発
機構に対する出資金の出資（非化石エネルギーの
開発及び利用の促進に関する業務で政令で定める
ものに係る出資に限る。）又は交付金の交付
ロ （略）
ハ 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発
機構法（平成十四年法律第百四十五号）第十五条
第一項第一号、第四号及び第五号並びに非化石エ
ネルギーの開発及び導入の促進に関する法律（昭
和五十五年法律第七十一号）第十一条第一号の規
定に基づき行う事業に係る補助
ニ～ヘ （略）
二 我が国のエネルギーの利用に対する著しい制約を
回避しつつ気候変動に関する国際連合枠組条約の京
都議定書（以下この号において「京都議定書」とい
う。）第三条の規定に基づく約束を履行するために
とられる施策（京都議定書第六条１に規定する排出
削減単位の取得、京都議定書第十二条３（ｂ）に規
定する認証された排出削減量の取得及び京都議定書
第十七条に規定する排出量取引への参加に係るもの
に限る。）で経済産業大臣又は環境大臣が行うもの
に関する財政上の措置であって、独立行政法人新エ
ネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第二項
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二項の規定に基づき行う事業に係る補助
三 （略）
４ （略）
５ この節において「電源利用対策」とは、発電用施設
（これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項
において同じ。）の利用の促進及び安全の確保並びに
発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措
置（前項及び次項の措置に該当するものを除く。）で
あって、次に掲げるものをいう。
一 次に掲げる財政上の措置
イ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合
開発機構に対する交付金の交付
ロ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対
する出資（高速増殖炉の開発、核燃料物質の再処
理技術の開発その他の業務で政令で定めるものに
係る出資に限る。）又は交付金の交付
ハ・ニ （略）
二・三 （略）
６・７ （略）

の規定に基づき行う事業に係る補助
三 （略）
４ （略）
５ この節において「電源利用対策」とは、発電用施設
（これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項
において同じ。）の利用の促進及び安全の確保並びに
発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措
置（前項及び次項の措置に該当するものを除く。）で
あって、次に掲げるものをいう。
一 次に掲げる財政上の措置
イ 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発
機構に対する交付金の交付
ロ 独立行政法人日本原子力研究開発機構に対する
出資（高速増殖炉の開発、核燃料物質の再処理技
術の開発その他の業務で政令で定めるものに係る
出資に限る。）又は交付金の交付
ハ・ニ （略）
二・三 （略）
６・７ （略）

ヘ～チ （略）
（略）

（歳入及び歳出）
第八十八条 エネルギー需給勘定における歳入及び歳出
は、次のとおりとする。
一 歳入
イ～ニ （略）
ホ 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
法第十三条第三項及び独立行政法人新エネルギー
・産業技術総合開発機構法第十九条第三項の規定
による納付金であって、この勘定に帰属するもの

二

（歳入及び歳出）
第八十八条 エネルギー需給勘定における歳入及び歳出
は、次のとおりとする。
一 歳入
イ～ニ （略）
ホ 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
法第十三条第二項及び国立研究開発法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機構法第十九条第三項の
規定による納付金であって、この勘定に帰属する
もの
ヘ～チ （略）
（略）
二
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３

２ 電源開発促進勘定における歳入及び歳出は、次のと
おりとする。
一 歳入
イ～ニ （略）
ホ 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発
機構法第十九条第三項及び独立行政法人日本原子
力研究開発機構法（平成十六年法律第百五十五号
）第二十一条第三項の規定による納付金であって
、この勘定に帰属するもの
ヘ （略）
二 （略）
（略）

３

（歳入及び歳出）
第九十九条 労災勘定における歳入及び歳出は、次のと
おりとする。
一 歳入
イ～ニ （略）
ホ 独立行政法人労働安全衛生総合研究所法（平成
十一年法律第百八十一号）第十三条第三項、独立
行政法人福祉医療機構法（平成十四年法律第百六
十六号）第十六条第三項、独立行政法人労働政策
研究・研修機構法（平成十四年法律第百六十九号
）第十四条第三項及び独立行政法人労働者健康福
祉機構法（平成十四年法律第百七十一号）第十三
条第三項の規定による納付金
ヘ （略）
二 （略）
２ 雇用勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとす
る。
一 歳入
イ～チ （略）

２ 電源開発促進勘定における歳入及び歳出は、次のと
おりとする。
一 歳入
イ～ニ （略）
ホ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合
開発機構法第十九条第三項及び国立研究開発法人
日本原子力研究開発機構法（平成十六年法律第百
五十五号）第二十一条第二項の規定による納付金
であって、この勘定に帰属するもの
ヘ （略）
二 （略）
（略）
（歳入及び歳出）
第九十九条 労災勘定における歳入及び歳出は、次のと
おりとする。
一 歳入
イ～ニ （略）
ホ 独立行政法人労働安全衛生総合研究所法（平成
十一年法律第百八十一号）第十三条第三項、独立
行政法人福祉医療機構法（平成十四年法律第百六
十六号）第十六条第二項、独立行政法人労働政策
研究・研修機構法（平成十四年法律第百六十九号
）第十四条第三項及び独立行政法人労働者健康福
祉機構法（平成十四年法律第百七十一号）第十三
条第二項の規定による納付金
ヘ （略）
二 （略）
２ 雇用勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとす
る。
一 歳入
イ～チ （略）
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３

リ 中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百
六十号）第七十五条第二項、独立行政法人高齢・
障害・求職者雇用支援機構法（平成十四年法律第
百六十五号）第十七条第二項及び独立行政法人労
働政策研究・研修機構法第十四条第三項の規定に
よる納付金
ヌ （略）
二 （略）
（略）

３

５
６

リ 中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百
六十号）第七十五条第三項、独立行政法人高齢・
障害・求職者雇用支援機構法（平成十四年法律第
百六十五号）第十七条第三項及び独立行政法人労
働政策研究・研修機構法第十四条第三項の規定に
よる納付金
ヌ （略）
二 （略）
（略）

（歳入及び歳出）
第百十一条 （略）
２ （略）
３ 厚生年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおり
とする。
一 歳入
イ～チ （略）
リ 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）第十六条第三項の規定によ
る納付金
ヌ （略）
二 （略）
４ 健康勘定における歳入及び歳出は、次のとおりと
する。
一 歳入
イ～ニ （略）
ホ 独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条
第三項の規定による納付金
ヘ （略）
二 （略）
（略）
業務勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとす

（歳入及び歳出）
第百十一条 （略）
２ （略）
３ 厚生年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおり
とする。
一 歳入
イ～チ （略）
リ 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）第十六条第二項の規定によ
る納付金
ヌ （略）
二 （略）
４ 健康勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとす
る。
一 歳入
イ～ニ （略）
ホ 独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条
第二項の規定による納付金
ヘ （略）
二 （略）
（略）
業務勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとす
５
６
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る。
一 歳入
イ～ホ （略）
ヘ 独立行政法人福祉医療機構法第十六条第二項及
び独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条
第二項の規定による納付金
ト （略）
（略）

二
（他の勘定への繰入れ）
第百十四条 （略）
２～８ （略）
９ 独立行政法人福祉医療機構法第十六条第二項の規定
による納付金に相当する金額は、政令で定めるところ
により、業務勘定から国民年金勘定及び厚生年金勘定
に繰り入れるものとする。

る。
一 歳入
イ～ホ （略）
ヘ 独立行政法人福祉医療機構法第十六条第三項及
び独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条
第三項の規定による納付金
ト （略）
（略）
二

則

（他の勘定への繰入れ）
第百十四条 （略）
２～８ （略）
９ 独立行政法人福祉医療機構法第十六条第三項の規定
による納付金に相当する金額は、政令で定めるところ
により、業務勘定から国民年金勘定及び厚生年金勘定
に繰り入れるものとする。
附

第十六条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成
十四年法律第百四十七号）附則第六条第五項に規定す
る特別の勘定が廃止されるまでの間、第八十八条第一
項の規定によるほか、同法附則第十四条において読み
替えて適用する同法第十九条第三項及び同法附則第六
条第六項の規定による納付金であってエネルギー需給
勘定に帰属するものは、同勘定の歳入とする。

則

第十六条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成
十四年法律第百四十七号）附則第六条第五項に規定す
る特別の勘定が廃止されるまでの間、第八十八条第一
項の規定によるほか、同法附則第十四条において読み
替えて適用する同法第十九条第二項及び同法附則第六
条第六項の規定による納付金であってエネルギー需給
勘定に帰属するものは、同勘定の歳入とする。

（労働保険特別会計の雇用勘定の歳入の特例）
第十九条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構法附則第五条第四項又は第七項の規定による国庫へ
の納付が行われる会計年度における第九十九条第二項
第一号リの規定の適用については、同号リ中「第十七

附

（労働保険特別会計の雇用勘定の歳入の特例）
第十九条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構法附則第五条第四項又は第七項の規定による国庫へ
の納付が行われる会計年度における第九十九条第二項
第一号リの規定の適用については、同号リ中「第十七
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条第二項及び」とあるのは、「第十七条第二項並びに
同法附則第五条第四項及び第七項並びに」とする。

（自動車事故対策勘定の歳入及び歳出）
第五十八条 自動車事故対策勘定における歳入及び歳出
は、次のとおりとする。
一 歳入
イ～ハ （略）
ニ 独立行政法人自動車事故対策機構法（平成十四
年法律第百八十三号）第十五条第三項の規定によ
る納付金
ホ
略
（略）

条第三項及び」とあるのは、「第十七条第三項並びに
同法附則第五条第四項及び第七項並びに」とする。

二

（自動車事故対策勘定の歳入及び歳出）
第五十八条 自動車事故対策勘定における歳入及び歳出
は、次のとおりとする。
一 歳入
イ～ハ （略）
ニ 独立行政法人自動車事故対策機構法（平成十四
年法律第百八十三号）第十五条第二項の規定によ
る納付金
ホ
略
（略）
二
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(

)

(

)

○

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

第三十四条 研究施設研究教育職員（政令で定める者に
限る。以下この条において同じ。）が、国及び特定独
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）第二条第二項に規定する特定独立行政法人を
いう。以下同じ。）以外の者が国若しくは指定特定独
立行政法人（特定独立行政法人のうち、その業務の内
容その他の事情を勘案して国の行う研究と同等の公益
性を有する研究を行うものとして文部科学大臣が指定
するものをいう。以下この項において同じ。）と共同
して行う研究又は国若しくは指定特定独立行政法人の
委託を受けて行う研究（以下この項において「共同研
究等」という。）に従事するため国家公務員法第七十
九条の規定により休職にされた場合において、当該共
同研究等への従事が当該共同研究等の効率的実施に特
に資するものとして政令で定める要件に該当するとき
は、研究施設研究教育職員に関する国家公務員退職手
当法（昭和二十八年法律第百八十二号）第六条の四第
一項及び第七条第四項の規定の適用については、当該
休職に係る期間は、同法第六条の四第一項に規定する
現実に職務をとることを要しない期間には該当しない
ものとみなす。
２ 前項の規定は、研究施設研究教育職員が国及び特定
独立行政法人以外の者から国家公務員退職手当法の規
定による退職手当に相当する給付として政令で定める
ものの支払を受けた場合には、適用しない。
（略）
３

教育公務員特例法（昭和二十四年法律第一号）（第七十条関係）

改
第三十四条 研究施設研究教育職員（政令で定める者に
限る。以下この条において同じ。）が、国及び行政執
行法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三
号）第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以
下同じ。）以外の者が国若しくは指定行政執行法人（
行政執行法人のうち、その業務の内容その他の事情を
勘案して国の行う研究と同等の公益性を有する研究を
行うものとして文部科学大臣が指定するものをいう。
以下この項において同じ。）と共同して行う研究又は
国若しくは指定行政執行法人の委託を受けて行う研究
（以下この項において「共同研究等」という。）に従
事するため国家公務員法第七十九条の規定により休職
にされた場合において、当該共同研究等への従事が当
該共同研究等の効率的実施に特に資するものとして政
令で定める要件に該当するときは、研究施設研究教育
職員に関する国家公務員退職手当法（昭和二十八年法
律第百八十二号）第六条の四第一項及び第七条第四項
の規定の適用については、当該休職に係る期間は、同
法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとること
を要しない期間には該当しないものとみなす。
２ 前項の規定は、研究施設研究教育職員が国及び行政
執行法人以外の者から国家公務員退職手当法の規定に
よる退職手当に相当する給付として政令で定めるもの
の支払を受けた場合には、適用しない。
（略）
３
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○

案

現

行

特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律（平成六年法律第七十八号）（第七十一条関係）
（傍線部分は改正部分）
正

４ （略）
５ この法律において「特定中性子線施設」とは、独立
行政法人日本原子力研究開発機構（以下「日本原子力
研究開発機構」という。）により設置される、加速さ
れた陽子を原子核に衝突させることにより発生する中
性子線を使用して研究等を行うための施設であって、
文部科学省令で定めるものをいう。
６～９ （略）

改
（定義）
第二条 （略）
２ （略）
３ この法律において「特定放射光施設」とは、国立研
究開発法人理化学研究所（以下「理化学研究所」とい
う。）により設置される、加速された電子又は陽電子
から放射される強い指向性と高い輝度を有する電磁波
（以下「放射光」という。）を使用して研究等を行う
ための施設であって、文部科学省令で定めるものをい
う。
４ （略）
５ この法律において「特定中性子線施設」とは、国立
研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「日本原
子力研究開発機構」という。）により設置される、加
速された陽子を原子核に衝突させることにより発生す
る中性子線を使用して研究等を行うための施設であっ
て、文部科学省令で定めるものをいう。
６～９ （略）

２

（定義）
第二条 （略）
２ （略）
３ この法律において「特定放射光施設」とは、独立行
政法人理化学研究所（以下「理化学研究所」という。
）により設置される、加速された電子又は陽電子から
放射される強い指向性と高い輝度を有する電磁波（以
下「放射光」という。）を使用して研究等を行うため
の施設であって、文部科学省令で定めるものをいう。

（国立研究開発法人理化学研究所法及び国立研究開発
法人日本原子力研究開発機構法の特例）
第七条 第五条第一項の規定により理化学研究所の業務
が行われる場合には、国立研究開発法人理化学研究所
法（平成十四年法律第百六十号）第二十四条第一号中
「この法律」とあるのは、「この法律又は特定先端大
型研究施設の共用の促進に関する法律」とする。
第五条第二項の規定により日本原子力研究開発機構

（独立行政法人理化学研究所法及び独立行政法人日本
原子力研究開発機構法の特例）
第七条 第五条第一項の規定により理化学研究所の業務
が行われる場合には、独立行政法人理化学研究所法（
平成十四年法律第百六十号）第二十四条第一号中「こ
の法律」とあるのは、「この法律又は特定先端大型研
究施設の共用の促進に関する法律」とする。
第五条第二項の規定により日本原子力研究開発機構
２
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の業務が行われる場合には、国立研究開発法人日本原
子力研究開発機構法（平成十六年法律第百五十五号）
第三十三条第一号中「この法律」とあるのは「この法
律又は特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法
律」と、「主務大臣」とあるのは「主務大臣又は文部
科学大臣」とする。

の業務が行われる場合には、独立行政法人日本原子力
研究開発機構法（平成十六年法律第百五十五号）第三
十三条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又
は特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」
と、「主務大臣」とあるのは「主務大臣又は文部科学
大臣」とする。
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○

削除

改

正

案

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

行

（傍線部分は改正部分）

（役員の職務及び権限）
第十一条 （略）
２ （略）
３ 監事は、事業団の業務を監査する。

（評価委員会）
第九条 文部科学省の独立行政法人評価委員会は、独立
行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第十二条
第二項に掲げるもののほか、この法律の規定によりそ
の権限に属させられた事項を処理する。

現

日本私立学校振興・共済事業団法（平成九年法律第四十八号）（第七十二条関係）

第九条

（役員の職務及び権限）
第十一条 （略）
２ （略）
３ 監事は、事業団の業務を監査する。この場合におい
て、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監
査報告書を作成しなければならない。
４ 監事は、いつでも、役員（監事を除く。）及び職員
に対して事務及び事業の報告を求め、又は事業団の業
務及び財産の状況の調査をすることができる。
５ 監事は、事業団がこの法律の規定による認可、承認
、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部
科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようと
するときは、これらの書類を調査しなければならない
。
６ 監事は、その職務を行うため必要があるときは、事
業団の子法人（事業団がその経営を支配している法人
として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。
）に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務
及び財産の状況の調査をすることができる。
７ 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の
報告又は調査を拒むことができる。
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８

（略）

（理事長等への報告義務）
第十一条の二 監事は、役員（監事を除く。）が不正の
行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認
めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する
事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは
、遅滞なく、その旨を理事長に報告するとともに、文
部科学大臣に報告しなければならない。

４

（略）

（新設）

（略）
（略）

（役員の任命）
第十二条 （略）
２ （略）
（新設）

３
４

（役員の任命）
第十二条 （略）
２ （略）
３ 文部科学大臣は、前二項の規定により理事長又は監
事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募（理
事長又は監事の職務の内容、勤務条件その他必要な事
項を公示して行う候補者の募集をいう。）、候補者の
推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために
必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
（略）
（略）

４
５

２

（略）

（新設）

（役員の任期）
第十三条 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の
役員の任期は、前任者の残任期間とする。

（役員の任期）
第十三条 理事長及び理事の任期は、二年とする。ただ
し、補欠の理事長及び理事の任期は、前任者の残任期
間とする。
２ 監事の任期は、その任命後四年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する第三十二条第一項の規
定による同項の財務諸表の承認の時までとする。ただ
し、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
（略）
３
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（役員の忠実義務）
第十三条の二 事業団の役員は、その業務について、法
令、法令に基づいてする文部科学大臣の処分及び事業
団が定める助成業務方法書、共済規程、共済運営規則
その他の規則を遵守し、事業団のため忠実にその職務
を遂行しなければならない。
（役員の報告義務）
第十三条の三 事業団の役員（監事を除く。）は、事業
団に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があること
を発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告し
なければならない。
（代表権の制限）
第十七条 （略）
（役員等の損害賠償責任）
第十七条の二 事業団の役員又は会計監査人は、その任
務を怠ったときは、事業団に対し、これによって生じ
た損害を賠償する責任を負う。
前項の責任は、文部科学大臣の承認がなければ、免
除することができない。

２

（新設）

（新設）

（代表権の制限）
第十七条 （略）

（新設）

７・８

（運営審議会）
第十八条 （略）
２～５ （略）
６ 第十三条の規定は、委員について準用する。

（運営審議会）
第十八条 （略）
２～５ （略）
６ 第十三条第一項及び第三項の規定は、委員について
準用する。
７・８ （略）

（職員の任命）
第二十一条 （略）

（略）

（職員の任命）
第二十一条 （略）
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（他の役員及び職員についての依頼等の規制等）
第二十一条の二 独立行政法人通則法（平成十一年法律
第百三号）第五十条の四から第五十条の九までの規定
は、事業団について準用する。この場合において、こ
れらの規定中「中期目標管理法人の」とあり、及び「
当該中期目標管理法人の」とあるのは「日本私立学校
振興・共済事業団の」と、「当該中期目標管理法人と
」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団と」と
、「当該中期目標管理法人が」とあるのは「日本私立
学校振興・共済事業団が」と、「当該中期目標管理法
人に」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団に
」と、「中期目標管理法人役職員」とあるのは「事業
団役職員」と読み替えるほか、同法第五十条の四第二
項第一号及び第五号、第三項並びに第五項、第五十条
の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項並び
に第五十条の九中「政令」とあり、並びに同法第五十
条の六第一号及び第二号中「主務省令」とあるのは「
文部科学省令」と、同法第五十条の四第二項第四号中
「第三十二条第一項」とあるのは「日本私立学校振興
・共済事業団法第二十六条において準用する第三十二
条第一項」と、同号及び同項第五号並びに同法第五十
条の八第三項中「主務大臣」とあるのは「文部科学大
臣」と、同法第五十条の四第二項第五号中「第三十五
条第一項」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業
団法第二十六条において準用する第三十五条第一項」
と、同条第四項中「総務大臣」とあるのは「文部科学
大臣」と、同条第六項中「この法律、個別法」とある
のは「日本私立学校振興・共済事業団法」と、「業務
方法書、第四十九条に規定する規程その他の規則」と
あるのは「同法第二十五条第一項に規定する助成業務
方法書、同法第二十四条に規定する共済規程、同法第

（新設）
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二十五条第二項に規定する共済運営規則その他の規則
」と読み替えるものとする。
（役員及び職員の公務員たる性質）
第二十二条 （略）
（助成業務方法書及び共済運営規則）
第二十五条 （略）
２・３ （略）
４ 助成業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなけ
ればならない。
一 助成業務の方法
二 理事長及び理事の職務の執行が法令に適合するこ
とを確保するための体制その他事業団の助成業務の
適正を確保するための体制
三 その他文部科学省令で定める事項
５ 前項の規定は、共済運営規則について準用する。こ
の場合において、同項第一号及び第二号中「助成業務
」とあるのは、「共済業務」と読み替えるものとする
。

（役員及び職員の公務員たる性質）
第二十二条 （略）

（助成業務方法書及び共済運営規則）
第二十五条 （略）
２・３ （略）
４ 助成業務方法書及び共済運営規則に記載すべき事項
は、文部科学省令で定める。

５ 文部科学大臣は、第三項の認可（助成業務方法書に
係るものに限る。）をしようとするときは、あらかじ
め、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴
かなければならない。
（略）
６

（略）

６

第二十六条 事業団の助成業務については、独立行政法
人通則法第二十九条、第三十条（第二項第六号を除く
。）、第三十一条第一項及び第三十二条から第三十五
条までの規定を準用する。この場合において、同法第
二十九条、第三十条第一項、第三項及び第四項、第三
十一条第一項、第三十三条並びに第三十五条中「主務
大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同法第二十九
条第一項、第三十条第一項及び第五項、第三十一条第

（中期目標、中期計画、年度計画及び評価等）

（評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、年度計
画及び評価等）
第二十六条 事業団の助成業務については、独立行政法
人通則法第十二条の二第二項、第二十八条の二、第二
十八条の四、第二十九条、第三十条（第二項第七号を
除く。）、第三十一条第一項、第三十二条、第三十五
条及び第三十五条の二の規定を準用する。この場合に
おいて、同法第十二条の二第二項中「前項第一号若し
くは第二号に規定する規定又は同項第五号若しくは第
六号の規定により」とあるのは「日本私立学校振興・
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共済事業団法第二十六条において準用する第二十八条
の二第二項の規定により総務大臣に意見を述べたとき
、又は同法第二十六条において準用する第二十九条第
三項、第三十二条第五項若しくは第三十五条第三項の
規定により文部科学大臣に」と、同法第二十八条の二
第一項中「、第三十五条の四第一項の中長期目標及び
第三十五条の九第一項の年度目標の策定並びに」とあ
るのは「の策定及び」と、同項及び同条第三項中「第
三十二条第一項、第三十五条の六第一項及び第二項並
びに第三十五条の十一第一項及び第二項」とあるのは
「第三十二条第一項」と、同条第一項及び第三項並び
に同法第二十九条第一項、第二項第一号及び第三項、
第三十条第一項及び第三項、第三十一条第一項、第三
十二条（第三項を除く。）並びに第三十五条（第五項
を除く。）中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣
」と、同法第二十八条の二第二項中「ときは、総合科
学技術・イノベーション会議が次条の規定により作成
する研究開発の事務及び事業に関する事項に係る指針
の案の内容を適切に反映するとともに」とあるのは「
ときは」と、同条第三項中「中期目標、第三十五条の
四第一項の中長期目標及び第三十五条の九第一項の年
度目標」とあるのは「中期目標」と、同法第二十八条
の四中「独立行政法人」とあり、同法第二十九条第一
項、第三十条第一項及び第四項、第三十一条第一項、
第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条第四項
中「中期目標管理法人」とあり、並びに同法第二十九
条第一項、第三十二条第四項及び第六項並びに第三十
五条第一項中「当該中期目標管理法人」とあるのは「
日本私立学校振興・共済事業団」と、同法第二十八条
の四中「第三十二条第一項、第三十五条の六第一項若
しくは第二項又は第三十五条の十一第一項若しくは第
二項」とあるのは「第三十二条第一項」と、「年度計

一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第
一項並びに第三十五条第一項及び第三項中「独立行政
法人」とあり、並びに同法第二十九条第一項、第三十
二条第三項並びに第三十五条第一項及び第三項中「当
該独立行政法人」とあるのは「日本私立学校振興・共
済事業団」と、同法第二十九条第三項、第三十条第三
項、第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十四
条第一項並びに第三十五条第二項中「評価委員会」と
あり、並びに同法第三十二条第五項中「当該評価委員
会」とあるのは「文部科学省の独立行政法人評価委員
会」と、同法第三十条第一項及び第二項第七号、第三
十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条並びに
第三十四条第一項中「主務省令」とあるのは「文部科
学省令」と、同法第三十条第二項第四号の二中「不要
財産又は」とあるのは「不要財産（日本私立学校振興
・共済事業団法第三十八条の二において準用する第八
条第三項に規定する不要財産をいう。以下この号にお
いて同じ。）又は」と読み替えるものとする。

- 210 -

画、第三十五条の五第一項の中長期計画及び第三十五
条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項
の年度計画又は第三十五条の十第一項の事業計画」と
あるのは「年度計画」と、同法第三十条第一項及び第
二項第八号、第三十一条第一項並びに第三十二条第二
項中「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、同
法第三十条第二項第五号中「不要財産又は」とあるの
は「不要財産（日本私立学校振興・共済事業団法第三
十八条の二において準用する第八条第三項に規定する
不要財産をいう。以下この号において同じ。）又は」
と、同法第三十五条第一項中「の継続又は組織の存続
の必要性」とあるのは「を継続させる必要性、組織の
在り方」と、「業務の廃止若しくは移管又は組織の廃
止その他の」とあるのは「日本私立学校振興・共済事
業団に関し」と読み替えるものとする。
（財務諸表等）
第三十二条 事業団は、毎事業年度、貸借対照表、損益
計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その
他文部科学省令で定める書類及びこれらの附属明細書
（以下「財務諸表」という。）を作成し、これに文部
科学省令で定めるところにより作成した当該事業年度
の業務報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告
書（以下「業務報告書等」という。）並びに監査報告
書及び会計監査報告書を添付して、決算完結後二月以
内（第三十三条第一項第一号の経理に係るものにあっ
ては、一月以内）に文部科学大臣に提出し、その承認
を受けなければならない。
２ 理事長は、財務諸表及び業務報告書等に監査報告書
及び会計監査報告書を添付して、決算完結後遅滞なく
、これを審議会及び共済運営委員会に提出しなければ
ならない。

（財務諸表等）
第三十二条 事業団は、毎事業年度、貸借対照表、損益
計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その
他文部科学省令で定める書類及びこれらの附属明細書
（以下「財務諸表」という。）を作成し、これに当該
事業年度の業務報告書及び予算の区分に従い作成した
決算報告書（以下「業務報告書等」という。）を添え
、監事の意見を付けて、決算完結後二月以内（次条第
一項第一号の経理に係るものにあっては、一月以内）
に文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければな
らない。

２ 理事長は、財務諸表及び業務報告書等に監事の意見
を付けて、決算完結後遅滞なく、これを審議会及び共
済運営委員会に提出しなければならない。

- 211 -

（削る）

３ 事業団は、第一項の規定による文部科学大臣の承認
を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し
、かつ、財務諸表及び業務報告書等並びに監査報告書
及び会計監査報告書を、各事務所に備えて置き、文部
科学省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければな
らない。
４ 事業団は、第一項の附属明細書その他文部科学省令
で定める書類については、前項の規定による公告に代
えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告すること
ができる。
一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載す
る方法
二 電子公告（電子情報処理組織を使用する方法その
他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科
学省令で定めるものにより不特定多数の者が公告す
べき内容である情報の提供を受けることができる状
態に置く措置であって文部科学省令で定めるものを
とる公告の方法をいう。次項において同じ。）
５ 事業団が前項の規定により電子公告による公告をす
る場合には、第三項の文部科学省令で定める期間、継
続して当該公告をしなければならない。
（会計監査人の監査）
第三十二条の二 独立行政法人通則法第三十九条から第
四十三条までの規定は、事業団について準用する。こ
の場合において、同法第三十九条第一項中「独立行政
法人（その資本の額その他の経営の規模が政令で定め
る基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条に

３ 文部科学大臣は、第一項の規定による承認（次条第
一項第一号の経理に係るものに限る。）をしようとす
るときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評
価委員会の意見を聴かなければならない。
４ 事業団は、第一項の規定による文部科学大臣の承認
を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し
、かつ、財務諸表及び業務報告書等並びに同項の監事
の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、文
部科学省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければ
ならない。
（新設）

（新設）

（新設）
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おいて同じ。）」とあるのは「日本私立学校振興・共
済事業団」と、「財務諸表」とあるのは「財務諸表（
日本私立学校振興・共済事業団法第三十二条第一項に
規定する財務諸表をいう。第四十一条第三項第一号に
おいて同じ。）」と、「事業報告書」とあるのは「業
務報告書」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省
令」と、「会計監査報告」とあるのは「会計監査報告
書」と、同条第二項第二号中「総務省令」とあるのは
「文部科学省令」と、同条第三項中「子法人に」とあ
るのは「子法人（日本私立学校振興・共済事業団法第
十一条第六項に規定する子法人をいう。以下同じ。）
に」と、同法第三十九条の二第一項中「この法律、個
別法」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法
」と、同法第四十条及び第四十三条中「主務大臣」と
あるのは「文部科学大臣」と、同法第四十二条中「財
務諸表承認日」とあるのは「財務諸表承認日（日本私
立学校振興・共済事業団法第三十二条第一項の規定に
よる同項の財務諸表の承認の日をいう。）」と読み替
えるものとする。

（略）
（略）
（略）
（略）
（略）

（借入金及び私学振興債券）
第三十七条 （略）
２～６ （略）
（削る）

７
８
９
11 10

（借入金及び私学振興債券）
第三十七条 （略）
２～６ （略）
７ 文部科学大臣は、第一項ただし書、第二項ただし書
又は第四項の規定による認可をしようとするときは、
あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の
意見を聴かなければならない。
８ （略）
９ （略）
（略）
（略）
（略）
12 11 10
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（不要財産に係る国庫納付等）
第三十八条の二 独立行政法人通則法第八条第三項及び
第四十六条の二の規定は、事業団について準用する。
この場合において、同項中「重要な財産」とあるのは
「重要な財産（日本私立学校振興・共済事業団法第三
十三条第一項第一号の経理に係る勘定に属するものに
限る。）」と、「主務省令（当該独立行政法人を所管
する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただ
し、原子力規制委員会が所管する独立行政法人につい
ては、原子力規制委員会規則とする。以下同じ。）」
とあるのは「文部科学省令」と、「業務を」とあるの
は「同法第二十五条第一項に規定する助成業務を」と
、「第四十六条の二又は第四十六条の三」とあるのは
「第四十六条の二」と、同条第一項から第四項までの
規定中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、
同条第一項ただし書及び第二項ただし書中「中期目標
管理法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業
団」と、「中期計画」とあるのは「日本私立学校振興
・共済事業団法第二十六条において準用する第三十条
第一項に規定する中期計画」と、「第三十条第二項第
五号」とあるのは「同条第二項第五号」と、「、国立
研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第
二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事
業計画において第三十五条の十第三項第五号の計画を
定めた場合であって、これらの計画」とあるのは「で

（償還計画）
第三十八条 （略）
（削る）

（不要財産に係る国庫納付等）
第三十八条の二 独立行政法人通則法第八条第三項及び
第四十六条の二の規定は、事業団について準用する。
この場合において、同項中「重要な財産」とあるのは
「重要な財産（日本私立学校振興・共済事業団法第三
十三条第一項第一号の経理に係る勘定に属するものに
限る。）」と、「主務省令（当該独立行政法人を所管
する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。以下
同じ。）」とあるのは「文部科学省令」と、「業務を
」とあるのは「同法第二十五条第一項に規定する助成
業務を」と、「第四十六条の二又は第四十六条の三」
とあるのは「第四十六条の二」と、同条第一項から第
五項までの規定中「主務大臣」とあるのは「文部科学
大臣」と、同条第一項ただし書及び第二項ただし書中
「中期計画」とあるのは「日本私立学校振興・共済事
業団法第二十六条において準用する第三十条第一項に
規定する中期計画」と、「第三十条第二項第四号の二
」とあるのは「同条第二項第四号の二」と、同条第五
項中「評価委員会」とあるのは「文部科学省の独立行
政法人評価委員会」と読み替えるものとする。

（償還計画）
第三十八条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
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あって、その計画」と読み替えるものとする。
（役員の報酬及び職員の給与等）
第四十条 独立行政法人通則法第五十条の二の規定は、
事業団の役員の報酬及び退職手当について準用する。
この場合において、同条第一項及び第二項中「中期目
標管理法人」とあり、並びに同条第三項中「当該中期
目標管理法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済
事業団」と、同条第二項中「主務大臣」とあるのは「
文部科学大臣」と読み替えるものとする。

２ 独立行政法人通則法第五十条の十の規定は、事業団
の職員の給与及び退職手当について準用する。この場
合において、同条第一項及び第二項中「中期目標管理
法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」
と、同項中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」
と、同条第三項中「一般職の職員の給与に関する法律
（昭和二十五年法律第九十五号）の適用を受ける国家
公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、当該中
期目標管理法人の業務の実績並びに職員の職務の特性
及び雇用形態その他の事情を考慮して」とあるのは「
日本私立学校振興・共済事業団の業務の実績を考慮し
、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように
」と読み替えるものとする。
（違法行為等の是正）
第四十四条 独立行政法人通則法第三十五条の三の規定
は、事業団又はその役員若しくは職員の助成業務に係

（役員の報酬及び職員の給与等）
第四十条 独立行政法人通則法第五十二条及び第五十三
条の規定は、事業団の役員の報酬及び退職手当につい
て準用する。この場合において、同法第五十二条第一
項及び第二項中「特定独立行政法人」とあり、並びに
同条第三項中「当該特定独立行政法人」とあるのは「
日本私立学校振興・共済事業団」と、同条第二項及び
同法第五十三条中「主務大臣」とあるのは「文部科学
大臣」と、同法第五十二条第三項中「実績及び中期計
画の第三十条第二項第三号の人件費の見積り」とある
のは「実績」と、同法第五十三条中「評価委員会」と
あるのは「文部科学省の独立行政法人評価委員会」と
読み替えるものとする。
２ 独立行政法人通則法第六十三条の規定は、事業団の
職員の給与及び退職手当について準用する。この場合
において、同条第一項及び第二項中「特定独立行政法
人以外の独立行政法人」とあり、並びに同条第三項中
「当該独立行政法人」とあるのは「日本私立学校振興
・共済事業団」と、同条第二項中「主務大臣」とある
のは「文部科学大臣」と読み替えるものとする。

（違法行為等の是正）
第四十四条 独立行政法人通則法第六十五条の規定は、
事業団又はその役員若しくは職員の助成業務に係る行
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（財務大臣との協議）
第四十六条 文部科学大臣は、次の場合には、あらかじ
め、財務大臣に協議しなければならない。
一 第二十六条において準用する独立行政法人通則法
第三十条第一項、第二十八条第一項、第三十条、第
三十七条第一項ただし書、第二項ただし書、第四項
若しくは第九項、第三十八条又は第三十八条の二に
おいて準用する同法第四十六条の二第一項、第二項
若しくは第三項ただし書の規定による認可（第三十
条の規定による認可にあっては第三十三条第一項第
三号又は第五号の経理に係るものに限り、第三十八
条の規定による認可にあっては第三十三条第一項第
一号の経理に係るものに限る。）をしようとすると
き。
二～五 （略）

る行為について準用する。この場合において、同条中
「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「中期
目標管理法人」とあり、及び「当該中期目標管理法人
」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、
「この法律、個別法」とあるのは「日本私立学校振興
・共済事業団法」と読み替えるものとする。

第四十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、
その違反行為をした事業団の役員は、二十万円以下の
過料に処する。
一～四 （略）
（新設）

（財務大臣との協議）
第四十六条 文部科学大臣は、次の場合には、あらかじ
め、財務大臣に協議しなければならない。
一 第二十六条において準用する独立行政法人通則法
第三十条第一項、第二十八条第一項、第三十条、第
三十七条第一項ただし書、第二項ただし書、第四項
若しくは第十項、第三十八条第一項又は第三十八条
の二において準用する同法第四十六条の二第一項、
第二項若しくは第三項ただし書の規定による認可（
第三十条の規定による認可にあっては第三十三条第
一項第三号又は第五号の経理に係るものに限り、第
三十八条第一項の規定による認可にあっては第三十
三条第一項第一号の経理に係るものに限る。）をし
ようとするとき。
二～五 （略）

為について準用する。この場合において、同条中「主
務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「独立行政
法人」とあり、及び同条第一項中「当該独立行政法人
」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、
同項中「この法律、個別法」とあるのは「日本私立学
校振興・共済事業団法」と読み替えるものとする。

（新設）

第四十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、
その違反行為をした事業団の役員は、二十万円以下の
過料に処する。
一～四 （略）
五 第十一条第四項若しくは第五項又は第三十二条の
二において準用する独立行政法人通則法第三十九条
第三項の規定による調査を妨げたとき。
六 第二十一条の二において準用する独立行政法人通
則法第五十条の八第三項の規定による報告をせず、
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又は虚偽の報告をしたとき。
七 （略）
八 第二十六条において準用する独立行政法人通則法
第三十条第三項又は第三十二条第六項の規定による
文部科学大臣の命令に違反したとき。
九 第二十六条において準用する独立行政法人通則法
第三十二条第二項の規定による報告書の提出をせず
、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しく
は虚偽の記載をして報告書を提出したとき。
十 第三十二条第三項の規定に違反して、第三十三条
第一項第一号の経理に係る財務諸表、業務報告書等
、監査報告書又は会計監査報告書を備え置かず、又
は閲覧に供しなかったとき。
十一 （略）
十二 （略）
十三 第四十四条において準用する独立行政法人通則
法第三十五条の三の規定による文部科学大臣の命令
に違反したとき。
２ 事業団の子法人の役員が第十一条第六項又は第三十
二条の二において準用する独立行政法人通則法第三十
九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万
円以下の過料に処する。

五 （略）
六 第二十六条において準用する独立行政法人通則法
第三十条第四項の規定による文部科学大臣の命令に
違反したとき。
七 第二十六条において準用する独立行政法人通則法
第三十三条の規定による事業報告書の提出をせず、
又は事業報告書に記載すべき事項を記載せず、若し
くは虚偽の記載をして事業報告書を提出したとき。
八 第三十二条第四項の規定に違反して、第三十三条
第一項第一号の経理に係る財務諸表、業務報告書等
若しくは監事の意見を記載した書面を備え置かず、
又は閲覧に供しなかったとき。
（略）
（略）
九
十

十一 第四十四条において準用する独立行政法人通則
法第六十五条第二項の規定による報告をせず、又は
虚偽の報告をしたとき。
（新設）
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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）（第七十三条関係）

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 （略）
第二節 審議会等
第一款・第二款 （略）
第三款 国立大学法人評価委員会（第八条―第二
十条）

現

行

（傍線部分は改正部分）

（所掌事務）
第四条 文部科学省は、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。
一～二十六 （略）
二十七 独立行政法人宇宙航空研究開発機構における
学術研究及び教育に関すること。
二十八～六十一 （略）
六十二 独立行政法人理化学研究所の行う科学技術に
関する試験及び研究に関すること。
六十三～九十七 （略）

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 （略）
第二節 審議会等
第一款・第二款 （略）
第三款 削除
第四款 国立大学法人評価委員会（第十八条）
第五款 削除
第六款 独立行政法人評価委員会（第二十条）
第三節・第四節 （略）
第四章・第五章 （略）
附則

（所掌事務）
第四条 文部科学省は、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。
一～二十六 （略）
二十七 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構にお
ける学術研究及び教育に関すること。
二十八～六十一 （略）
六十二 国立研究開発法人理化学研究所の行う科学技
術に関する試験及び研究に関すること。
六十三～九十七 （略）

第六条 （略）
２ 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところ

第三節・第四節 （略）
第四章・第五章 （略）
附則

第六条 （略）
２ 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところ
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により文部科学省に置かれる審議会等で本省に置かれ
るものは、国立大学法人評価委員会とする。

第三款 国立大学法人評価委員会
第八条 国立大学法人評価委員会については、国立大学
法人法（これに基づく命令を含む。）の定めるところ
による。
第九条から第二十条まで 削除
（削る）

（削る）
（削る）

削除

により文部科学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。
国立大学法人評価委員会
独立行政法人評価委員会
第三款 削除
第八条から第十七条まで

第四款 国立大学法人評価委員会
第十八条 国立大学法人評価委員会については、国立大
学法人法（これに基づく命令を含む。）の定めるとこ
ろによる。
第五款 削除
第十九条 削除
第六款 独立行政法人評価委員会
第二十条 独立行政法人評価委員会については、独立行
政法人通則法（平成十一年法律第百三号。これに基づ
く命令を含む。）の定めるところによる。
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○

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法（平成十一年法律第百六十五号）（第七十四条関係）
（傍線部分は改正部分）

（研究所の目的）
第三条 （略）

（新設）

（研究所の目的）
第三条 （略）

行

（中期目標管理法人）
第三条の二 研究所は、通則法第二条第二項に規定する
中期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

現

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

案

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

正

（積立金の処分）
第十三条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

（積立金の処分）
第十三条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

改

３・４

（主務大臣等）
第十四条 研究所に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学
省及び文部科学省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十四条 研究所に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令と
する。
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○

独立行政法人大学入試センター法（平成十一年法律第百六十六号）（第七十五条関係）

行

（傍線部分は改正部分）

（センターの目的）
第三条 （略）

現

（センターの目的）
第三条 （略）

（新設）

案

（中期目標管理法人）
第三条の二 センターは、通則法第二条第二項に規定す
る中期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

正

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 役員の任期は、三年とする。

改

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、三年とする。

（積立金の処分）
第十五条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

（積立金の処分）
第十五条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

３・４

（主務大臣等）
第十六条 センターに係る通則法における主務大臣、主
務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科
学省及び文部科学省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十六条 センターに係る通則法における主務大臣及び
主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令
とする。
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○

独立行政法人国立青少年教育振興機構法（平成十一年法律第百六十七号）（第七十六条関係）
（傍線部分は改正部分）

（機構の目的）
第三条 （略）

（新設）

（機構の目的）
第三条 （略）

行

（中期目標管理法人）
第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

現

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

案

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

正

（積立金の処分）
第十二条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

（積立金の処分）
第十二条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

改

３・４

（基金）
第十三条 （略）
２ 通則法第四十七条及び第六十七条（第四号に係る部
分に限る。）の規定は、基金の運用について準用する
。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金

（略）

（基金）
第十三条 （略）
２ 通則法第四十七条及び第六十七条（第七号に係る部
分に限る。）の規定は、基金の運用について準用する
。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金
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銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約が
あるもの」と読み替えるものとする。
３ （略）
４ 文部科学大臣は、前項ただし書の規定による認可を
しようとするときは、財務大臣に協議しなければなら
ない。
５

銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約
があるもの」と読み替えるものとする。
３ （略）
４ 文部科学大臣は、前項ただし書の規定による認可を
しようとするときは、あらかじめ、文部科学省の独立
行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣
に協議しなければならない。
（略）

５

（主務大臣等）
第十四条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省
及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省
及び文部科学省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十四条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務
省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とす
る。
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○

独立行政法人国立女性教育会館法（平成十一年法律第百六十八号）（第七十七条関係）

（会館の目的）
第三条 （略）

（傍線部分は改正部分）

（会館の目的）
第三条 （略）

（新設）

行

（中期目標管理法人）
第三条の二 会館は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

現

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

案

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

正

（積立金の処分）
第十二条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

（積立金の処分）
第十二条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

改

３・４

（主務大臣等）
第十三条 会館に係る通則法における主務大臣、主務省
及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省
及び文部科学省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十三条 会館に係る通則法における主務大臣及び主務
省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とす
る。
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○

独立行政法人国立科学博物館法（平成十一年法律第百七十二号）（第七十八条関係）

（科学博物館の目的）
第三条 （略）

（傍線部分は改正部分）

（科学博物館の目的）
第三条 （略）

（新設）

行

（中期目標管理法人）
第三条の二 科学博物館は、通則法第二条第二項に規定
する中期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

現

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 館長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は
二年とする。

案

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

正

（積立金の処分）
第十三条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

（積立金の処分）
第十三条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

改

３・４

（主務大臣等）
第十四条 科学博物館に係る通則法における主務大臣、
主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部
科学省及び文部科学省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十四条 科学博物館に係る通則法における主務大臣及
び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省
令とする。
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○

正

案

現

行

独立行政法人物質・材料研究機構法（平成十一年法律第百七十三号）（第七十九条関係）

改

（傍線部分は改正部分）

（機構の目的）
第四条 国立研究開発法人物質・材料研究機構（以下「
機構」という。）は、物質・材料科学技術に関する基
礎研究及び基盤的研究開発等の業務を総合的に行うこ
とにより、物質・材料科学技術の水準の向上を図るこ
とを目的とする。

（名称）
第三条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、国立研究開発法人物質・材料
研究機構とする。

（目的）
第一条 この法律は、国立研究開発法人物質・材料研究
機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定め
ることを目的とする。

（新設）

（機構の目的）
第四条 独立行政法人物質・材料研究機構（以下「機構
」という。）は、物質・材料科学技術に関する基礎研
究及び基盤的研究開発等の業務を総合的に行うことに
より、物質・材料科学技術の水準の向上を図ることを
目的とする。

（名称）
第三条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、独立行政法人物質・材料研究
機構とする。

（目的）
第一条 この法律は、独立行政法人物質・材料研究機構
の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めるこ
とを目的とする。

独立行政法人物質・材料研究機構法

（国立研究開発法人）
第四条の二 機構は、通則法第二条第三項に規定する国
立研究開発法人とする。

（事務所）
第五条 （略）

国立研究開発法人物質・材料研究機構法

（事務所）
第五条 （略）
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（理事の任期）
第九条 理事の任期は、当該理事について理事長が定め
る期間（その末日が通則法第二十一条の二第一項の規
定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。
）とする。

第十二条 機構の理事長の解任に関する通則法第二十三
条第一項の規定の適用については、同項中「前条」と
あるのは、「前条及び国立研究開発法人物質・材料研
究機構法（平成十一年法律第百七十三号）第十一条」
とする。
２ 機構の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三
条第一項の規定の適用については、同項中「前条」と
あるのは、「前条並びに国立研究開発法人物質・材料
研究機構法（平成十一年法律第百七十三号）第十条及
び第十一条」とする。
（積立金の処分）
第十六条 機構は、通則法三十五条の四第二項第一号に

（役員の任期）
第九条 理事長の任期は、任命の日から、その日を含む
機構に係る通則法第二十九条第二項第一号に規定する
中期目標の期間（次項において「中期目標の期間」と
いう。）の末日までとする。
２ 通則法第二十九条第一項後段の規定により中期目標
が変更された場合において中期目標の期間が変更され
たときは、理事長の任期は、変更後の中期目標の期間
の末日までとする。
３ 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期
間（その末日が理事長の任期の末日以前であるものに
限る。）とする。
４ 第二項の規定により理事長の任期が変更された場合
において、理事の任期の末日が理事長の任期の末日後
となるときは、当該理事の任期は、変更後の理事長の
任期の末日までとする。
監事の任期は、二年とする。
５

第十二条 機構の理事長の解任に関する通則法第二十三
条第一項の規定の適用については、同項中「前条」と
あるのは、「前条及び独立行政法人物質・材料研究機
構法第十一条」とする。

２ 機構の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三
条第一項の規定の適用については、同項中「前条」と
あるのは、「前条並びに独立行政法人物質・材料研究
機構法第十条及び第十一条」とする。

（積立金の処分）
第十六条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規
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定する中期目標の期間（以下この項において「中期目
標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則法
第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行っ
た後、同条第一項の規定による積立金があるときは、
その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受
けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期
間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計
画（同項後段の規定による変更の認可を受けたときは
、その変更後のもの）の定めるところにより、当該次
の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源
に充てることができる。
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

規定する中長期目標の期間（以下この項において「中
長期目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る
通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理
を行った後、同条第一項の規定による積立金があると
きは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承
認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長
期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認
可を受けた中長期計画（同項後段の規定による変更の
認可を受けたときは、その変更後のもの）の定めると
ころにより、当該次の中長期目標の期間における前条
に規定する業務の財源に充てることができる。
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

３・４

（主務大臣等）
第十七条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省
及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省
及び文部科学省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十七条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務
省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とす
る。

- 228 -

○

正

案

現

行

独立行政法人防災科学技術研究所法（平成十一年法律第百七十四号）（第八十条関係）

改

（傍線部分は改正部分）

（研究所の目的）
第四条 国立研究開発法人防災科学技術研究所（以下「
研究所」という。）は、防災科学技術に関する基礎研
究及び基盤的研究開発等の業務を総合的に行うことに
より、防災科学技術の水準の向上を図ることを目的と
する。

（名称）
第三条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、国立研究開発法人防災科学技
術研究所とする。

（目的）
第一条 この法律は、国立研究開発法人防災科学技術研
究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定め
ることを目的とする。

（新設）

（研究所の目的）
第四条 独立行政法人防災科学技術研究所（以下「研究
所」という。）は、防災科学技術に関する基礎研究及
び基盤的研究開発等の業務を総合的に行うことにより
、防災科学技術の水準の向上を図ることを目的とする
。

（名称）
第三条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、独立行政法人防災科学技術研
究所とする。

（目的）
第一条 この法律は、独立行政法人防災科学技術研究所
の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めるこ
とを目的とする。

独立行政法人防災科学技術研究所法

（国立研究開発法人）
第四条の二 研究所は、通則法第二条第三項に規定する
国立研究開発法人とする。

（事務所）
第五条 （略）

国立研究開発法人防災科学技術研究所法

（事務所）
第五条 （略）
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（理事の任期）
第九条 理事の任期は、当該理事について理事長が定め
る期間（その末日が通則法第二十一条の二第一項の規
定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。
）とする。

第十二条 研究所の理事長の解任に関する通則法第二十
三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」
とあるのは、「前条及び国立研究開発法人防災科学技
術研究所法（平成十一年法律第百七十四号）第十一条
」とする。
２ 研究所の理事及び監事の解任に関する通則法第二十
三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」
とあるのは、「前条並びに国立研究開発法人防災科学
技術研究所法（平成十一年法律第百七十四号）第十条
及び第十一条」とする。
（積立金の処分）
第十六条 研究所は、通則法第三十五条の四第二項第一
号に規定する中長期目標の期間（以下この項において

（役員の任期）
第九条 理事長の任期は、任命の日から、その日を含む
研究所に係る通則法第二十九条第二項第一号に規定す
る中期目標の期間（次項において「中期目標の期間」
という。）の末日までとする。
２ 通則法第二十九条第一項後段の規定により中期目標
が変更された場合において中期目標の期間が変更され
たときは、理事長の任期は、変更後の中期目標の期間
の末日までとする。
３ 理事の任期は、理事長が定める期間（その末日が理
事長の任期の末日以前であるものに限る。）とする。
４ 第二項の規定により理事長の任期が変更された場合
において、理事の任期の末日が理事長の任期の末日後
となるときは、理事の任期は、変更後の理事長の任期
の末日までとする。
監事の任期は、二年とする。
５

第十二条 研究所の理事長の解任に関する通則法第二十
三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」
とあるのは、「前条及び独立行政法人防災科学技術研
究所法第十一条」とする。

２ 研究所の理事及び監事の解任に関する通則法第二十
三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」
とあるのは、「前条並びに独立行政法人防災科学技術
研究所法第十条及び第十一条」とする。

（積立金の処分）
第十六条 研究所は、通則法第二十九条第二項第一号に
規定する中期目標の期間（以下この項において「中期
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目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則
法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行
った後、同条第一項の規定による積立金があるときは
、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を
受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の
期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期
計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたとき
は、その変更後のもの）の定めるところにより、当該
次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財
源に充てることができる。
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

「中長期目標の期間」という。）の最後の事業年度に
係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による
整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があ
るときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣
の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の
中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項
の認可を受けた中長期計画（同項後段の規定による変
更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定め
るところにより、当該次の中長期目標の期間における
前条に規定する業務の財源に充てることができる。
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

３・４

（主務大臣等）
第十七条 研究所に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学
省及び文部科学省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十七条 研究所に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令と
する。
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○

正

案

現

行

独立行政法人放射線医学総合研究所法（平成十一年法律第百七十六号）（第八十一条関係）
（傍線部分は改正部分）
改

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、国立研究開発法人放射線医学
総合研究所とする。

（目的）
第一条 この法律は、国立研究開発法人放射線医学総合
研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定
めることを目的とする。

（研究所の目的）
第三条 独立行政法人放射線医学総合研究所（以下「研
究所」という。）は、放射線の人体への影響、放射線
による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線
の医学的利用に関する研究開発（研究及び開発をいう
。以下同じ。）等の業務を総合的に行うことにより、
放射線に係る医学に関する科学技術の水準の向上を図
ることを目的とする。

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、独立行政法人放射線医学総合
研究所とする。

（目的）
第一条 この法律は、独立行政法人放射線医学総合研究
所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める
ことを目的とする。

独立行政法人放射線医学総合研究所法

（研究所の目的）
第三条 国立研究開発法人放射線医学総合研究所（以下
「研究所」という。）は、放射線の人体への影響、放
射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放
射線の医学的利用に関する研究開発（研究及び開発を
いう。以下同じ。）等の業務を総合的に行うことによ
り、放射線に係る医学に関する科学技術の水準の向上
を図ることを目的とする。

（新設）

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法

（国立研究開発法人）
第三条の二 研究所は、通則法第二条第三項に規定する
国立研究開発法人とする。
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（理事の任期）
第八条 理事の任期は、当該理事について理事長が定め
る期間（その末日が通則法第二十一条の二第一項の規
定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。
）とする。

（事務所）
第四条 （略）

（事務所）
第四条 （略）

２ 研究所の理事及び監事の解任に関する通則法第二十
三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」
とあるのは、「前条並びに独立行政法人放射線医学総
合研究所法第九条及び第十条」とする。

第十一条 研究所の理事長の解任に関する通則法第二十
三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」
とあるのは、「前条及び独立行政法人放射線医学総合
研究所法第十条」とする。

５

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は、任命の日から、その日を含む
研究所に係る通則法第二十九条第二項第一号に規定す
る中期目標の期間（次項において「中期目標の期間」
という。）の末日までとする。
２ 通則法第二十九条第一項後段の規定により中期目標
が変更された場合において中期目標の期間が変更され
たときは、理事長の任期は、変更後の中期目標の期間
の末日までとする。
３ 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期
間（その末日が理事長の任期の末日以前であるものに
限る。）とする。
４ 第二項の規定により理事長の任期が変更された場合
において、理事の任期の末日が理事長の任期の末日後
となるときは、当該理事の任期は、変更後の理事長の
任期の末日までとする。
監事の任期は、二年とする。

第十一条 研究所の理事長の解任に関する通則法第二十
三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」
とあるのは、「前条及び国立研究開発法人放射線医学
総合研究所法（平成十一年法律第百七十六号）第十条
」とする。
２ 研究所の理事及び監事の解任に関する通則法第二十
三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」
とあるのは、「前条並びに国立研究開発法人放射線医
学総合研究所法（平成十一年法律第百七十六号）第九
条及び第十条」とする。
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（略）

（積立金の処分）
第十五条 研究所は、通則法第三十五条の四第二項第一
号に規定する中長期目標の期間（以下この項において
「中長期目標の期間」という。）の最後の事業年度に
係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による
整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があ
るときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣
の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の
中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項
の認可を受けた中長期計画（同項後段の規定による変
更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定め
るところにより、当該次の中長期目標の期間における
前条に規定する業務の財源に充てることができる。
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

３・４

（略）

（主務大臣等）
第十七条 （略）
（削る）
２

（積立金の処分）
第十五条 研究所は、通則法第二十九条第二項第一号に
規定する中期目標の期間（以下この項において「中期
目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則
法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行
った後、同条第一項の規定による積立金があるときは
、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を
受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の
期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期
計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたとき
は、その変更後のもの）の定めるところにより、当該
次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財
源に充てることができる。
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

（主務大臣等）
第十七条 （略）
２ 研究所に係る通則法における主務省は、文部科学省
とする。
（略）
３
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○

独立行政法人国立美術館法（平成十一年法律第百七十七号）（第八十二条関係）

（国立美術館の目的）
第三条 （略）

（傍線部分は改正部分）

（国立美術館の目的）
第三条 （略）

（新設）

行

（中期目標管理法人）
第三条の二 国立美術館は、通則法第二条第二項に規定
する中期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

現

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 理事長及び理事の任期は四年とし、監事の任期
は二年とする。

案

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、四年とする。

正

（積立金の処分）
第十二条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

（積立金の処分）
第十二条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

改

３・４

（美術に関する作品の処分等の制限）
第十三条 文部科学大臣は、国立美術館がその所有する
美術に関する作品（通則法第三十条第二項第四号の二
に規定する財産若しくは同項第五号に規定する重要な
財産、通則法第四十六条の二第一項に規定する政府出

（略）

（美術に関する作品の処分等の制限）
第十三条 文部科学大臣は、国立美術館がその所有する
美術に関する作品（通則法第三十条第二項第五号に規
定する財産若しくは同項第六号に規定する重要な財産
、通則法第四十六条の二第一項に規定する政府出資等

- 235 -

（主務大臣等）
第十四条 国立美術館に係る通則法における主務大臣及
び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省
令とする。

に係る不要財産又は通則法第四十八条に規定する重要
な財産であるものに限る。以下この条において同じ。
）を譲渡し、又は担保に供しようとする場合において
は、当該譲渡又は担保としての提供が当該美術に関す
る作品の保存及び活用に資することとなると認められ
るときでなければ、通則法第三十条第一項、第四十六
条の二第一項若しくは第二項又は第四十八条の認可を
してはならない。

（主務大臣等）
第十四条 国立美術館に係る通則法における主務大臣、
主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部
科学省及び文部科学省令とする。

資等に係る不要財産又は通則法第四十八条第一項に規
定する重要な財産であるものに限る。以下この条にお
いて同じ。）を譲渡し、又は担保に供しようとする場
合においては、当該譲渡又は担保としての提供が当該
美術に関する作品の保存及び活用に資することとなる
と認められるときでなければ、通則法第三十条第一項
、第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十八
条第一項の認可をしてはならない。
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○

独立行政法人国立文化財機構法（平成十一年法律第百七十八号）（第八十三条関係）

（機構の目的）
第三条 （略）

（傍線部分は改正部分）

（機構の目的）
第三条 （略）

（新設）

行

（中期目標管理法人）
第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

現

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 理事長及び理事の任期は四年とし、監事の任期
は二年とする。

案

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、四年とする。

正

（積立金の処分）
第十三条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

（積立金の処分）
第十三条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

改

３・４

（有形文化財の処分等の制限）
第十四条 文部科学大臣は、機構がその所有する有形文
化財（通則法第三十条第二項第四号の二に規定する財
産若しくは同項第五号に規定する重要な財産、通則法
第四十六条の二第一項に規定する政府出資等に係る不

（略）

（有形文化財の処分等の制限）
第十四条 文部科学大臣は、機構がその所有する有形文
化財（通則法第三十条第二項第五号に規定する財産若
しくは同項第六号に規定する重要な財産、通則法第四
十六条の二第一項に規定する政府出資等に係る不要財
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（主務大臣等）
第十五条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務
省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とす
る。

産又は通則法第四十八条に規定する重要な財産である
ものに限る。以下この条において同じ。）を譲渡し、
又は担保に供しようとする場合においては、当該譲渡
又は担保としての提供が当該有形文化財の保存及び活
用に資することとなると認められるときでなければ、
通則法第三十条第一項、第四十六条の二第一項若しく
は第二項又は第四十八条の認可をしてはならない。

（主務大臣等）
第十五条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省
及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省
及び文部科学省令とする。

要財産又は通則法第四十八条第一項に規定する重要な
財産であるものに限る。以下この条において同じ。）
を譲渡し、又は担保に供しようとする場合においては
、当該譲渡又は担保としての提供が当該有形文化財の
保存及び活用に資することとなると認められるときで
なければ、通則法第三十条第一項、第四十六条の二第
一項若しくは第二項又は第四十八条第一項の認可をし
てはならない。
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○

独立行政法人教員研修センター法（平成十二年法律第八十八号）（第八十四条関係）

（センターの目的）
第三条 （略）

（傍線部分は改正部分）

（センターの目的）
第三条 （略）

（新設）

行

（中期目標管理法人）
第三条の二 センターは、通則法第二条第二項に規定す
る中期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

現

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

案

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

正

（積立金の処分）
第十一条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

（積立金の処分）
第十一条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

改

３・４

（主務大臣等）
第十二条 センターに係る通則法における主務大臣、主
務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科
学省及び文部科学省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十二条 センターに係る通則法における主務大臣及び
主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令
とする。
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○

正

案

現

行

独立行政法人科学技術振興機構法（平成十四年法律第百五十八号）（第八十五条関係）

改

（傍線部分は改正部分）

（名称）
第三条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、国立研究開発法人科学技術振
興機構とする。

（目的）
第一条 この法律は、国立研究開発法人科学技術振興機
構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める
ことを目的とする。

（機構の目的）
第四条 独立行政法人科学技術振興機構（以下「機構」
という。）は、新技術の創出に資することとなる科学
技術（人文科学のみに係るものを除く。）に関する基
礎研究、基盤的研究開発、新技術の企業化開発等の業
務及び我が国における科学技術情報に関する中枢的機
関としての科学技術情報の流通に関する業務その他の
科学技術の振興のための基盤の整備に関する業務を総
合的に行うことにより、科学技術の振興を図ることを
目的とする。

（名称）
第三条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、独立行政法人科学技術振興機
構とする。

（目的）
第一条 この法律は、独立行政法人科学技術振興機構の
名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めること
を目的とする。

独立行政法人科学技術振興機構法

（機構の目的）
第四条 国立研究開発法人科学技術振興機構（以下「機
構」という。）は、新技術の創出に資することとなる
科学技術（人文科学のみに係るものを除く。）に関す
る基礎研究、基盤的研究開発、新技術の企業化開発等
の業務及び我が国における科学技術情報に関する中枢
的機関としての科学技術情報の流通に関する業務その
他の科学技術の振興のための基盤の整備に関する業務
を総合的に行うことにより、科学技術の振興を図るこ
とを目的とする。

（新設）

国立研究開発法人科学技術振興機構法

（国立研究開発法人）
第四条の二 機構は、通則法第二条第三項に規定する国
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（事務所）
第五条 （略）

（役員の任期）
第十二条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任
期は二年とする。

（事務所）
第五条 （略）

立研究開発法人とする。

（理事の任期）
第十二条 理事の任期は、二年とする。

第十五条 機構の理事長の解任に関する通則法第二十三
条第一項の規定の適用については、同項中「前条」と
あるのは、「前条及び独立行政法人科学技術振興機構
法第十四条」とする。

（利益及び損失の処理の特例等）
第二十条 機構は、文献情報提供勘定以外の一般の勘定
（以下「一般勘定」という。）において、通則法第二
十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間（以下
この項において「中期目標の期間」という。）の最後
の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項
の規定による整理を行った後、同条第一項の規定によ
る積立金があるときは、その額に相当する金額のうち
文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の
期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一
項の認可を受けた中期計画（同項後段の規定による変
更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定め

２ 機構の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三
条第一項の規定の適用については、同項中「前条」と
あるのは、「前条並びに独立行政法人科学技術振興機
構法第十三条及び第十四条」とする。

第十五条 機構の理事長の解任に関する通則法第二十三
条第一項の規定の適用については、同項中「前条」と
あるのは、「前条及び国立研究開発法人科学技術振興
機構法（平成十四年法律第百五十八号）第十四条」と
する。
２ 機構の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三
条第一項の規定の適用については、同項中「前条」と
あるのは、「前条並びに国立研究開発法人科学技術振
興機構法（平成十四年法律第百五十八号）第十三条及
び第十四条」とする。
（利益及び損失の処理の特例等）
第二十条 機構は、文献情報提供勘定以外の一般の勘定
（以下「一般勘定」という。）において、通則法第三
十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間
（以下この項において「中長期目標の期間」という。
）の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又
は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の
規定による積立金があるときは、その額に相当する金
額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中
長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法
第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画（同
項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その
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変更後のもの）の定めるところにより、当該次の中長
期目標の期間における第十八条に規定する業務（文献
情報提供業務を除く。）の財源に充てることができる
。
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

るところにより、当該次の中期目標の期間における第
十八条に規定する業務（文献情報提供業務を除く。）
の財源に充てることができる。

２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３～６ （略）

（略）

３～６

則

（主務大臣等）
第二十三条 機構に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学
省及び文部科学省令とする。

則

附

（主務大臣等）
第二十三条 機構に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令と
する。
附

４

（基金）
第五条の二 （略）
２ （略）
３ 通則法第四十七条及び第六十七条（第四号に係る部
分に限る。）の規定は、基金の運用について準用する
。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金
銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約が
あるもの」と読み替えるものとする。
（略）

４

（中期目標及び中期計画）
第五条の四 文部科学大臣は、通則法第二十九条第一項
の規定により、中期目標（革新的新技術研究開発業務
に係る部分に限る。）を定め、又はこれを変更しよう
とするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議

（基金）
第五条の二 （略）
２ （略）
３ 通則法第四十七条及び第六十七条（第七号に係る部
分に限る。）の規定は、基金の運用について準用する
。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金
銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約が
あるもの」と読み替えるものとする。
（略）
（中長期目標及び中長期計画）
第五条の四 文部科学大臣は、通則法第三十五条の四第
一項の規定により、中長期目標（革新的新技術研究開
発業務に係る部分に限る。）を定め、又はこれを変更
しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長
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に協議するとともに、総合科学技術・イノベーション
会議の意見を聴かなければならない。
２ 文部科学大臣は、通則法第三十五条の五第一項の規
定による中長期計画（革新的新技術研究開発業務に係
る部分に限る。）の認可をしようとするときは、あら
かじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合
科学技術・イノベーション会議の意見を聴かなければ
ならない。

するとともに、総合科学技術・イノベーション会議の
意見を聴かなければならない。
２ 文部科学大臣は、通則法第三十条第一項の規定によ
る中期計画（革新的新技術研究開発業務に係る部分に
限る。）の認可をしようとするときは、あらかじめ、
関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術
・イノベーション会議の意見を聴かなければならない
。
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○

独立行政法人日本学術振興会法（平成十四年法律第百五十九号）（第八十六条関係）

行

（傍線部分は改正部分）

（振興会の目的）
第三条 （略）

現

（振興会の目的）
第三条 （略）

（新設）

案

（中期目標管理法人）
第三条の二 振興会は、通則法第二条第二項に規定する
中期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

正

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第十条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

改

（理事の任期）
第十条 理事の任期は、二年とする。

４

（評議員）
第十四条 （略）
２ （略）
３ 通則法第二十一条第一項ただし書及び第二項並びに
第二十三条第二項の規定は、評議員について準用する
。
（略）

４

（学術研究助成基金）
第十八条 （略）
２ （略）
３ 通則法第四十七条及び第六十七条（第四号に係る部
分に限る。）の規定は、学術研究助成基金の運用につ

（評議員）
第十四条 （略）
２ （略）
３ 通則法第二十一条第三項ただし書及び第四項並びに
第二十三条第二項の規定は、評議員について準用する
。
（略）
（学術研究助成基金）
第十八条 （略）
２ （略）
３ 通則法第四十七条及び第六十七条（第七号に係る部
分に限る。）の規定は、学術研究助成基金の運用につ
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４

４

いて準用する。この場合において、通則法第四十七条
第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本
補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
（略）

（積立金の処分）
第二十条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

（積立金の処分）
第二十条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

いて準用する。この場合において、通則法第四十七条
第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本
補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
（略）

３・４

（主務大臣等）
第二十二条 振興会に係る通則法における主務大臣、主
務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科
学省及び文部科学省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第二十二条 振興会に係る通則法における主務大臣及び
主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令
とする。
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○

正

案

現

独立行政法人理化学研究所法（平成十四年法律第百六十号）（第八十七条関係）

改

行

（傍線部分は改正部分）

（研究所の目的）
第三条 国立研究開発法人理化学研究所（以下「研究所
」という。）は、科学技術（人文科学のみに係るもの
を除く。以下同じ。）に関する試験及び研究等の業務
を総合的に行うことにより、科学技術の水準の向上を
図ることを目的とする。

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、国立研究開発法人理化学研究
所とする。

（目的）
第一条 この法律は、国立研究開発法人理化学研究所の
名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めること
を目的とする。

（新設）

（研究所の目的）
第三条 独立行政法人理化学研究所（以下「研究所」と
いう。）は、科学技術（人文科学のみに係るものを除
く。以下同じ。）に関する試験及び研究等の業務を総
合的に行うことにより、科学技術の水準の向上を図る
ことを目的とする。

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、独立行政法人理化学研究所と
する。

（目的）
第一条 この法律は、独立行政法人理化学研究所の名称
、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目
的とする。

独立行政法人理化学研究所法

（国立研究開発法人）
第三条の二 研究所は、通則法第二条第三項に規定する
国立研究開発法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

国立研究開発法人理化学研究所法

（事務所）
第四条 （略）
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第十三条 研究所の役員の解任に関する通則法第二十三
条第一項の規定の適用については、同項中「前条」と
あるのは、「前条及び独立行政法人理化学研究所法第
十二条」とする。

（理事の任期）
第十一条 理事の任期は、当該理事について理事長が定
める期間（その末日が通則法第二十一条の二第一項の
規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る
。）とする。

（役員の任期）
第十一条 理事長の任期は、任命の日から、その日を含
む研究所に係る通則法第二十九条第二項第一号に規定
する中期目標の期間（以下「中期目標の期間」という
。）の末日までとする。
２ 通則法第二十九条第一項後段の規定により中期目標
が変更された場合において中期目標の期間が変更され
たときは、理事長の任期は、変更後の中期目標の期間
の末日までとする。
３ 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期
間（その末日が理事長の任期の末日以前であるものに
限る。）とする。
４ 第二項の規定により理事長の任期が変更された場合
において、理事の任期の末日が理事長の任期の末日後
となるときは、当該理事の任期は、変更後の理事長の
任期の末日までとする。
監事の任期は、二年とする。

第十三条 研究所の役員の解任に関する通則法第二十三
条第一項の規定の適用については、同項中「前条」と
あるのは、「前条及び国立研究開発法人理化学研究所
法（平成十四年法律第百六十号）第十二条」とする。

（積立金の処分）
第十七条 研究所は、中期目標の期間の最後の事業年度
に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定によ
る整理を行った後、同条第一項の規定による積立金が
あるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大
臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の
中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を
受けた中期計画（同項後段の規定による変更の認可を

５

（積立金の処分）
第十七条 研究所は、通則法第三十五条の四第二項第一
号に規定する中長期目標の期間（以下この項において
「中長期目標の期間」という。）の最後の事業年度に
係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による
整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があ
るときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣
の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の
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中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項
の認可を受けた中長期計画（同項後段の規定による変
更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定め
るところにより、当該次の中長期目標の期間における
前条に規定する業務の財源に充てることができる。
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

受けたときは、その変更後のもの）の定めるところに
より、当該次の中期目標の期間における前条に規定す
る業務の財源に充てることができる。

２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

（長期借入金）
第十八条 （略）
２ （略）
３ 文部科学大臣は、前二項の規定による認可をしよう
とするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法
人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議
しなければならない。

（略）

（長期借入金）
第十八条 （略）
２ （略）
３ 文部科学大臣は、前二項の規定による認可をしよう
とするときは、財務大臣に協議しなければならない。

（主務大臣等）
第二十条 研究所に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学
省及び文部科学省令とする。

３・４

（主務大臣等）
第二十条 研究所に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令と
する。
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○

正

案

現

行

独立行政法人宇宙航空研究開発機構法（平成十四年法律第百六十一号）（第八十八条関係）
（傍線部分は改正部分）
改

（目的）
第一条 この法律は、国立研究開発法人宇宙航空研究開
発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定
めることを目的とする。

（名称）
第三条 この法律及び通則法の定めるところにより設立
される独立行政法人の名称は、独立行政法人宇宙航空
研究開発機構とする。

（目的）
第一条 この法律は、独立行政法人宇宙航空研究開発機
構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める
ことを目的とする。

独立行政法人宇宙航空研究開発機構法

（名称）
第三条 この法律及び通則法の定めるところにより設立
される独立行政法人の名称は、国立研究開発法人宇宙
航空研究開発機構とする。

（機構の目的）
第四条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構（以下「機
構」という。）は、大学との共同等による宇宙科学に
関する学術研究、宇宙科学技術（宇宙に関する科学技
術をいう。以下同じ。）に関する基礎研究及び宇宙に
関する基盤的研究開発並びに人工衛星等の開発、打上
げ、追跡及び運用並びにこれらに関連する業務を、宇
宙基本法（平成二十年法律第四十三号）第二条の宇宙
の平和的利用に関する基本理念にのっとり、総合的か
つ計画的に行うとともに、航空科学技術に関する基礎
研究及び航空に関する基盤的研究開発並びにこれらに
関連する業務を総合的に行うことにより、大学等にお
ける学術研究の発展、宇宙科学技術及び航空科学技術
の水準の向上並びに宇宙の開発及び利用の促進を図る
ことを目的とする。

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法

（機構の目的）
第四条 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（以下
「機構」という。）は、大学との共同等による宇宙科
学に関する学術研究、宇宙科学技術（宇宙に関する科
学技術をいう。以下同じ。）に関する基礎研究及び宇
宙に関する基盤的研究開発並びに人工衛星等の開発、
打上げ、追跡及び運用並びにこれらに関連する業務を
、宇宙基本法（平成二十年法律第四十三号）第二条の
宇宙の平和的利用に関する基本理念にのっとり、総合
的かつ計画的に行うとともに、航空科学技術に関する
基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発並びにこれ
らに関連する業務を総合的に行うことにより、大学等
における学術研究の発展、宇宙科学技術及び航空科学
技術の水準の向上並びに宇宙の開発及び利用の促進を
図ることを目的とする。
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（副理事長及び理事の任期）
第十二条 副理事長及び理事の任期は、当該副理事長及
び理事について理事長が定める期間（その末日が通則
法第二十一条の二第一項の規定による理事長の任期の
末日以前であるものに限る。）とする。

（事務所）
第五条 （略）

（国立研究開発法人）
第四条の二 機構は、通則法第二条第三項に規定する国
立研究開発法人とする。
（事務所）
第五条 （略）

（新設）

第十五条 機構の理事長及び副理事長の解任に関する通
則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項
中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人宇宙
航空研究開発機構法第十四条」とする。

５

（役員の任期）
第十二条 理事長の任期は、任命の日から、その日を含
む機構に係る通則法第二十九条第二項第一号に規定す
る中期目標の期間（以下「中期目標の期間」という。
）の末日までとする。
２ 通則法第二十九条第一項後段の規定により同項に規
定する中期目標（以下「中期目標」という。）が変更
された場合において中期目標の期間が変更されたとき
は、理事長の任期は、変更後の中期目標の期間の末日
までとする。
３ 副理事長及び理事の任期は、当該副理事長及び理事
について理事長が定める期間（その末日が理事長の任
期の末日以前であるものに限る。）とする。
４ 第二項の規定により理事長の任期が変更された場合
において、副理事長又は理事の任期の末日が理事長の
任期の末日後となるときは、当該副理事長又は理事の
任期は、変更後の理事長の任期の末日までとする。
監事の任期は、二年とする。

第十五条 機構の理事長及び副理事長の解任に関する通
則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項
中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人
宇宙航空研究開発機構法（平成十四年法律第百六十一
号）第十四条」とする。
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（積立金の処分）
第二十三条 機構は、通則法第三十五条の四第二項第一

（学術研究の特性への配慮）
第二十条 文部科学大臣は、中長期目標（宇宙科学に関
する学術研究及びこれに関連する業務に係る部分に限
る。）を定め、又は変更するに当たっては、研究者の
自主性の尊重その他の学術研究の特性への配慮をしな
ければならない。

（宇宙開発利用に関する基本的な計画）
第十九条 主務大臣は、通則法第三十五条の四第一項に
規定する中長期目標（次項及び次条において「中長期
目標」といい、航空科学技術に関する基礎研究及び航
空に関する基盤的研究開発並びにこれらに関連する業
務に係る部分を除く。）を定め、又は変更するに当た
っては、宇宙基本法第二十四条に規定する宇宙基本計
画に基づかなければならない。
２ 主務大臣は、前条第一項第二号及び第八号に掲げる
業務（同項第二号に掲げる業務のうち航空科学技術に
関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発に係
るもの並びに同項第八号に掲げる業務のうち宇宙科学
及び航空科学技術に係るものを除く。）並びにこれら
に附帯する業務に関し、中長期目標を定め、又は変更
しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協
議しなければならない。

２ 機構の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三
条第一項の規定の適用については、同項中「前条」と
あるのは、「前条並びに国立研究開発法人宇宙航空研
究開発機構法（平成十四年法律第百六十一号）第十三
条及び第十四条」とする。

（積立金の処分）
第二十三条 機構は、中期目標の期間の最後の事業年度

（学術研究の特性への配慮）
第二十条 文部科学大臣は、中期目標（宇宙科学に関す
る学術研究及びこれに関連する業務に係る部分に限る
。）を定め、又は変更するに当たっては、研究者の自
主性の尊重その他の学術研究の特性への配慮をしなけ
ればならない。

２ 主務大臣は、前条第一項第二号及び第八号に掲げる
業務（同項第二号に掲げる業務のうち航空科学技術に
関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発に係
るもの並びに同項第八号に掲げる業務のうち宇宙科学
及び航空科学技術に係るものを除く。）並びにこれら
に附帯する業務に関し、中期目標を定め、又は変更し
ようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議
しなければならない。

（宇宙開発利用に関する基本的な計画）
第十九条 主務大臣は、中期目標（航空科学技術に関す
る基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発並びにこ
れらに関連する業務に係る部分を除く。）を定め、又
は変更するに当たっては、宇宙基本法第二十四条に規
定する宇宙基本計画に基づかなければならない。

２ 機構の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三
条第一項の規定の適用については、同項中「前条」と
あるのは、「前条並びに独立行政法人宇宙航空研究開
発機構法第十三条及び第十四条」とする。

- 251 -

号に規定する中長期目標の期間（以下この項において
「中長期目標の期間」という。）の最後の事業年度に
係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による
整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があ
るときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承
認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長
期目標の期間に係る第三十五条の五第一項の認可を受
けた中長期計画（同項後段の規定による変更の認可を
受けたときは、その変更後のもの）の定めるところに
より、当該次の中長期目標の期間における第十八条第
一項に規定する業務の財源に充てることができる。
（削る）

２ 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額
から同項の規定による承認を受けた金額を控除してな
お残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しな
ければならない。
３ 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。

（略）

削除

（主務大臣等）
第二十六条 （略）
２ （略）
（削る）
３

第二十七条

に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定によ
る整理を行った後、同条第一項の規定による積立金が
あるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の
承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期
目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受け
た中期計画（同項後段の規定による変更の認可を受け
たときは、その変更後のもの）の定めるところにより
、当該次の中期目標の期間における第十八条第一項に
規定する業務の財源に充てることができる。

２ 主務大臣は、前項の規定による承認をしようとする
ときは、あらかじめ、文部科学省及び総務省の独立行
政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
３ 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金
額から同項の規定による承認を受けた金額を控除して
なお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付し
なければならない。
４ 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。

（主務大臣等）
第二十六条 （略）
２ （略）
３ 機構に係る通則法における主務省は、文部科学省と
する。
（略）
４

（独立行政法人評価委員会への意見聴取等）
第二十七条 次に掲げる規定の適用については、これら
の規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会及
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び総務省の独立行政法人評価委員会」とする。
一 通則法第三十八条第三項、第四十四条第四項、第
四十六条の二第五項（前条第一項第四号から第八号
までに規定する業務に係る政府出資等に係る不要財
産に係る部分に限る。）、第四十六条の三第六項（
前条第一項第四号から第八号までに規定する業務に
係る民間等出資に係る不要財産に係る部分に限る。
）及び第四十八条第二項（前条第一項第四号から第
八号までの業務の用に供する重要な財産に係る部分
に限る。）の規定
二 前条第一項第四号から第八号までに規定する業務
に関する通則法第二十八条第三項、第二十九条第三
項、第三十条第三項及び第三十五条第二項の規定
２ 前条第一項第五号に規定する業務に関する通則法第
二十八条第三項、第二十九条第三項、第三十条第三項
及び第三十五条第二項の規定の適用については、これ
らの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会
並びに内閣府の独立行政法人評価委員会及び総務省の
独立行政法人評価委員会」とする。
３ 前条第一項第六号に規定する業務に関する通則法第
二十八条第三項、第二十九条第三項、第三十条第三項
及び第三十五条第二項の規定の適用については、これ
らの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会
並びに総務省の独立行政法人評価委員会及び政令で定
める府省の独立行政法人評価委員会」とする。
４ 前条第一項第七号に規定する業務に関する通則法第
二十八条第三項、第二十九条第三項、第三十条第三項
及び第三十五条第二項の規定の適用については、これ
らの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会
並びに内閣府の独立行政法人評価委員会、総務省の独
立行政法人評価委員会及び政令で定める府省の独立行
政法人評価委員会」とする。
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５ 前条第一項第八号に規定する業務に関する通則法第
二十八条第三項、第二十九条第三項、第三十条第三項
及び第三十五条第二項の規定の適用については、これ
らの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会
並びに内閣府の独立行政法人評価委員会、総務省の独
立行政法人評価委員会及び経済産業省の独立行政法人
評価委員会」とする。
６ 文部科学省の独立行政法人評価委員会は、次の場合
には、前条第一項第四号に規定する業務に関しては総
務省の独立行政法人評価委員会の、同項第五号に規定
する業務に関しては内閣府の独立行政法人評価委員会
及び総務省の独立行政法人評価委員会の、同項第六号
に規定する業務に関しては総務省の独立行政法人評価
委員会及び政令で定める府省の独立行政法人評価委員
会の、同項第七号に規定する業務に関しては内閣府の
独立行政法人評価委員会、総務省の独立行政法人評価
委員会及び政令で定める府省の独立行政法人評価委員
会の、同項第八号に規定する業務に関しては内閣府の
独立行政法人評価委員会、総務省の独立行政法人評価
委員会及び経済産業省の独立行政法人評価委員会の意
見を聴かなければならない。
一 通則法第三十二条第一項又は第三十四条第一項の
規定による評価を行おうとするとき。
二 通則法第三十二条第三項後段（通則法第三十四条
第三項において準用する場合を含む。）の規定によ
る勧告をしようとするとき。
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○

独立行政法人日本スポーツ振興センター法（平成十四年法律第百六十二号）（第八十九条関係）
（傍線部分は改正部分）

（センターの目的）
第三条 （略）

（新設）

（センターの目的）
第三条 （略）

行

（中期目標管理法人）
第三条の二 センターは、通則法第二条第二項に規定す
る中期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

現

（事務所）
第四条 （略）

（理事の任命の特例）
第九条 （略）
２ （略）
３ 第七条第二項に規定する理事の任命に関しては、通
則法第二十条第四項の規定は、適用しない。

案

（理事の任命の特例）
第九条 （略）
２ （略）
３ 第七条第二項に規定する理事の任命に関しては、通
則法第二十条第五項の規定は、適用しない。

（役員の任期）
第十条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

正

（理事の任期）
第十条 理事の任期は、二年とする。

（役員の解任の特例）
第十三条 （略）
２ （略）
３ 第九条の規定は、第七条第二項に規定する理事の解
任について準用する。この場合において、第九条第三
項中「通則法第二十条第四項」とあるのは、「通則法
第二十三条第四項」と読み替えるものとする。

改

（役員の解任の特例）
第十三条 （略）
２ （略）
３ 第九条の規定は、第七条第二項に規定する理事の解
任について準用する。この場合において、第九条第三
項中「通則法第二十条第五項」とあるのは、「通則法
第二十三条第四項」と読み替えるものとする。
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（利益及び損失の処理の特例等）
第二十四条 （略）
（削る）

（長期借入金）
第二十五条 （略）
（削る）

４
５
６

（償還計画）
第二十六条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。

（長期借入金）
第二十五条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。

５
６
７

（利益及び損失の処理の特例等）
第二十四条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
３ センターは、第一項に規定する積立金の額に相当す
る金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除
してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納
付しなければならない。
４ 前条に規定する特別の勘定については、通則法第四
十四条第一項ただし書、第三項及び第四項の規定は、
適用しない。
（略）
（略）
（略）

（償還計画）
第二十六条 （略）
（削る）

（スポーツ振興基金）
第二十七条 （略）
２ 通則法第四十七条及び第六十七条（第四号に係る部

２ センターは、前項に規定する積立金の額に相当する
金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除し
てなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付
しなければならない。
３ 前条に規定する特別の勘定については、通則法第四
十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しな
い。
（略）
（略）
（略）

（スポーツ振興基金）
第二十七条 （略）
２ 通則法第四十七条及び第六十七条（第七号に係る部
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（財務大臣との協議）
第三十五条 文部科学大臣は、次の場合には、あらかじ
め、財務大臣に協議しなければならない。
一 （略）
二 第二十五条又は第二十六条の認可をしようとする
とき。

分に限る。）の規定は、基金の運用について準用する
。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金
銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約が
あるもの」と読み替えるものとする。

（財務大臣との協議）
第三十五条 文部科学大臣は、次の場合には、あらかじ
め、財務大臣に協議しなければならない。
一 （略）
二 第二十五条第一項又は第二十六条第一項の認可を
しようとするとき。

分に限る。）の規定は、基金の運用について準用する
。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金
銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約
があるもの」と読み替えるものとする。

則

（主務大臣等）
第三十六条 センターに係る通則法における主務大臣、
主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部
科学省及び文部科学省令とする。
附

（主務大臣等）
第三十六条 センターに係る通則法における主務大臣及
び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省
令とする。
則

（区分経理）
第八条の四 （略）
２ 前項の場合における第二十四条第一項及び第四項の
適用については、これらの規定中「特別の勘定」とあ
るのは、「特別の勘定及び附則第八条の四第一項に規
定する特定業務勘定」とする。

附

（区分経理）
第八条の四 （略）
２ 前項の場合における第二十四条第一項及び第三項の
適用については、これらの規定中「特別の勘定」とあ
るのは、「特別の勘定及び附則第八条の四第一項に規
定する特定業務勘定」とする。

３

（長期借入金及び日本スポーツ振興センター債券）
第八条の六 （略）
（削る）

前項の規定による債券の債権者は、センターの財産

（長期借入金及び日本スポーツ振興センター債券）
第八条の六 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
第一項の規定による債券の債権者は、センターの財
２
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４
５
６
７

産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を
受ける権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

３
４
５
６

について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受
ける権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

（償還計画）
第八条の七 （略）
（削る）

（償還計画）
第八条の七 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
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○

独立行政法人日本芸術文化振興会法（平成十四年法律第百六十三号）（第九十条関係）

行

（傍線部分は改正部分）

（振興会の目的）
第三条 （略）

現

（振興会の目的）
第三条 （略）

（新設）

案

（中期目標管理法人）
第三条の二 振興会は、通則法第二条第二項に規定する
中期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

正

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第九条 理事長及び理事の任期は四年とし、監事の任期
は二年とする。

改

（理事の任期）
第九条 理事の任期は、四年とする。

４

（評議員）
第十三条 （略）
２ （略）
３ 通則法第二十一条第一項ただし書及び第二項並びに
第二十三条第二項の規定は、評議員について準用する
。
（略）

４

（評議員）
第十三条 （略）
２ （略）
３ 通則法第二十一条第三項ただし書及び第四項並びに
第二十三条第二項の規定は、評議員について準用する
。
（略）
（積立金の処分）
第十五条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

（積立金の処分）
第十五条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
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（芸術文化振興基金）
第十六条 （略）
２ 通則法第四十七条及び第六十七条（第七号に係る部
分に限る。）の規定は、基金の運用について準用する
。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金
銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約が
あるもの」と読み替えるものとする。

３・４

（主務大臣等）
第十八条 振興会に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学
省及び文部科学省令とする。

（芸術文化振興基金）
第十六条 （略）
２ 通則法第四十七条及び第六十七条（第四号に係る部
分に限る。）の規定は、基金の運用について準用する
。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金
銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約
があるもの」と読み替えるものとする。

なければならない。
３・４ （略）

（略）

（主務大臣等）
第十八条 振興会に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令と
する。
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○

独立行政法人日本学生支援機構法（平成十五年法律第九十四号）（第九十一条関係）

（傍線部分は改正部分）

（機構の目的）
第三条 （略）

行

（機構の目的）
第三条 （略）

（新設）

現

（中期目標管理法人）
第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

案

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第九条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

正

（理事の任期）
第九条 理事の任期は、二年とする。

改

（積立金の処分）
第十八条 （略）
（削る）

（積立金の処分）
第十八条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
３ 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金
額から同項の規定による承認を受けた金額を控除して
なお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付し
なければならない。
４ 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。

２ 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額
から同項の規定による承認を受けた金額を控除してな
お残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しな
ければならない。
３ 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。
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（長期借入金及び日本学生支援債券）
第十九条 （略）
（削る）

（償還計画）
第二十一条 （略）
（削る）

３
４
５
６

（財務大臣との協議）
第二十五条 文部科学大臣は、次の場合には、あらかじ
め、財務大臣に協議しなければならない。
一・二 （略）
三 第十九条第一項若しくは第五項又は第二十一条第
一項の規定による認可をしようとするとき。

（償還計画）
第二十一条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。

４
５
６
７

（長期借入金及び日本学生支援債券）
第十九条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
３ 第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産に
ついて他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受け
る権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

（財務大臣との協議）
第二十五条 文部科学大臣は、次の場合には、あらかじ
め、財務大臣に協議しなければならない。
一・二 （略）
三 第十九条第一項若しくは第四項又は第二十一条の
規定による認可をしようとするとき。

（主務大臣等）
第二十六条 機構に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学
省及び文部科学省令とする。

２ 前項の規定による債券の債権者は、機構の財産につ
いて他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける
権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

（主務大臣等）
第二十六条 機構に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令と
する。
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○

正

案

現

独立行政法人海洋研究開発機構法（平成十五年法律第九十五号）（第九十二条関係）

改

行

（傍線部分は改正部分）

（目的）
第一条 この法律は、国立研究開発法人海洋研究開発機
構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める
ことを目的とする。

（名称）
第三条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、独立行政法人海洋研究開発機
構とする。

（目的）
第一条 この法律は、独立行政法人海洋研究開発機構の
名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めること
を目的とする。

独立行政法人海洋研究開発機構法

（名称）
第三条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、国立研究開発法人海洋研究開
発機構とする。

（機構の目的）
第四条 独立行政法人海洋研究開発機構（以下「機構」
という。）は、平和と福祉の理念に基づき、海洋に関
する基盤的研究開発、海洋に関する学術研究に関する
協力等の業務を総合的に行うことにより、海洋科学技
術の水準の向上を図るとともに、学術研究の発展に資
することを目的とする。

国立研究開発法人海洋研究開発機構法

（機構の目的）
第四条 国立研究開発法人海洋研究開発機構（以下「機
構」という。）は、平和と福祉の理念に基づき、海洋
に関する基盤的研究開発、海洋に関する学術研究に関
する協力等の業務を総合的に行うことにより、海洋科
学技術の水準の向上を図るとともに、学術研究の発展
に資することを目的とする。

（新設）

（事務所）

（国立研究開発法人）
第四条の二 機構は、通則法第二条第三項に規定する国
立研究開発法人とする。
（事務所）

- 263 -

第五条

（略）

第五条

第十四条 機構の役員の解任に関する通則法第二十三条
第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあ
るのは、「前条及び独立行政法人海洋研究開発機構法
第十三条」とする。

（略）

（理事の任期）
第十二条 理事の任期は、当該理事について理事長が定
める期間（その末日が通則法第二十一条の二第一項の
規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る
。）とする。

（役員の任期）
第十二条 理事長の任期は、任命の日から、その日を含
む機構に係る通則法第二十九条第二項第一号に規定す
る中期目標の期間（以下「中期目標の期間」という。
）の末日までとする。
２ 通則法第二十九条第一項後段の規定により同項に規
定する中期目標が変更された場合において中期目標の
期間が変更されたときは、理事長の任期は、変更後の
中期目標の期間の末日までとする。
３ 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期
間（その末日が理事長の任期の末日以前であるものに
限る。）とする。
４ 第二項の規定により理事長の任期が変更された場合
において、理事の任期の末日が理事長の任期の末日後
となるときは、当該理事の任期は、変更後の理事長の
任期の末日までとする。
監事の任期は、二年とする。

第十四条 機構の役員の解任に関する通則法第二十三条
第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあ
るのは、「前条及び国立研究開発法人海洋研究開発機
構法（平成十五年法律第九十五号）第十三条」とする
。

（積立金の処分）
第十八条 機構は、中期目標の期間の最後の事業年度に
係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による
整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があ
るときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣
の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中

５

（積立金の処分）
第十八条 機構は、通則法第三十五条の四第二項第一号
に規定する中長期目標の期間（以下この項において「
中長期目標の期間」という。）の最後の事業年度に係
る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整
理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある
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期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受
けた中期計画（同項後段の規定による変更の認可を受
けたときは、その変更後のもの）の定めるところによ
り、当該次の中期目標の期間における前条に規定する
業務の財源に充てることができる。

２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

ときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の
承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中
長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の
認可を受けた中長期計画（同項後段の規定による変更
の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定める
ところにより、当該次の中長期目標の期間における前
条に規定する業務の財源に充てることができる。
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

３・４

（主務大臣等）
第二十一条 機構に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学
省及び文部科学省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第二十一条 機構に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令と
する。
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○

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

目次
第一章・第二章 （略）
第三章 中期目標等（第三十条・第三十一条）
第四章 （略）
第五章 雑則（第三十五条―第三十七条）
第六章 （略）
附則

国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）（第九十三条関係）

改
目次
第一章・第二章 （略）
第三章 中期目標等（第三十条―第三十一条の四）
第四章 （略）
第五章 雑則（第三十四条の二―第三十七条）
第六章 （略）
附則

（新設）

（役員の職務及び権限）
第十一条 （略）
２・３ （略）
４ 監事は、国立大学法人の業務を監査する。

（資本金）
（資本金）
第七条 （略）
第七条 （略）
２～７ （略）
２～７ （略）
８ 国立大学法人等は、準用通則法第四十八条本文に規 ８ 国立大学法人等は、準用通則法第四十八条第一項本
定する重要な財産のうち、文部科学大臣が定める財産
文に規定する重要な財産のうち、文部科学大臣が定め
を譲渡したときは、当該譲渡した財産に係る部分とし
る財産を譲渡したときは、当該譲渡した財産に係る部
て文部科学大臣が定める金額については、当該国立大
分として文部科学大臣が定める金額については、当該
学法人等に対する政府からの出資はなかったものとし
国立大学法人等に対する政府からの出資はなかったも
、当該国立大学法人等は、その額により資本金を減少
のとし、当該国立大学法人等は、その額により資本金
するものとする。
を減少するものとする。
（役員の職務及び権限）
第十一条 （略）
２・３ （略）
４ 監事は、国立大学法人の業務を監査する。この場合
において、監事は、文部科学省令で定めるところによ
り、監査報告を作成しなければならない。
５ 監事は、いつでも、役員（監事を除く。）及び職員
に対して事務及び事業の報告を求め、又は国立大学法
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人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
６ 監事は、国立大学法人がこの法律又は準用通則法の
規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並び
に報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科
学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調
査しなければならない。
７ 監事は、その職務を行うため必要があるときは、国
立大学法人の子法人（国立大学法人がその経営を支配
している法人として文部科学省令で定めるものをいう
。）に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業
務及び財産の状況の調査をすることができる。
８ 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の
報告又は調査を拒むことができる。
（略）
９

（新設）

（新設）

（略）

（新設）
５

４

（略）

（役員の任期）
第十五条 （略）
２ （略）
３ 監事の任期は、二年とする。ただし、補欠の監事の
任期は、前任者の残任期間とする。

（学長等への報告義務）
第十一条の二 監事は、 役員（ 監事を除く。）が 不正の （新設）
行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認
めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する
事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは
、遅滞なく、その旨を学長に報告するとともに、文部
科学大臣に報告しなければならない。
（役員の任期）
第十五条 （略）
２ （略）
３ 監事の任期は、その任命後四年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する準用通則法第三十八条
第一項の規定による同項の財務諸表の承認の時までと
する。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期
間とする。
（略）
４
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（略）

（業務の範囲等）
第二十二条 （略）
２ （略）
（削る）

３
（役員の職務及び権限）
第二十五条 （略）
２・３ （略）
４ 監事は、大学共同利用機関法人の業務を監査する。
この場合において、監事は、文部科学省令で定めると
ころにより、監査報告を作成しなければならない。
５ 監事は、いつでも、役員（監事を除く。）及び職員
に対して事務及び事業の報告を求め、又は大学共同利
用機関法人の業務及び財産の状況の調査をすることが
できる。
６ 監事は、大学共同利用機関法人がこの法律又は準用
通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る
書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類
を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの
書類を調査しなければならない。
７ 監事は、その職務を行うため必要があるときは、大
学共同利用機関法人の子法人（大学共同利用機関法人
がその経営を支配している法人として文部科学省令で
定めるものをいう。）に対して事業の報告を求め、又
はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすること
ができる。
８ 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の
報告又は調査を拒むことができる。

（業務の範囲等）
第二十二条 （略）
２ （略）
３ 文部科学大臣は、前項の認可をしようとするときは
、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければなら
ない。
（略）

４

（役員の職務及び権限）
第二十五条 （略）
２・３ （略）
４ 監事は、大学共同利用機関法人の業務を監査する。

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）
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９

（略）

５

（略）

（業務の範囲等）
第二十九条 （略）
２ （略）
（削る）

（国立大学法人の役員及び職員に関する規定の準用）
第二十六条 （略）

（中期計画）
第三十一条 （略）

（業務の範囲等）
第二十九条 （略）
２ （略）
３ 文部科学大臣は、前項の認可をしようとするときは
、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければなら
ない。

（国立大学法人の役員及び職員に関する規定の準用）
第二十六条 （略）

（機構長等への報告義務）
第二十五条の二 監事は、 役員（監事を除 く。 ）が不正 （新設）
の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると
認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反す
る事実若しくは著しく不当な事実があると認めるとき
は、遅滞なく、その旨を機構長に報告するとともに、
文部科学大臣に報告しなければならない。

（中期計画）
第三十一条 （略）

（各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等）
第三十一条の二 国 立大学 法人等は 、毎事業年度 の終了 （新設）
後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいず
れに該当するかに応じ当該各号に定める事項について
、評価委員会の評価を受けなければならない。
一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度
当該事業年度における業務の実績
二 中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度
当該事業年度における業務の実績及び中期目標の
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期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における
業務の実績
三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度
における業務の実績及び中期目標の期間における業
務の実績
２ 国立大学法人等は、前項の評価を受けようとすると
きは、文部科学省令で定めるところにより、各事業年
度の終了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三
号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行っ
た結果を明らかにした報告書を、評価委員会に提出し
なければならない。
３ 国立大学法人等は、遅滞なく、前項の報告書を公表
しなければならない。
第三十一条の三 評価委員会による前条第一 項の評価は （新設）
、文部科学省令で定めるところにより、同項第一号、
第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定
を付して、行わなければならない。この場合において
、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実
績に関する評価にあっては、当該事業年度における中
期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を
考慮して行わなければならず、同項第二号に規定する
中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間
における業務の実績又は同項第三号に規定する中期目
標の期間における業務の実績に関する評価にあっては
、独立行政法人大学評価・学位授与機構に対し独立行
政法人大学評価・学位授与機構法（平成十五年法律第
百十四号）第十六条第二項の規定による評価の実施を
要請し、当該評価の結果を尊重して行わなければなら
ない。
２ 評価委員会は、前条第一項の評価を行ったときは、
遅滞なく、当該国立大学法人等（同項第二号に規定す

- 270 -

る中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期
間における業務の実績に関する評価を行った場合にあ
っては、当該国立大学法人等及び独立行政法人評価制
度委員会（第四項及び次条において「評価制度委員会
」という。））に対して、その評価の結果を通知しな
ければならない。この場合において、評価委員会は、
必要があると認めるときは、当該国立大学法人等に対
し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる
。
３ 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったとき
は、遅滞なく、その通知に係る事項（同項後段の規定
による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事
項及びその勧告の内容）を公表しなければならない。
４ 評価制度委員会は、第二項の規定により通知された
評価の結果について、必要があると認めるときは、評
価委員会に対し、意見を述べることができる。この場
合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該意見
の内容を公表しなければならない。

文部科学大臣は、第一項の検討の結果及び同項の規

（中期目標の期間の終了時の検討）
第三十一条の四 文部科学 大臣は、評価委員会が第三十 （新設）
一条の二第一項第二号に規定する中期目標の期間の終
了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了
時までに、当該国立大学法人等の業務を継続させる必
要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般に
わたる検討を行い、その結果に基づき、当該国立大学
法人等に関し所要の措置を講ずるものとする。
２ 文部科学大臣は、前項の規定による検討を行うに当
たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない
。
３
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定により講ずる措置の内容を評価制度委員会に通知す
るとともに、公表しなければならない。
４ 評価制度委員会は、前項の規定による通知を受けた
ときは、国立大学法人等の中期目標の期間の終了時ま
でに、当該国立大学法人等の主要な事務及び事業の改
廃に関し、文部科学大臣に勧告をすることができる。
この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当
該勧告の内容を公表しなければならない。
５ 評価制度委員会は、前項の勧告をしたときは、文部
科学大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置及び
講じようとする措置について報告を求めることができ
る。

（積立金の処分）
（積立金の処分）
第三十二条 国立大学法人等は、中期目標の期間の最後 第三十二条 国立大学法人等は、中期目標の期間の最後
の事業年度に係る準用通則法第四十四条第一項又は第
の事業年度に係る準用通則法第四十四条第一項又は第
二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定
二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定
による積立金があるときは、その額に相当する金額の
による積立金があるときは、その額に相当する金額の
うち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目
うち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目
標の期間の次の中期目標の期間に係る第三十一条第一
標の期間の次の中期目標の期間に係る前条第一項の認
項の認可を受けた中期計画（同項後段の規定による変
可を受けた中期計画（同項後段の規定による変更の認
更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定め
可を受けたときは、その変更後のもの）の定めるとこ
るところにより、当該次の中期目標の期間における第
ろにより、当該次の中期目標の期間における第二十二
二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務
条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務の財源
の財源に充てることができる。
に充てることができる。
（削る）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かな
ければならない。
２ 国立大学法人等は、前項に規定する積立金の額に相 ３ 国立大学法人等は、第一項に規定する積立金の額に
当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を
相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額
控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫
を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国
に納付しなければならない。
庫に納付しなければならない。
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３ 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ ４ 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。
。

５
６
７
８

（長期借入金及び債券）
（長期借入金及び債券）
第三十三条 （略）
第三十三条 （略）
２ （略）
２ （略）
（削る）
３ 文部科学大臣は、前二項の規定による認可をしよう
とするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴か
なければならない。
３ 前二項の規定による債券の債権者は、当該債券を発 ４ 第一項又は第二項の規定による債券の債権者は、当
行した国立大学法人等の財産について他の債権者に先
該債券を発行した国立大学法人等の財産について他の
立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有
する。
（略）
（略）
（略）
（略）
４
５
６
７

（略）
（略）
（略）
（略）

（償還計画）
第三十四条 （略）
（削る）

（償還計画）
第三十四条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かな
ければならない。

（違法行為等の是正）
第三十四条の二 文部科学 大 臣は、国立大学法人等又は （新設）
その役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法
律若しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行
為をするおそれがあると認めるときは、当該国立大学
法人等に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講
ずることを求めることができる。
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２ 国立大学法人等は、前項の規定による文部科学大臣
の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その
他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の
内容を文部科学大臣に報告しなければならない。

読み替えられる
字句

読み替える字句

読み替えられ
る独立行政法
人通則法の規
定

読み替えられる
字句

読み替える字句

（独立行政法人通則法の規定の準用）
（独立行政法人通則法の規定の準用）
第三十五条 独立行政法人通則法第三条、第七条第二項 第三十五条 独立行政法人通則法第三条、第七条第二項
、第八条第一項、第九条、第十一条、第十四条から第
、第八条第一項、第九条、第十一条、第十四条から第
十七条まで、第二十一条の四、第二十一条の五、第二
十七条まで、第二十四条から第二十六条まで、第二十
十四条、第二十五条、第二十五条の二第一項及び第二
八条、第三十一条から第四十条まで、第四十一条第一
項、第二十六条、第二十八条、第二十八条の四、第三
項、第四十二条から第四十六条まで、第四十七条から
十一条、第三十六条から第四十六条まで、第四十七条
第五十条まで、第五十二条、第五十三条、第六十一条
から第五十条の十まで、第六十四条並びに第六十六条
及び第六十三条から第六十六条までの規定は、国立大
の規定は、国立大学法人等について準用する。この場
学法人等について準用する。この場合において、これ
合において、これらの規定（同法第三十一条第一項の
らの規定中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」
規定を除く。）中「主務大臣」とあるのは「文部科学
と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「
大臣」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」
評価委員会」とあり、及び「当該評価委員会」とある
と、「中期目標管理法人の」とあるのは「国立大学法
のは「国立大学法人評価委員会」と読み替えるほか、
人等の」と、「中期目標管理法人は」とあるのは「国
次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げ
立大学法人等は」と、「中期目標管理法人と」とある
る字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替
のは「国立大学法人等と」と、「中期目標管理法人が
えるものとする。
」とあるのは「国立大学法人等が」と、「中期目標管
理法人に」とあるのは「国立大学法人等に」と、「中
期目標管理法人役職員」とあるのは「国立大学法人等
役職員」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。
読み替えられ
る独立行政法
人通則法の規
定
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（略）

（略）

（略）

学長

（略）

法人の長

（新設）

（略）

（新設）

（略）

（新設）

学長

国立大学法人法

（新設）

法人の長

個別法

（新設）

第十五条第二
項、第十六条
及び第二十四
条から第二十
六条まで

第二十八条第
二項

（新設）

第十五条第二
項、第十六条
、第二十四条
、第二十五条
及び第二十六
条

第二十八条の
四

国立大学法人法第
三十一条の二第一
項

同法第三十一条第
一項に規定する中
期計画（以下「中
期計画」という。
）及び第三十一条
第一項の年度計画

第三十二条第一
項、第三十五条
の六第一項若し
くは第二項又は
第三十五条の十
一第一項若しく
は第二項
第三十条第一項
の中期計画及び
第三十一条第一
項の年度計画、
第三十五条の五
第一項の中長期
計画及び第三十
五条の八におい
て読み替えて準
用する第三十一
条第一項の年度
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（新設）

国立大学法人法第
三十一条第一項

（新設）

計画又は第三十
五条の十第一項
の事業計画

前条第一項

同項に規定する中
期計画（以下「中
期計画」という。
）

第三十一条第
一項

中期計画

（新設）

中期目標管理法
人

（新設）

（新設）

第三十一条第
一項

（新設）

（略）

国立大学法人等（
国立大学法人法第
二条第五項に規定
する国立大学法人
等をいう。以下同
じ。）

文部科学省令

（略）

前条第一項

主務省令

文部科学大臣
（略）

同法第三十一条第
一項

主務大臣

（略）

（削る）

（略）

（削る）

（略）

中期目標の期間

考慮するとともに

第三十三条

考慮して

（削る）

第三十四条第

（削る）

（削る）

（削る）

（削る）

国立大学法人法第
三十条第一項に規
定する中期目標（
以下「中期目標」
という。）の期間

（削る）
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及び会計監査報告

二項

監事及び会計監査
人の意見

、独立行政法人大
学評価・学位授与
機構に対し独立行
政法人大学評価・
学位授与機構法（
平成十五年法律第
百十四号）第十六
条第二項に規定す
る国立大学及び大
学共同利用機関の
教育研究の状況に
ついての評価の実
施を要請し、当該
評価の結果を尊重
して
第三十八条第
二項

第三十八条第
二項

監事の意見（次
条の規定により
会計監査人の監
査を受けなけれ
ばならない独立
行政法人にあっ
ては、監事及び
会計監査人の意
見。以下同じ。
）

（次条第一項の
規定により会計
監査人の監査を
受けなければな
らない独立行政
法人にあっては
、監査報告及び
会計監査報告。
以下同じ。）

及び監事

及び監査報告

並びに監事及び会
計監査人

並びに監査報告及
び会計監査報告

第三十八条第
四項

第三十八条第
三項

（新設）

（新設）

文部科学省令

（新設）

総務省令

第三十八条第
四項第二号
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第三十九条第
二項第二号

第三十九条第
一項

子法人に

総務省令

独立行政法人（
その資本の額そ
の他の経営の規
模が政令で定め
る基準に達しな
い独立行政法人
を除く。以下こ
の条において同
じ。）

国立大学法人法

子法人（国立大学
法人法第十一条第
七項に規定する国
立大学法人の子法
人及び同法第二十
五条第七項に規定
する大学共同利用
機関法人の子法人
をいう。以下同じ
。）に

文部科学省令

（新設）

（新設）

（新設）

第三十九条

（新設）

（新設）

独立行政法人（
その資本の額そ
の他の経営の規
模が政令で定め
る基準に達しな
い独立行政法人
を除く。）

（新設）

（新設）

国立大学法人等

国立大学法人等

第三十九条第
三項

個別法

（削る）

（新設）

第三十九条の
二第一項

（削る）

（新設）

（削る）

監査法人でなけ
ればならない

第四十一条第
一項

監査法人であるこ
とを要し、その欠
格事由については
、会社法第三百三

- 278 -

第四十二条

第四十四条第
三項

財務諸表承認日

国立大学法人等

財務諸表承認日（
国立大学法人法第
三十五条において
準用する第三十八
条第一項の規定に
よる同項の財務諸
表の承認の日をい
う。）

国立大学法人法第
三十一条第一項

中期目標管理法
人及び国立研究
開発法人
第三十条第一項

（新設）

第四十四条第
三項

十七条第三項の規
定を準用する。こ
の場合において、
同項第一号中「第
四百三十五条第二
項に規定する計算
書類」とあるのは
、「国立大学法人
法第三十五条にお
いて準用する独立
行政法人通則法第
三十八条第一項に
規定する財務諸表
」と読み替えるも
のとする

（新設）

（新設）

（新設）

国立大学法人法第
三十一条第一項

（新設）

第三十条第一項

- 279 -

第四十四条第
四項
第四十五条第
一項

（略）

同条第二項第七
号又は中長期計
画（第三十五条
の五第一項の認
可を受けた同項
の中長期計画（
同項後段の規定
による変更の認
可を受けたとき
は、その変更後
のもの）をいう
。以下同じ。）
の第三十五条の
五第二項第七号

同項の中期計画

国立大学法人法第
三十一条第二項第
四号

（略）

同条第二項第六号

中期計画

第四十五条第
一項

第四十四条第
五項

第三十条第二項
第四号

（略）

（新設）

（新設）

国立大学法人法第
三十一条第二項第
四号

（略）

（新設）

（新設）

第三十条第二項
第四号、国立研
究開発法人の中
長期計画の第三
十五条の五第二
項第四号又は行
政執行法人の事
業計画（第三十
五条の十第一項
の認可を受けた
同項の事業計画
（同項後段の規

- 280 -

第四十五条第
四項
第四十六条第
二項

第四十八条

定による変更の
認可を受けたと
きは、その変更
後のもの）をい
う。以下同じ。
）の第三十五条
の十第三項第四
号
（略）

中期計画、国立
研究開発法人の
中長期計画又は
行政執行法人の
事業計画
不要財産以外の
重要な財産
第三十条第二項
第六号の計画を
定めた場合、国
立研究開発法人
の中長期計画に
おいて第三十五
条の五第二項第
六号の計画を定
めた場合又は行
政執行法人の事
業計画において

（略）

第四十五条第
五項

（略）

（新設）

（略）

重要な財産

（新設）

不要財産以外の
重要な財産

（新設）

第四十八条第
一項

第三十条第二項
第五号

国立大学法人法第
三十一条第二項第
五号

中期計画

重要な財産

国立大学法人法第
三十一条第二項第
五号の計画を定め
た場合であって、
その
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第五十条の四
第二項第三号

第五十条の四
第二項第一号

第五十条

政令

政令

第三十五条第
一項

第三十二条第一
項

研究に

の研究者

政令

（略）

文部科学大臣

文部科学省令

文部科学省令

国立大学法人法第
三十一条の四第一
項

国立大学法人法第
三十一条の二第一
項

研究又は教育に

において専ら研究
又は教育に従事す
る者

文部科学省令

（略）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

第五十条

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（略）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（略）

第三十五条の十
第三項第六号の
計画を定めた場
合であって、こ
れらの

第五十条の四
第三項

総務大臣

第五十条の四
第二項第五号

第五十条の四
第二項第四号

第五十条の四
第四項
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第五十条の六
、第五十条の
七第一項、第
五十条の八第
三項及び第五
十条の九

第五十条の四
第六項

第五十条の四
第五項

政令

個別法

政令

文部科学省令

国立大学法人法

文部科学省令

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

実績

（削る）

実績及び中期計
画の第三十条第
二項第三号の人
件費の見積り

国立大学法人法

個別法

（削る）

（削る）

（削る）

（削る）

第五十二条第
三項

（削る）

第六十五条第
一項

（財務大臣との協議）
（財務大臣との協議）
第三十六条 文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣 第三十六条 文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣
に協議しなければならない。
に協議しなければならない。
一 （略）
一 （略）
二 第二十二条第二項、第二十九条第二項、第三十一
二 第二十二条第二項、第二十九条第二項、第三十一
条第一項、第三十三条第一項、第二項若しくは第五
条第一項、第三十三条第一項、第二項若しくは第六
項若しくは第三十四条又は準用通則法第四十五条第
項若しくは第三十四条第一項又は準用通則法第四十
一項ただし書若しくは第二項ただし書若しくは準用
五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書若しく
通則法第四十八条の規定による認可をしようとする
は準用通則法第四十八条第一項の規定による認可を
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とき。
三～五 （略）

しようとするとき。
三～五 （略）

第四十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、そ 第四十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、そ
の違反行為をした国立大学法人の役員又は大学共同利
の違反行為をした国立大学法人の役員又は大学共同利
用機関法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
用機関法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一～三 （略）
一～三 （略）
四 第十一条第五項若しくは第六項若しくは第二十五
（新設）
条第五項若しくは第六項又は準用通則法第三十九条
第三項の規定による調査を妨げたとき。
五 （略）
四 （略）
六 （略）
五 （略）
七 （略）
六 （略）
八 第三十一条の二第二項の規定による報告書の提出
（新設）
をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、
若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。
九 第三十四条の二第二項又は準用通則法第五十条の
（新設）
八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告
をしたとき。
十 （略）
七 （略）
（削る）
八 準用通則法第三十三条の規定による事業報告書の
提出をせず、又は事業報告書に記載すべき事項を記
載せず、若しくは虚偽の記載をして事業報告書を提
出したとき。
十一 準用通則法第三十八条第三項の規定に違反して
九 準用通則法第三十八条第四項の規定に違反して財
財務諸表、事業報告書、決算報告書、監査報告又は
務諸表、事業報告書、決算報告書若しくは監事及び
会計監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかっ
会計監査人の意見を記載した書面を備え置かず、又
たとき。
は閲覧に供しなかったとき。
十二 （略）
十 （略）
（削る）
十一 準用通則法第六十五条第二項の規定による報告
をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第十一条第七項に規定する国立大学 法人の子法人又 （新設）

２
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則

は第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人
の子法人の役員が第十一条第七項若しくは第二十五条
第七項又は準用通則法第三十九条第三項の規定による
調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
附

附

則

（国の無利子貸付け等）
（国の無利子貸付け等）
第十四条 国は、当分の間、国立大学法人等に対し、そ 第十四条 国は、当分の間、国立大学法人等に対し、そ
の施設の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項
の施設の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項
第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の全
第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の全
部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し
部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し
付けることができる。この場合における第三十五条の
付けることができる。この場合における第三十五条の
規定の適用については、同条の表第四十五条第四項の
規定の適用については、同条の表第四十五条第五項の
項中「第三十三条第一項又は第二項」とあるのは、「
項中「第三十三条第一項又は第二項」とあるのは、「
第三十三条第一項若しくは第二項又は附則第十四条第
第三十三条第一項若しくは第二項又は附則第十四条第
一項」とする。
一項」とする。
２～５ （略）
２～５ （略）

国立大学法人の 国立大学の名称
名称

（略）

（略）

（略）

主 た る 事 理事の員
務所の所 数
在地

別表第一（第二条、第四条、第十条、附則第三条、附則 別表第一（第二条、第四条、第十条、附則第三条、附則
第十五条関係）
第十五条関係）
国立大学法人の 国立大学の名称
名称

主 た る 事 理事の員
務所の所 数
在地
（略）

（略）

（略）

（略）

備考
一 （略）
二 総合研究大学院大学は、大学共同利用機関法人
及び独立行政法人宇宙航空研究開発機構との緊密

（略）

備考
一 （略）
二 総合研究大学院大学は、大学共同利用機関法人
及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構との
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三

緊密な連係及び協力の下に教育研究を行うものと
する。
（略）
三

な連係及び協力の下に教育研究を行うものとする
。
（略）
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○

現

行

独立行政法人国立高等専門学校機構法（平成十五年法律第百十三号）（第九十四条関係）

案

（傍線部分は改正部分）

（機構の目的）
第三条 （略）

正

（機構の目的）
第三条 （略）

（新設）

改

（中期目標管理法人）
第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

９

（事務所）
第四条 （略）

９

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

（資本金）
第五条 （略）
２～７ （略）
８ 機構は、通則法第四十八条第一項本文に規定する重
要な財産のうち、文部科学大臣が定める財産を譲渡し
たときは、当該譲渡した財産に係る部分として文部科
学大臣が定める金額については、機構に対する政府か
らの出資はなかったものとし、機構は、その額により
資本金を減少するものとする。
（略）

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

（積立金の処分）
第十三条 （略）

（資本金）
第五条 （略）
２～７ （略）
８ 機構は、通則法第四十八条本文に規定する重要な財
産のうち、文部科学大臣が定める財産を譲渡したとき
は、当該譲渡した財産に係る部分として文部科学大臣
が定める金額については、機構に対する政府からの出
資はなかったものとし、機構は、その額により資本金
を減少するものとする。
（略）

（積立金の処分）
第十三条 （略）
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２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

３・４

（主務大臣等）
第十四条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省
及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省
及び文部科学省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十四条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務
省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とす
る。
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○

独立行政法人大学評価・学位授与機構法（平成十五年法律第百十四号）（第九十五条関係）
（傍線部分は改正部分）

（機構の目的）
第三条 （略）

（新設）

（機構の目的）
第三条 （略）

行

（中期目標管理法人）
第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

現

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第九条 機構長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

案

（理事の任期）
第九条 理事の任期は、二年とする。

（評議員）
第十五条 （略）
２ （略）
３ 通則法第二十一条第一項ただし書及び第二項並びに
第二十三条第二項の規定は、評議員について準用する
。

正

（評議員）
第十五条 （略）
２ （略）
３ 通則法第二十一条第三項ただし書及び第四項並びに
第二十三条第二項の規定は、評議員について準用する
。

（業務の範囲）
第十六条 （略）
２ 機構は、国立大学法人法第三十五条において読み替
えて準用する通則法第三十四条第二項の規定による国
立大学法人評価委員会（以下この項において「評価委
員会」という。）から前項第一号の評価の実施の要請

改

（業務の範囲）
第十六条 （略）
２ 機構は、国立大学法人法第三十一条の三第一項の規
定による国立大学法人評価委員会（以下この項におい
て「評価委員会」という。）から前項第一号の評価の
実施の要請があった場合には、遅滞なく、その評価を
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３

行い、その結果を評価委員会及び当該評価の対象とな
った国立大学又は大学共同利用機関に提供し、並びに
公表するものとする。
３

があった場合には、遅滞なく、その評価を行い、その
結果を評価委員会及び当該評価の対象となった国立大
学又は大学共同利用機関に提供し、及び公表するもの
とする。
（略）

（積立金の処分）
第十七条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

（積立金の処分）
第十七条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

（略）

３・４

（主務大臣等）
第十八条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省
及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省
及び文部科学省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十八条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務
省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とす
る。
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○

行

独立行政法人国立大学財務・経営センター法（平成十五年法律第百十五号）（第九十六条関係）
（傍線部分は改正部分）
現
（センターの目的）
第三条 （略）

案

（センターの目的）
第三条 （略）

（新設）

正

（中期目標管理法人）
第三条の二 センターは、通則法第二条第二項に規定す
る中期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

改

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 役員の任期は、三年とする。

５
６

（利益及び損失の処理の特例等）
第十五条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
３ センターは、第一項に規定する積立金の額に相当す
る金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除
してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納
付しなければならない。
４ 施設整備勘定については、通則法第四十四条第一項
ただし書、第三項及び第四項の規定は、適用しない。
（略）
（略）

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、三年とする。
（利益及び損失の処理の特例等）
第十五条 （略）
（削る）

２ センターは、前項に規定する積立金の額に相当する
金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除し
てなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付
しなければならない。
３ 施設整備勘定については、通則法第四十四条第一項
ただし書及び第三項の規定は、適用しない。
（略）
（略）

４
５
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（長期借入金及び独立行政法人国立大学財務・経営セ
ンター債券）
第十六条 （略）
２ （略）
（削る）

（償還計画）
第十八条 （略）
（削る）

４
５
６
７

（財務大臣との協議）
第二十条 文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に
協議しなければならない。
一 （略）
二 第十六条第一項、第二項若しくは第六項又は第十
八条第一項の認可をしようとするとき。

（償還計画）
第十八条 （略）
２ 文部科学大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。

５
６
７
８

（長期借入金及び独立行政法人国立大学財務・経営セ
ンター債券）
第十六条 （略）
２ （略）
３ 文部科学大臣は、前二項の規定による認可をしよう
とするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法
人評価委員会の意見を聴かなければならない。
４ 第一項又は第二項の規定による債券の債権者は、セ
ンターの財産について他の債権者に先立って自己の債
権の弁済を受ける権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

（財務大臣との協議）
第二十条 文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に
協議しなければならない。
一 （略）
二 第十六条第一項、第二項若しくは第五項又は第十
八条の認可をしようとするとき。

（主務大臣等）
第二十一条 センターに係る通則法における主務大臣、
主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部
科学省及び文部科学省令とする。

３ 前二項の規定による債券の債権者は、センターの財
産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を
受ける権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

（主務大臣等）
第二十一条 センターに係る通則法における主務大臣及
び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省
令とする。
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則

第二十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、
その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下
の過料に処する。
一・二 （略）
三 第十六条第一項、第二項若しくは第五項又は第十
八条の規定により文部科学大臣の認可を受けなけれ
ばならない場合において、その認可を受けなかった
とき。
附

（センターの業務に関する特例等）
第十一条 （略）
２ センターは、当分の間、第十五条第四項に規定する
積立金に相当する金額を、同項の規定にかかわらず、
承継債務償還に充てることができる。
３・４ （略）

則

第二十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、
その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下
の過料に処する。
一・二 （略）
三 第十六条第一項、第二項若しくは第六項又は第十
八条第一項の規定により文部科学大臣の認可を受け
なければならない場合において、その認可を受けな
かったとき。
附

（センターの業務に関する特例等）
第十一条 （略）
２ センターは、当分の間、第十五条第五項に規定する
積立金に相当する金額を、同項の規定にかかわらず、
承継債務償還に充てることができる。
３・４ （略）
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○

正

案

現

行

独立行政法人日本原子力研究開発機構法（平成十六年法律第百五十五号）（第九十七条関係）
（傍線部分は改正部分）
改

（目的）
第一条 この法律は、国立研究開発法人日本原子力研究
開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を
定めることを目的とする。

（名称）
第三条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、独立行政法人日本原子力研究
開発機構とする。

（目的）
第一条 この法律は、独立行政法人日本原子力研究開発
機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定め
ることを目的とする。

独立行政法人日本原子力研究開発機構法

（名称）
第三条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、国立研究開発法人日本原子力
研究開発機構とする。

（機構の目的）
第四条 独立行政法人日本原子力研究開発機構（以下「
機構」という。）は、原子力基本法第二条に規定する
基本方針に基づき、原子力に関する基礎的研究及び応
用の研究並びに核燃料サイクルを確立するための高速
増殖炉及びこれに必要な核燃料物質の開発並びに核燃
料物質の再処理に関する技術及び高レベル放射性廃棄
物の処分等に関する技術の開発を総合的、計画的かつ
効率的に行うとともに、これらの成果の普及等を行い
、もって人類社会の福祉及び国民生活の水準向上に資
する原子力の研究、開発及び利用の促進に寄与するこ
とを目的とする。

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法

（機構の目的）
第四条 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以
下「機構」という。）は、原子力基本法第二条に規定
する基本方針に基づき、原子力に関する基礎的研究及
び応用の研究並びに核燃料サイクルを確立するための
高速増殖炉及びこれに必要な核燃料物質の開発並びに
核燃料物質の再処理に関する技術及び高レベル放射性
廃棄物の処分等に関する技術の開発を総合的、計画的
かつ効率的に行うとともに、これらの成果の普及等を
行い、もって人類社会の福祉及び国民生活の水準向上
に資する原子力の研究、開発及び利用の促進に寄与す
ることを目的とする。
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（副理事長及び理事の任期）
第十三条 副理事長及び理事の任期は、当該副理事長及
び理事について理事長が定める期間（その末日が通則
法第二十一条の二第一項の規定による理事長の任期の
末日以前であるものに限る。）とする。

（事務所）
第五条 （略）

（国立研究開発法人）
第四条の二 機構は、通則法第二条第三項に規定する国
立研究開発法人とする。
（事務所）
第五条 （略）

（新設）

（役員の欠格条項の特例）
第十四条 （略）
２ 機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項
の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは
、「前条及び独立行政法人日本原子力研究開発機構法
第十四条第一項」とする。

５

（役員の任期）
第十三条 理事長の任期は、任命の日から、その日を含
む機構に係る通則法第二十九条第二項第一号に規定す
る中期目標の期間（以下「中期目標の期間」という。
）の末日までとする。
２ 通則法第二十九条第一項後段の規定により同項に規
定する中期目標（第二十五条において「中期目標」と
いう。）が変更された場合において中期目標の期間が
変更されたときは、理事長の任期は、変更後の中期目
標の期間の末日までとする。
３ 副理事長及び理事の任期は、当該副理事長及び理事
について理事長が定める期間（その末日が理事長の任
期の末日以前であるものに限る。）とする。
４ 第二項の規定により理事長の任期が変更された場合
において、副理事長又は理事の任期の末日が理事長の
任期の末日後となるときは、当該副理事長又は理事の
任期は、変更後の理事長の任期の末日までとする。
監事の任期は、二年とする。

（役員の欠格条項の特例）
第十四条 （略）
２ 機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項
の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは
、「前条及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機
構法（平成十六年法律第百五十五号）第十四条第一項
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」とする。
（利益及び損失の処理の特例等）
第二十一条 機構は、前条第一項第一号及び第三号に掲
げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第三
十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間
（以下この項において「中長期目標の期間」という。
）の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又
は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の
規定による積立金があるときは、その額に相当する金
額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中長期
目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三
十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画（同項後
段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更
後のもの）の定めるところにより、当該次の中長期目
標の期間における第十七条第一項及び第二項に規定す
る業務の財源に充てることができる。
（削る）

２ 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額
から同項の規定による承認を受けた金額を控除してな
お残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しな
ければならない。
３ 埋設処分業務等に係る勘定については、通則法第四
十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しな
い。
（略）
（略）

４
５

（長期借入金及び日本原子力研究開発機構債券）

（利益及び損失の処理の特例等）
第二十一条 機構は、前条第一項第一号及び第三号に掲
げる業務に係るそれぞれの勘定において、中期目標の
期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項
又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項
の規定による積立金があるときは、その額に相当する
金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期
目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十
条第一項の認可を受けた中期計画（同項後段の規定に
よる変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）
の定めるところにより、当該次の中期目標の期間にお
ける第十七条第一項及び第二項に規定する業務の財源
に充てることができる。

２ 主務大臣は、前項の規定による承認をしようとする
ときは、あらかじめ、文部科学省及び経済産業省の独
立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない
。
３ 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金
額から同項の規定による承認を受けた金額を控除して
なお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付し
なければならない。
４ 埋設処分業務等に係る勘定については、通則法第四
十四条第一項ただし書、第三項及び第四項の規定は、
適用しない。
（略）
（略）
５
６

（長期借入金及び日本原子力研究開発機構債券）
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第二十二条
（削る）

（略）

３
４
５
６

（償還計画）
第二十四条 （略）
２ 主務大臣は、前項の規定による認可をしようとする
ときは、あらかじめ、文部科学省及び経済産業省の独
立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない
。

４
５
６
７

第二十二条 （略）
２ 主務大臣は、前項の規定による認可をしようとする
ときは、あらかじめ、文部科学省及び経済産業省の独
立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない
。
３ 第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産に
ついて他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受け
る権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

（償還計画）
第二十四条 （略）
（削る）

（中期目標に関する原子力委員会の意見の聴取）
第二十五条 主務大臣は、通則法第二十九条第一項の規
定により中期目標を定め、又はこれを変更しようとす
るときは、あらかじめ、原子力委員会の意見を聴かな
ければならない。

２ 前項の規定による債券の債権者は、機構の財産につ
いて他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける
権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

（中長期目標に関する原子力委員会の意見の聴取）
第二十五条 主務大臣は、通則法第三十五条の四第一項
の規定により中長期目標を定め、又はこれを変更しよ
うとするときは、あらかじめ、原子力委員会の意見を
聴かなければならない。

４

（主務大臣等）
第二十八条 （略）
２ （略）
（削る）
（略）

（主務大臣等）
第二十八条 （略）
２ （略）
３ 機構に係る通則法における主務省は、文部科学省と
する。
（略）
３

- 297 -

第二十九条

削除

（財務大臣との協議）
第三十条 主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、財
務大臣に協議しなければならない。
一 第六条第二項、第二十二条第一項若しくは第四項
又は第二十四条の規定による認可をしようとすると
き。

（独立行政法人評価委員会の意見の聴取等）
第二十九条 次に掲げる規定の適用については、これら
の規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会及
び経済産業省の独立行政法人評価委員会」とする。
一 通則法第三十八条第三項、第四十四条第四項、第
四十六条の二第五項（前条第一項第五号に規定する
業務に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分に
限る。）、第四十六条の三第六項（同号に規定する
業務に係る民間等出資に係る不要財産に係る部分に
限る。）及び第四十八条第二項（同号に規定する業
務の用に供する重要な財産に係る部分に限る。）の
規定
二 前条第一項第五号に規定する業務に関する通則法
第二十八条第三項、第二十九条第三項、第三十条第
三項及び第三十五条第二項の規定
２ 文部科学省の独立行政法人評価委員会は、次の場合
には、前条第一項第五号に掲げる業務に関し、経済産
業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければ
ならない。
一 通則法第三十二条第一項又は第三十四条第一項の
規定による評価を行おうとするとき。
二 通則法第三十二条第三項後段（通則法第三十四条
第三項において準用する場合を含む。）の規定によ
る勧告をしようとするとき。

（財務大臣との協議）
第三十条 主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、財
務大臣に協議しなければならない。
一 第六条第二項、第二十二条第一項若しくは第五項
又は第二十四条第一項の規定による認可をしようと
するとき。
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二

（略）

二

（略）
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則

改

正

案
則

現

行

（傍線部分は改正部分）

（退職手当法の適用に関する経過措置）
第五条 施行日前に施行日前の研究所等を退職した者の
退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改
正する法律（平成二十年法律第九十五号）附則第二条
の規定によりなお従前の例によることとされる場合に
おける同法第一条の規定による改正前の退職手当法（
以下この条において「旧退職手当法」という。）第十
二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、
独立行政法人国立特殊教育総合研究所を退職した者に
あっては独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の
、独立行政法人大学入試センターを退職した者にあっ
ては独立行政法人大学入試センターの、独立行政法人
国立オリンピック記念青少年総合センターを退職した
者にあっては独立行政法人国立青少年教育振興機構の
、独立行政法人国立女性教育会館を退職した者にあっ
ては独立行政法人国立女性教育会館の、独立行政法人
国立国語研究所を退職した者にあっては大学共同利用
機関法人人間文化研究機構の、独立行政法人国立科学
博物館を退職した者にあっては独立行政法人国立科学
博物館の、独立行政法人物質・材料研究機構を退職し
た者にあっては独立行政法人物質・材料研究機構の、
独立行政法人防災科学技術研究所を退職した者にあっ
ては独立行政法人防災科学技術研究所の、独立行政法
人放射線医学総合研究所を退職した者にあっては独立

附

○ 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律（平成十八年法律第二十四号）
（第九十八条関係）

附
（退職手当法の適用に関する経過措置）
第五条 施行日前に施行日前の研究所等を退職した者の
退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改
正する法律（平成二十年法律第九十五号）附則第二条
の規定によりなお従前の例によることとされる場合に
おける同法第一条の規定による改正前の退職手当法（
以下この条において「旧退職手当法」という。）第十
二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、
独立行政法人国立特殊教育総合研究所を退職した者に
あっては独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の
、独立行政法人大学入試センターを退職した者にあっ
ては独立行政法人大学入試センターの、独立行政法人
国立オリンピック記念青少年総合センターを退職した
者にあっては独立行政法人国立青少年教育振興機構の
、独立行政法人国立女性教育会館を退職した者にあっ
ては独立行政法人国立女性教育会館の、独立行政法人
国立国語研究所を退職した者にあっては大学共同利用
機関法人人間文化研究機構の、独立行政法人国立科学
博物館を退職した者にあっては独立行政法人国立科学
博物館の、独立行政法人物質・材料研究機構を退職し
た者にあっては国立研究開発法人物質・材料研究機構
の、独立行政法人防災科学技術研究所を退職した者に
あっては国立研究開発法人防災科学技術研究所の、独
立行政法人放射線医学総合研究所を退職した者にあっ
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ては国立研究開発法人放射線医学総合研究所の、独立
行政法人国立美術館を退職した者にあっては独立行政
法人国立美術館の、独立行政法人国立博物館及び独立
行政法人文化財研究所を退職した者にあっては独立行
政法人国立文化財機構の長は、旧退職手当法第十二条
の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。

行政法人放射線医学総合研究所の、独立行政法人国立
美術館を退職した者にあっては独立行政法人国立美術
館の、独立行政法人国立博物館及び独立行政法人文化
財研究所を退職した者にあっては独立行政法人国立文
化財機構の長は、旧退職手当法第十二条の二第一項に
規定する各省各庁の長等とみなす。
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案

現

行

（傍線部分は改正部分）

○ 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律（平成二
十年法律第六十三号）（第九十九条関係）

正
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改
（定義）
第二条 （略）
２～６ （略）
７ この法律において「試験研究機関等」とは、次に掲
げる機関のうち研究を行うもので政令で定めるものを
いう。
一～三 （略）
四 行政執行法人（独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号）第二条第四項に規定する行政執行法
人をいう。以下同じ。）
８～
（略）
この法律において「研究公務員」とは、試験研究機
関等に勤務する次に掲げる国家公務員をいう。
一・二 （略）
三 行政執行法人に勤務する国家公務員法（昭和二十
二年法律第百二十号）第二条に規定する一般職に属
する職員のうち研究を行う者として政令で定める者

10

（定義）
第二条 （略）
２～６ （略）
７ この法律において「試験研究機関等」とは、次に掲
げる機関のうち研究を行うもので政令で定めるものを
いう。
一～三 （略）
四 特定独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十
一年法律第百三号）第二条第二項に規定する特定独
立行政法人をいう。以下同じ。）
８～
（略）
この法律において「研究公務員」とは、試験研究機
関等に勤務する次に掲げる国家公務員をいう。
一・二 （略）
三 特定独立行政法人に勤務する国家公務員法（昭和
二十二年法律第百二十号）第二条に規定する一般職
に属する職員のうち研究を行う者として政令で定め
る者
11

（研究公務員に関する国家公務員退職手当法の特例）
第十七条 研究公務員が、国及び特定独立行政法人以外
の者が国（当該研究公務員が特定独立行政法人の職員
である場合にあっては、当該特定独立行政法人。以下
この条において同じ。）と共同して行う研究又は国の
委託を受けて行う研究（以下この項において「共同研
究等」という。）に従事するため国家公務員法第七十

10

（研究公務員に関する国家公務員退職手当法の特例）
第十七条 研究公務員が、国及び行政執行法人以外の者
が国（当該研究公務員が行政執行法人の職員である場
合にあっては、当該行政執行法人。以下この条におい
て同じ。）と共同して行う研究又は国の委託を受けて
行う研究（以下この項において「共同研究等」という
。）に従事するため国家公務員法第七十九条又は自衛

11

２・３

（研究集会への参加）
第十八条 研究公務員が、科学技術に関する研究集会へ
の参加（その準備行為その他の研究集会に関連する事
務への参加を含む。）を申し出たときは、任命権者は
、その参加が、研究に関する国と国以外の者との間の
交流及び特定独立行政法人と特定独立行政法人以外の
者との間の交流の促進に特に資するものであり、かつ
、当該研究公務員の職務に密接な関連があると認めら
れる場合には、当該研究公務員の所属する試験研究機
関等の研究業務の運営に支障がない限り、その参加を
承認することができる。

九条又は自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）
第四十三条の規定により休職にされた場合において、
当該共同研究等への従事が当該共同研究等の効率的実
施に特に資するものとして政令で定める要件に該当す
るときは、研究公務員に関する国家公務員退職手当法
（昭和二十八年法律第百八十二号）第六条の四第一項
及び第七条第四項の規定の適用については、当該休職
に係る期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実
に職務をとることを要しない期間には該当しないもの
とみなす。
２・３ （略）

隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）第四十三条の
規定により休職にされた場合において、当該共同研究
等への従事が当該共同研究等の効率的実施に特に資す
るものとして政令で定める要件に該当するときは、研
究公務員に関する国家公務員退職手当法（昭和二十八
年法律第百八十二号）第六条の四第一項及び第七条第
四項の規定の適用については、当該休職に係る期間は
、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとる
ことを要しない期間には該当しないものとみなす。

（研究集会への参加）
第十八条 研究公務員が、科学技術に関する研究集会へ
の参加（その準備行為その他の研究集会に関連する事
務への参加を含む。）を申し出たときは、任命権者は
、その参加が、研究に関する国と国以外の者との間の
交流及び行政執行法人と行政執行法人以外の者との間
の交流の促進に特に資するものであり、かつ、当該研
究公務員の職務に密接な関連があると認められる場合
には、当該研究公務員の所属する試験研究機関等の研
究業務の運営に支障がない限り、その参加を承認する
ことができる。

別表第一（第二条関係）
一 独立行政法人日本医療研究開発機構
二 独立行政法人情報通信研究機構
三 （略）
四 （略）
五 独立行政法人物質・材料研究機構
六 独立行政法人防災科学技術研究所
七 独立行政法人放射線医学総合研究所

（略）

別表第一（第二条関係）
一 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
二 国立研究開発法人情報通信研究機構
三 （略）
四 （略）
五 国立研究開発法人物質・材料研究機構
六 国立研究開発法人防災科学技術研究所
七 国立研究開発法人放射線医学総合研究所
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八 国立研究開発法人科学技術振興機構
九 （略）
十 国立研究開発法人理化学研究所
十一 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
十二 国立研究開発法人海洋研究開発機構
十三 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
十四 （略）
十五 （略）
十六 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
十七 国立研究開発法人国立がん研究センター
十八 国立研究開発法人国立循環器病研究センター
十九 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究セン
ター
二十 国立研究開発法人国立国際医療研究センター
二十一 国立研究開発法人国立成育医療研究センター
二十二 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
二十三 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研
究機構
二十四 国立研究開発法人農業生物資源研究所
二十五 国立研究開発法人農業環境技術研究所
二十六 国立研究開発法人国際農林水産業研究センタ
ー
二十七 国立研究開発法人森林総合研究所
二十八 国立研究開発法人水産総合研究センター
二十九 国立研究開発法人産業技術総合研究所
三十 （略）
三十一 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総
合開発機構
三十二 国立研究開発法人土木研究所
三十三 国立研究開発法人建築研究所
三十四 （略）
三十五 国立研究開発法人海上技術安全研究所

八 独立行政法人科学技術振興機構
九 （略）
十 独立行政法人理化学研究所
十一 独立行政法人宇宙航空研究開発機構
十二 独立行政法人海洋研究開発機構
十三 独立行政法人日本原子力研究開発機構
十四 （略）
十五 （略）
十六 独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所
十七 独立行政法人国立がん研究センター
十八 独立行政法人国立循環器病研究センター
十九 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター

二十 独立行政法人国立国際医療研究センター
二十一 独立行政法人国立成育医療研究センター
二十二 独立行政法人国立長寿医療研究センター
二十三 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機
構
二十四 独立行政法人農業生物資源研究所
二十五 独立行政法人農業環境技術研究所
二十六 独立行政法人国際農林水産業研究センター

二十七 独立行政法人森林総合研究所
二十八 独立行政法人水産総合研究センター
二十九 独立行政法人産業技術総合研究所
三十 （略）
三十一 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開
発機構
三十二 独立行政法人土木研究所
三十三 独立行政法人建築研究所
三十四 （略）
三十五 独立行政法人海上技術安全研究所
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三十六
三十七
三十八

国立研究開発法人港湾空港技術研究所
国立研究開発法人電子航法研究所
国立研究開発法人国立環境研究所

別表第二（第四十三条の二関係）
一 国立研究開発法人科学技術振興機構
二 国立研究開発法人産業技術総合研究所
三 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開
発機構

三十六
三十七
三十八

独立行政法人港湾空港技術研究所
独立行政法人電子航法研究所
独立行政法人国立環境研究所

別表第二（第四十三条の二関係）
一 独立行政法人科学技術振興機構
二 独立行政法人産業技術総合研究所
三 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機
構
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○

正

案

別表第一

現

（第二条関係）

行

（傍線部分は改正部分）

（定義）
第二条 （略）
２ （略）
３ この法律において「独立行政法人等職員被保険者」
とは、国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合
員（特定独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十
一年法律第百三号）第二条第二項に規定する特定独立
行政法人をいう。）以外の独立行政法人（同条第一項
に規定する独立行政法人をいう。）のうち別表第一に
掲げるもの並びに国立大学法人法（平成十五年法律第
百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法人及び
同条第三項に規定する大学共同利用機関法人に常時勤
務することを要する者（同表に掲げる法人に常時勤務
することを要しない者で政令で定めるものを含むもの
とし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を
含まないものとする。）に限る。）である被保険者（
疾病任意継続被保険者を除く。）をいう。
４～９ （略）

船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）（第百条関係）

改

（第二条関係）

（定義）
第二条 （略）
２ （略）
３ この法律において「独立行政法人等職員被保険者」
とは、国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合
員（行政執行法人（独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号）第二条第四項に規定する行政執行法人
をいう。）以外の独立行政法人（同条第一項に規定す
る独立行政法人をいう。）のうち別表第一に掲げるも
の並びに国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号
）第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三
項に規定する大学共同利用機関法人に常時勤務するこ
とを要する者（同表に掲げる法人に常時勤務すること
を要しない者で政令で定めるものを含むものとし、臨
時に使用される者その他の政令で定める者を含まない
ものとする。）に限る。）である被保険者（疾病任意
継続被保険者を除く。）をいう。
４～９ （略）
別表第一

（略）

（略）

（略）

独立行政法人情報通 独立行政法人情報通信研究機構
信研究機構
法（平成十一年法律第百六十二
号）

（略）

国立研究開発法人情 国立研究開発法人情報通信研究
報通信研究機構
機構法（平成十一年法律第百六
十二号）
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（略）

（略）

（略）

独立行政法人物質・ 独立行政法人物質・材料研究機
材料研究機構
構法（平成十一年法律第百七十
三号）

（略）

国立研究開発法人物 国立研究開発法人物質・材料研
質・材料研究機構
究機構法（平成十一年法律第百
七十三号）

独立行政法人防災科 独立行政法人防災科学技術研究
学技術研究所
所法（平成十一年法律第百七十
四号）

（略）

国立研究開発法人防 国立研究開発法人防災科学技術
災科学技術研究所
研究所法（平成十一年法律第百
七十四号）

（略）

独立行政法人農業・ 独立行政法人農業・食品産業技
食品産業技術総合研 術総合研究機構法（平成十一年
究機構
法律第百九十二号）

独立行政法人放射線 独立行政法人放射線医学総合研
医学総合研究所
究所法（平成十一年法律第百七
十六号）

国立研究開発法人農 国立研究開発法人農業・食品産
業・食品産業技術総 業技術総合研究機構法（平成十
合研究機構
一年法律第百九十二号）

独立行政法人農業生 独立行政法人農業生物資源研究
物資源研究所
所法（平成十一年法律第百九十
三号）

国立研究開発法人放 国立研究開発法人放射線医学総
射線医学総合研究所 合研究所法（平成十一年法律第
百七十六号）

国立研究開発法人農 国立研究開発法人農業生物資源
業生物資源研究所
研究所法（平成十一年法律第百
九十三号）

独立行政法人農業環 独立行政法人農業環境技術研究
境技術研究所
所法（平成十一年法律第百九十
四号）

（略）

国立研究開発法人農 国立研究開発法人農業環境技術
業環境技術研究所
研究所法（平成十一年法律第百
九十四号）

独立行政法人国際農 独立行政法人国際農林水産業研
林水産業研究センタ 究センター法（平成十一年法律
ー
第百九十七号）

（略）

国立研究開発法人国 国立研究開発法人国際農林水産
際農林水産業研究セ 業研究センター法（平成十一年
ンター
法律第百九十七号）
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国立研究開発法人森 国立研究開発法人森林総合研究
林総合研究所
所法（平成十一年法律第百九十
八号）

独立行政法人水産総 独立行政法人水産総合研究セン
合研究センター
ター法（平成十一年法律第百九
十九号）

独立行政法人森林総 独立行政法人森林総合研究所法
合研究所
（平成十一年法律第百九十八号
）

（略）

国立研究開発法人水 国立研究開発法人水産総合研究
産総合研究センター センター法（平成十一年法律第
百九十九号）
（略）

独立行政法人産業技 独立行政法人産業技術総合研究
術総合研究所
所法（平成十一年法律第二百三
号）

（略）

国立研究開発法人産 国立研究開発法人産業技術総合
業技術総合研究所
研究所法（平成十一年法律第二
百三号）

独立行政法人土木研 独立行政法人土木研究所法（平
究所
成十一年法律第二百五号）

（略）

国立研究開発法人土 国立研究開発法人土木研究所法
木研究所
（平成十一年法律第二百五号）

（略）

独立行政法人建築研 独立行政法人建築研究所法（平
究所
成十一年法律第二百六号）

（略）

独立行政法人海上技 独立行政法人海上技術安全研究
術安全研究所
所法（平成十一年法律第二百八
号）

国立研究開発法人建 国立研究開発法人建築研究所法
築研究所
（平成十一年法律第二百六号）

国立研究開発法人海 国立研究開発法人海上技術安全
上技術安全研究所
研究所法（平成十一年法律第二
百八号）

独立行政法人港湾空 独立行政法人港湾空港技術研究
港技術研究所
所法（平成十一年法律第二百九
号）

（略）

国立研究開発法人港 国立研究開発法人港湾空港技術
湾空港技術研究所
研究所法（平成十一年法律第二
百九号）

独立行政法人電子航 独立行政法人電子航法研究所法

（略）

国立研究開発法人電 国立研究開発法人電子航法研究
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国立研究開発法人国 国立研究開発法人国立環境研究
立環境研究所
所法（平成十一年法律第二百十
六号）

（略）

子航法研究所

（略）

所法（平成十一年法律第二百十
号）

独立行政法人国立環 独立行政法人国立環境研究所法
境研究所
（平成十一年法律第二百十六号
）

（略）

法研究所

（略）

（平成十一年法律第二百十号）

（略）

（略）

（略）

独立行政法人教員研 独立行政法人教員研修センター
修センター
法（平成十二年法律第八十八号
）

（略）

独立行政法人教員研 独立行政法人教員研修センター
修センター
法（平成十二年法律第八十八号
）

（新設）

独立行政法人海洋研 独立行政法人海洋研究開発機構
究開発機構
法（平成十五年法律第九十五号
）

（新設）

独立行政法人国立病 独立行政法人国立病院機構法（
院機構
平成十四年法律第百九十一号）
国立研究開発法人海 国立研究開発法人海洋研究開発
洋研究開発機構
機構法（平成十五年法律第九十
五号）

（略）

（略）

（略）

（略）

独立行政法人国立が 高度専門医療に関する研究等を
ん研究センター
行う独立行政法人に関する法律
（平成二十年法律第九十三号）

独立行政法人国立精

独立行政法人国立循
環器病研究センター

国立研究開発法人国 高度専門医療に関する研究等を
立がん研究センター 行う国立研究開発法人に関する
法律（平成二十年法律第九十三
国立研究開発法人国 号）
立循環器病研究セン
ター
国立研究開発法人国
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国立研究開発法人国
立長寿医療研究セン
ター

国立研究開発法人国
立成育医療研究セン
ター

国立研究開発法人国
立国際医療研究セン
ター

立精神・神経医療研
究センター

独立行政法人国立長
寿医療研究センター

独立行政法人国立成
育医療研究センター

独立行政法人国立国
際医療研究センター

神・神経医療研究セ
ンター
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○

正

案

労働関係調整法（昭和二十一年法律第二十五号）（第百一条関係）

改

現

行

（傍線部分は改正部分）

第八条の二 （略）
②・③ （略）
④ 特別調整委員のうち、使用者を代表する者は使用者
団体の推薦に基づいて、労働者を代表する者は労働組
合の推薦に基づいて、公益を代表する者は当該労働委
員会の使用者を代表する委員（特定独立行政法人の労
働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十七
号）第二十五条に規定する特定独立行政法人担当使用
者委員（次条において「特定独立行政法人担当使用者
委員」という。）を除く。）及び労働者を代表する委
員（同法第二十五条に規定する特定独立行政法人担当
労働者委員（次条において「特定独立行政法人担当労
働者委員」という。）を除く。）の同意を得て、任命
されるものとする。
⑤・⑥ （略）

第八条の二 （略）
②・③ （略）
④ 特別調整委員のうち、使用者を代表する者は使用者
団体の推薦に基づいて、労働者を代表する者は労働組
合の推薦に基づいて、公益を代表する者は当該労働委
員会の使用者を代表する委員（行政執行法人の労働関
係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十七号）
第二十五条に規定する行政執行法人担当使用者委員（
次条において「行政執行法人担当使用者委員」という
。）を除く。）及び労働者を代表する委員（同法第二
十五条に規定する行政執行法人担当労働者委員（次条
において「行政執行法人担当労働者委員」という。）
を除く。）の同意を得て、任命されるものとする。
⑤・⑥

第八条の三 中央労働委員会が第十条のあつせん員候補
者の委嘱及びその名簿の作成、第十二条第一項ただし
書の労働委員会の同意、第十八条第四号の労働委員会
の決議その他政令で定める事務を処理する場合には、
これらの事務の処理には、使用者を代表する委員のう
ち特定独立行政法人担当使用者委員以外の委員（第二
十一条第一項において「一般企業担当使用者委員」と
いう。）、労働者を代表する委員のうち特定独立行政
法人担当労働者委員以外の委員（第二十一条第一項に
おいて「一般企業担当労働者委員」という。）並びに
公益を代表する委員のうち会長があらかじめ指名する

（略）

第八条の三 中央労働委員会が第十条のあつせん員候補
者の委嘱及びその名簿の作成、第十二条第一項ただし
書の労働委員会の同意、第十八条第四号の労働委員会
の決議その他政令で定める事務を処理する場合には、
これらの事務の処理には、使用者を代表する委員のう
ち行政執行法人担当使用者委員以外の委員（第二十一
条第一項において「一般企業担当使用者委員」という
。）、労働者を代表する委員のうち行政執行法人担当
労働者委員以外の委員（第二十一条第一項において「
一般企業担当労働者委員」という。）並びに公益を代
表する委員のうち会長があらかじめ指名する十人の委
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員及び会長（第二十一条第一項及び第三十一条の二に
おいて「一般企業担当公益委員」という。）のみが参
与する。この場合において、中央労働委員会の事務の
処理に関し必要な事項は、政令で定める。

十人の委員及び会長（第二十一条第一項及び第三十一
条の二において「一般企業担当公益委員」という。）
のみが参与する。この場合において、中央労働委員会
の事務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
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○

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

（適用除外）
第六十二条 （略）
② この法律は、国家公務員法（昭和二十二年法律第百
二十号）第十八条の七第一項の官民人材交流センター
が同法第十八条の五第一項（自衛隊法（昭和二十九年
法律第百六十五号）第六十五条の十第二項及び独立行
政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第五十四条
の二第一項において準用する場合を含む。）の就職の
援助として行う職業紹介事業については、適用しない
。裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九
十九号）において読み替えて準用する国家公務員法第
百六条の二第二項第三号に規定する最高裁判所規則の
定めるところにより裁判官及び裁判官の秘書官以外の
裁判所職員の離職に際しての離職後の就職の援助に関
する事務を行う最高裁判所の組織が当該就職の援助と
して行う職業紹介事業についても、同様とする。

職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）（第百二条関係）

改
（適用除外）
第六十二条 （略）
② この法律は、国家公務員法（昭和二十二年法律第百
二十号）第十八条の七第一項の官民人材交流センター
が同法第十八条の五第一項（自衛隊法（昭和二十九年
法律第百六十五号）第六十五条の十第二項及び独立行
政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第五十四条
第一項において準用する場合を含む。）の就職の援助
として行う職業紹介事業については、適用しない。裁
判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九
号）において読み替えて準用する国家公務員法第百六
条の二第二項第三号に規定する最高裁判所規則の定め
るところにより裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判
所職員の離職に際しての離職後の就職の援助に関する
事務を行う最高裁判所の組織が当該就職の援助として
行う職業紹介事業についても、同様とする。
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○

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

第六条の二の二 （略）
② （略）
③ この法律で、医療型児童発達支援とは、上肢、下肢
又は体幹の機能の障害（以下「肢体不自由」という。
）のある児童につき、医療型児童発達支援センター又
は独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人国
立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関で
あつて厚生労働大臣が指定するもの（以下「指定発達
支援医療機関」という。）に通わせ、児童発達支援及
び治療を行うことをいう。
④～⑧ （略）

児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）（第百三条関係）

改
第六条の二の二 （略）
② （略）
③ この法律で、医療型児童発達支援とは、上肢、下肢
又は体幹の機能の障害（以下「肢体不自由」という。
）のある児童につき、医療型児童発達支援センター又
は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法
人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機
関であつて厚生労働大臣が指定するもの（以下「指定
発達支援医療機関」という。）に通わせ、児童発達支
援及び治療を行うことをいう。
④～⑧ （略）
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○

正

案

現

行

特定独立行政法人の労働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十七号）（第百四条関係）
（傍線部分は改正部分）
改

（目的及び関係者の義務）
第一条 この法律は、特定独立行政法人の職員の労働条
件に関する苦情又は紛争の友好的かつ平和的調整を図
るように団体交渉の慣行と手続とを確立することによ
つて、特定独立行政法人の正常な運営を最大限に確保
し、もつて公共の福祉を増進し、擁護することを目的
とする。
２ 国家の経済と国民の福祉に対する特定独立行政法人
の重要性に鑑み、この法律で定める手続に関与する関
係者は、経済的紛争をできるだけ防止し、かつ、主張
の不一致を友好的に調整するために、最大限の努力を
尽くさなければならない。

特定独立行政法人の労働関係に関する法律

２ 国家の経済と国民の福祉に対する行政執行法人の重
要性に鑑み、この法律で定める手続に関与する関係者
は、経済的紛争をできるだけ防止し、かつ、主張の不
一致を友好的に調整するために、最大限の努力を尽く
さなければならない。

（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意
義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定独立行政法人 独立行政法人通則法（平成十
一年法律第百三号）第二条第二項に規定する特定独
立行政法人をいう。
二 職員 特定独立行政法人に勤務する一般職に属す
る国家公務員をいう。

行政執行法人の労働関係に関する法律

（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意
義は、当該各号に定めるところによる。
一 行政執行法人 独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号）第二条第四項に規定する行政執行法
人をいう。
二 職員 行政執行法人に勤務する一般職に属する国
家公務員をいう。

（労働組合法との関係等）
第三条 職員に関する労働関係については、この法律の
定めるところにより、この法律に定めのないものにつ

（目的及び関係者の義務）
第一条 この法律は、行政執行法人の職員の労働条件に
関する苦情又は紛争の友好的かつ平和的調整を図るよ
うに団体交渉の慣行と手続とを確立することによつて
、行政執行法人の正常な運営を最大限に確保し、もつ
て公共の福祉を増進し、擁護することを目的とする。

（労働組合法との関係等）
第三条 職員に関する労働関係については、この法律の
定めるところにより、この法律に定めのないものにつ
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いては、労働組合法（昭和二十四年法律第百七十四号
。第五条第二項第八号、第七条第一号ただし書、第八
条、第十八条、第二十四条の二第一項及び第二項、第
二十七条の十三第二項、第二十八条、第三十一条並び
に第三十二条の規定を除く。）の定めるところによる
。この場合において、同法第六条中「労働組合の代表
者又は労働組合の委任を受けた者」とあり、及び同法
第七条第二号中「使用者が雇用する労働者の代表者」
とあるのは「労働組合を代表する交渉委員」と、同条
第四号中「労働関係調整法（昭和二十一年法律第二十
五号）による労働争議の調整」とあるのは「行政執行
法人の労働関係に関する法律による紛争の調整」と読
み替えるものとする。
２・３ （略）

いては、労働組合法（昭和二十四年法律第百七十四号
。第五条第二項第八号、第七条第一号ただし書、第八
条、第十八条、第二十四条の二第一項及び第二項、第
二十七条の十三第二項、第二十八条、第三十一条並び
に第三十二条の規定を除く。）の定めるところによる
。この場合において、同法第六条中「労働組合の代表
者又は労働組合の委任を受けた者」とあり、及び同法
第七条第二号中「使用者が雇用する労働者の代表者」
とあるのは「労働組合を代表する交渉委員」と、同条
第四号中「労働関係調整法（昭和二十一年法律第二十
五号）による労働争議の調整」とあるのは「特定独立
行政法人の労働関係に関する法律による紛争の調整」
と読み替えるものとする。
２・３ （略）

５

（職員の団結権）
第四条 （略）
２・３ （略）
４ 特定独立行政法人は、職を新設し、変更し、又は廃
止したときは、速やかにその旨を委員会に通知しなけ
ればならない。
（略）

５

（職員の団結権）
第四条 （略）
２・３ （略）
４ 行政執行法人は、職を新設し、変更し、又は廃止し
たときは、速やかにその旨を委員会に通知しなければ
ならない。
（略）

（組合のための職員の行為の制限）
第七条 職員は、組合の業務に専ら従事することができ
ない。ただし、行政執行法人の許可を受けて、組合の
役員として専ら従事する場合は、この限りでない。

（組合のための職員の行為の制限）
第七条 職員は、組合の業務に専ら従事することができ
ない。ただし、特定独立行政法人の許可を受けて、組
合の役員として専ら従事する場合は、この限りでない
。
２ 前項ただし書の許可は、特定独立行政法人が相当と
認める場合に与えることができるものとし、これを与
える場合においては、特定独立行政法人は、その許可
の有効期間を定めるものとする。
２ 前項ただし書の許可は、行政執行法人が相当と認め
る場合に与えることができるものとし、これを与える
場合においては、行政執行法人は、その許可の有効期
間を定めるものとする。
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（団体交渉の範囲）
第八条 第十一条及び第十二条第二項に規定するものの
ほか、職員に関する次に掲げる事項は、団体交渉の対
象とし、これに関し労働協約を締結することができる
。ただし、行政執行法人の管理及び運営に関する事項
は、団体交渉の対象とすることができない。
一～四 （略）

３～５

（交渉委員等）
第九条 特定独立行政法人と組合との団体交渉は、専ら
、特定独立行政法人を代表する交渉委員と組合を代表
する交渉委員とにより行う。

（団体交渉の範囲）
第八条 第十一条及び第十二条第二項に規定するものの
ほか、職員に関する次に掲げる事項は、団体交渉の対
象とし、これに関し労働協約を締結することができる
。ただし、特定独立行政法人の管理及び運営に関する
事項は、団体交渉の対象とすることができない。
一～四 （略）

３～５

（略）

（交渉委員等）
第九条 行政執行法人と組合との団体交渉は、専ら、行
政執行法人を代表する交渉委員と組合を代表する交渉
委員とにより行う。

（略）

第十条 行政執行法人を代表する交渉委員は当該行政執
行法人が、組合を代表する交渉委員は当該組合が指名
する。
２ 行政執行法人及び組合は、交渉委員を指名したとき
は、その名簿を相手方に提示しなければならない。

第十条 特定独立行政法人を代表する交渉委員は当該特
定独立行政法人が、組合を代表する交渉委員は当該組
合が指名する。
２ 特定独立行政法人及び組合は、交渉委員を指名した
ときは、その名簿を相手方に提示しなければならない
。

２

（苦情処理）
第十二条 特定独立行政法人及び組合は、職員の苦情を
適当に解決するため、特定独立行政法人を代表する者
及び職員を代表する者各同数をもつて構成する苦情処
理共同調整会議を設けなければならない。
（略）

２

（争議行為の禁止）
第十七条 職員及び組合は、特定独立行政法人に対して
同盟罷業、怠業、その他業務の正常な運営を阻害する

（苦情処理）
第十二条 行政執行法人及び組合は、職員の苦情を適当
に解決するため、行政執行法人を代表する者及び職員
を代表する者各同数をもつて構成する苦情処理共同調
整会議を設けなければならない。
（略）

（争議行為の禁止）
第十七条 職員及び組合は、行政執行法人に対して同盟
罷業、怠業、その他業務の正常な運営を阻害する一切
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２

一切の行為をすることができない。また、職員並びに
組合の組合員及び役員は、このような禁止された行為
を共謀し、唆し、又はあおつてはならない。
特定独立行政法人は、作業所閉鎖をしてはならない

２

（特定独立行政法人担当委員）
第二十五条 委員会が次条第一項、第二十七条第三号及
び第四号並びに第三十三条第四号の委員会の決議、次
条第二項及び第二十九条第四項の委員会の同意その他
政令で定める委員会の事務を処理する場合には、これ
らの事務の処理には、公益を代表する委員のうち会長
があらかじめ指名する四人の委員及び会長（次条第二
項、第二十九条第二項及び第三十四条第二項において
「特定独立行政法人担当公益委員」という。）、労働
組合法第十九条の三第二項に規定する特定独立行政法
人の推薦に基づき任命された同項に規定する四人の委
員（次条第二項及び第二十九条第二項において「特定
独立行政法人担当使用者委員」という。）並びに同法
第十九条の三第二項に規定する特定独立行政法人職員
が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命
された同項に規定する四人の委員（次条第二項及び第
二十九条第二項において「特定独立行政法人担当労働
者委員」という。）のみが参与する。この場合におい
て、委員会の事務の処理に関し必要な事項は、政令で
定める。

。
（行政執行法人担当委員）
第二十五条 委員会が次条第一項、第二十七条第三号及
び第四号並びに第三十三条第四号の委員会の決議、次
条第二項及び第二十九条第四項の委員会の同意その他
政令で定める委員会の事務を処理する場合には、これ
らの事務の処理には、公益を代表する委員のうち会長
があらかじめ指名する四人の委員及び会長（次条第二
項、第二十九条第二項及び第三十四条第二項において
「行政執行法人担当公益委員」という。）、労働組合
法第十九条の三第二項に規定する行政執行法人の推薦
に基づき任命された同項に規定する四人の委員（次条
第二項及び第二十九条第二項において「行政執行法人
担当使用者委員」という。）並びに同法第十九条の三
第二項に規定する行政執行法人職員が結成し、又は加
入する労働組合の推薦に基づき任命された同項に規定
する四人の委員（次条第二項及び第二十九条第二項に
おいて「行政執行法人担当労働者委員」という。）の
みが参与する。この場合において、委員会の事務の処
理に関し必要な事項は、政令で定める。

（あつせん）
第二十六条 委員会は、特定独立行政法人とその職員と
の間に発生した紛争について、関係当事者の双方若し
くは一方の申請又は委員会の決議により、あつせんを
行うことができる。

の行為をすることができない。また、職員並びに組合
の組合員及び役員は、このような禁止された行為を共
謀し、唆し、又はあおつてはならない。
行政執行法人は、作業所閉鎖をしてはならない。

（あつせん）
第二十六条 委員会は、行政執行法人とその職員との間
に発生した紛争について、関係当事者の双方若しくは
一方の申請又は委員会の決議により、あつせんを行う
ことができる。
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（仲裁委員会）
第三十四条 （略）
２ 仲裁委員会は、行政執行法人担当公益委員の全員を
もつて充てる仲裁委員又は委員会の会長が行政執行法
人担当公益委員のうちから指名する三人の仲裁委員で
組織する。
（略）

（調停委員会）
第二十九条 調停委員会は、公益を代表する調停委員、
行政執行法人を代表する調停委員及び職員を代表する
調停委員各三人以内で組織する。ただし、行政執行法
人を代表する調停委員と職員を代表する調停委員とは
、同数でなければならない。
２ 公益を代表する調停委員は行政執行法人担当公益委
員のうちから、行政執行法人を代表する調停委員は行
政執行法人担当使用者委員のうちから、職員を代表す
る調停委員は行政執行法人担当労働者委員のうちから
、委員会の会長が指名する。
３～５ （略）

３～６

３

（仲裁委員会）
第三十四条 （略）
２ 仲裁委員会は、特定独立行政法人担当公益委員の全
員をもつて充てる仲裁委員又は委員会の会長が特定独
立行政法人担当公益委員のうちから指名する三人の仲
裁委員で組織する。
（略）

（調停委員会）
第二十九条 調停委員会は、公益を代表する調停委員、
特定独立行政法人を代表する調停委員及び職員を代表
する調停委員各三人以内で組織する。ただし、特定独
立行政法人を代表する調停委員と職員を代表する調停
委員とは、同数でなければならない。
２ 公益を代表する調停委員は特定独立行政法人担当公
益委員のうちから、特定独立行政法人を代表する調停
委員は特定独立行政法人担当使用者委員のうちから、
職員を代表する調停委員は特定独立行政法人担当労働
者委員のうちから、委員会の会長が指名する。
３～５ （略）

２ 前項のあつせんは、委員会の会長が特定独立行政法
人担当公益委員、特定独立行政法人担当使用者委員若
しくは特定独立行政法人担当労働者委員若しくは第二
十九条第四項の調停委員候補者名簿に記載されている
者のうちから指名するあつせん員又は委員会の同意を
得て委員会の会長が委嘱するあつせん員によつて行う
。
３～６ （略）

２ 前項のあつせんは、委員会の会長が行政執行法人担
当公益委員、行政執行法人担当使用者委員若しくは行
政執行法人担当労働者委員若しくは第二十九条第四項
の調停委員候補者名簿に記載されている者のうちから
指名するあつせん員又は委員会の同意を得て委員会の
会長が委嘱するあつせん員によつて行う。

３

（委員会の裁定）
第三十五条 特定独立行政法人とその職員との間に発生

（略）

（委員会の裁定）
第三十五条 行政執行法人とその職員との間に発生した
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（主務大臣）
第三十六条 第二十七条第五号及び第三十三条第五号に
規定する主務大臣は、厚生労働大臣及び行政執行法人
を所管する大臣（当該調停又は仲裁に係る行政執行法
人を所管する大臣に限る。）とする。

紛争に係る委員会の裁定に対しては、当事者は、双方
とも最終的決定としてこれに服従しなければならない
。
２ 政府は、行政執行法人がその職員との間に発生した
紛争に係る委員会の裁定を実施した結果、その事務及
び事業の実施に著しい支障が生ずることのないように
、できる限り努力しなければならない。

（主務大臣）
第三十六条 第二十七条第五号及び第三十三条第五号に
規定する主務大臣は、厚生労働大臣及び特定独立行政
法人を所管する大臣（当該調停又は仲裁に係る特定独
立行政法人を所管する大臣に限る。）とする。

した紛争に係る委員会の裁定に対しては、当事者は、
双方とも最終的決定としてこれに服従しなければなら
ない。
２ 政府は、特定独立行政法人がその職員との間に発生
した紛争に係る委員会の裁定を実施した結果、その事
務及び事業の実施に著しい支障が生ずることのないよ
うに、できる限り努力しなければならない。

則

１・２ （略）
３ 第七条の規定の適用については、特定独立行政法人
の運営の実態に鑑み、労働関係の適正化を促進し、も
つて特定独立行政法人の効率的な運営に資するため、
当分の間、同条第三項中「五年」とあるのは、「七年
以下の範囲内で労働協約で定める期間」とする。

附

（他の法律の適用除外）
第三十七条 （略）
２ （略）
３ 特定独立行政法人及び職員に係る処分であつて第三
条第一項の規定により読み替えられた労働組合法第七
条各号に該当するものについては、行政不服審査法（
昭和三十七年法律第百六十号）による不服申立てをす
ることができない。

則

（他の法律の適用除外）
第三十七条 （略）
２ （略）
３ 行政執行法人及び職員に係る処分であつて第三条第
一項の規定により読み替えられた労働組合法第七条各
号に該当するものについては、行政不服審査法（昭和
三十七年法律第百六十号）による不服申立てをするこ
とができない。
附

１・２ （略）
３ 第七条の規定の適用については、行政執行法人の運
営の実態に鑑み、労働関係の適正化を促進し、もつて
行政執行法人の効率的な運営に資するため、当分の間
、同条第三項中「五年」とあるのは、「七年以下の範
囲内で労働協約で定める期間」とする。
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○

正

案

労働組合法（昭和二十四年法律第百七十四号）（第百五条関係）

改

現

行

（傍線部分は改正部分）

（中央労働委員会の委員の任命等）
第十九条の三 （略）
２ 使用者委員は使用者団体の推薦（使用者委員のうち
四人については、特定独立行政法人（独立行政法人通
則法（平成十一年法律第百三号）第二条第二項に規定
する特定独立行政法人をいう。以下この項、次条第二
項第二号及び第十九条の十第一項において同じ。）の
推薦）に基づいて、労働者委員は労働組合の推薦（労
働者委員のうち四人については、特定独立行政法人の
労働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十
七号）第二条第二号に規定する職員（以下この章にお
いて「特定独立行政法人職員」という。）が結成し、
又は加入する労働組合の推薦）に基づいて、公益委員
は厚生労働大臣が使用者委員及び労働者委員の同意を
得て作成した委員候補者名簿に記載されている者のう
ちから両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する
。
３～６ （略）

（中央労働委員会の委員の任命等）
第十九条の三 （略）
２ 使用者委員は使用者団体の推薦（使用者委員のうち
四人については、行政執行法人（独立行政法人通則法
（平成十一年法律第百三号）第二条第四項に規定する
行政執行法人をいう。以下この項、次条第二項第二号
及び第十九条の十第一項において同じ。）の推薦）に
基づいて、労働者委員は労働組合の推薦（労働者委員
のうち四人については、行政執行法人の労働関係に関
する法律（昭和二十三年法律第二百五十七号）第二条
第二号に規定する職員（以下この章において「行政執
行法人職員」という。）が結成し、又は加入する労働
組合の推薦）に基づいて、公益委員は厚生労働大臣が
使用者委員及び労働者委員の同意を得て作成した委員
候補者名簿に記載されている者のうちから両議院の同
意を得て、内閣総理大臣が任命する。
３～６

（委員の欠格条項）
第十九条の四 （略）
２ 次の各号のいずれかに該当する者は、公益委員とな
ることができない。
一 （略）
二 特定独立行政法人の役員、特定独立行政法人職員
又は特定独立行政法人職員が結成し、若しくは加入
する労働組合の組合員若しくは役員

（略）

（委員の欠格条項）
第十九条の四 （略）
２ 次の各号のいずれかに該当する者は、公益委員とな
ることができない。
一 （略）
二 行政執行法人の役員、行政執行法人職員又は行政
執行法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合
の組合員若しくは役員

- 321 -

（公益委員のみで行う権限）
第二十四条 （略）
２ 中央労働委員会は、常勤の公益委員に、中央労働委
員会に係属している事件に関するもののほか、行政執
行法人職員の労働関係の状況その他中央労働委員会の
事務を処理するために必要と認める事項の調査を行わ
せることができる。

（地方調整委員）
第十九条の十 中央労働委員会に、行政執行法人とその
行政執行法人職員との間に発生した紛争その他の事件
で地方において中央労働委員会が処理すべきものとし
て政令で定めるものに係るあつせん若しくは調停又は
第二十四条の二第五項の規定による手続に参与させる
ため、使用者、労働者及び公益をそれぞれ代表する地
方調整委員を置く。
２・３ （略）

（公益委員のみで行う権限）
第二十四条 （略）
２ 中央労働委員会は、常勤の公益委員に、中央労働委
員会に係属している事件に関するもののほか、特定独
立行政法人職員の労働関係の状況その他中央労働委員
会の事務を処理するために必要と認める事項の調査を
行わせることができる。

（地方調整委員）
第十九条の十 中央労働委員会に、特定独立行政法人と
その特定独立行政法人職員との間に発生した紛争その
他の事件で地方において中央労働委員会が処理すべき
ものとして政令で定めるものに係るあつせん若しくは
調停又は第二十四条の二第五項の規定による手続に参
与させるため、使用者、労働者及び公益をそれぞれ代
表する地方調整委員を置く。
２・３ （略）

２

（中央労働委員会の管轄等）
第二十五条 中央労働委員会は、行政執行法人職員の労
働関係に係る事件のあつせん、調停、仲裁及び処分（
行政執行法人職員が結成し、又は加入する労働組合に
関する第五条第一項及び第十一条第一項の規定による
処分については、政令で定めるものに限る。）につい
て、専属的に管轄するほか、二以上の都道府県にわた
り、又は全国的に重要な問題に係る事件のあつせん、
調停、仲裁及び処分について、優先して管轄する。
（略）

（中央労働委員会の管轄等）
第二十五条 中央労働委員会は、特定独立行政法人職員
の労働関係に係る事件のあつせん、調停、仲裁及び処
分（特定独立行政法人職員が結成し、又は加入する労
働組合に関する第五条第一項及び第十一条第一項の規
定による処分については、政令で定めるものに限る。
）について、専属的に管轄するほか、二以上の都道府
県にわたり、又は全国的に重要な問題に係る事件のあ
つせん、調停、仲裁及び処分について、優先して管轄
する。
（略）

２
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○

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

（障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の
措置）
第十八条 （略）
２ 市町村は、障害者支援施設又は障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第六
項の厚生労働省令で定める施設（以下「障害者支援施
設等」という。）への入所を必要とする身体障害者が
、やむを得ない事由により介護給付費等（療養介護等
に係るものに限る。）の支給を受けることが著しく困
難であると認めるときは、その身体障害者を当該市町
村の設置する障害者支援施設等に入所させ、又は国、
都道府県若しくは他の市町村若しくは社会福祉法人の
設置する障害者支援施設等若しくは独立行政法人国立
病院機構若しくは高度専門医療に関する研究等を行う
独立行政法人に関する法律（平成二十年法律第九十三
号）第四条第一項に規定する国立高度専門医療研究セ
ンターの設置する医療機関であつて厚生労働大臣の指
定するもの（以下「指定医療機関」という。）にその
身体障害者の入所若しくは入院を委託しなければなら
ない。

身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）（第百六条関係）

改
（障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の
措置）
第十八条 （略）
２ 市町村は、障害者支援施設又は障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第六
項の厚生労働省令で定める施設（以下「障害者支援施
設等」という。）への入所を必要とする身体障害者が
、やむを得ない事由により介護給付費等（療養介護等
に係るものに限る。）の支給を受けることが著しく困
難であると認めるときは、その身体障害者を当該市町
村の設置する障害者支援施設等に入所させ、又は国、
都道府県若しくは他の市町村若しくは社会福祉法人の
設置する障害者支援施設等若しくは独立行政法人国立
病院機構若しくは高度専門医療に関する研究等を行う
国立研究開発法人に関する法律（平成二十年法律第九
十三号）第三条の二に規定する国立高度専門医療研究
センターの設置する医療機関であつて厚生労働大臣の
指定するもの（以下「指定医療機関」という。）にそ
の身体障害者の入所若しくは入院を委託しなければな
らない。
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○

中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）（第百七条関係）

（機構の目的）
第五十八条 （略）

（傍線部分は改正部分）

（機構の目的）
第五十八条 （略）

（新設）

行

（中期目標管理法人）
第五十八条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定す
る中期目標管理法人とする。

（事務所）
第五十九条 （略）

現

（事務所）
第五十九条 （略）

（役員の任期）
第六十二条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の
任期は二年とする。

案

（理事の任期）
第六十二条 理事の任期は、二年とする。

（運営委員）
第六十九条 （略）
２ （略）
３ 第六十六条並びに通則法第二十一条第二項及び第二
十三条第二項の規定は、運営委員について準用する。
この場合において、通則法第二十三条第二項中「主務
大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「厚生
労働大臣は、」と読み替えるものとする。

正

（運営委員）
第六十九条 （略）
２ （略）
３ 第六十六条並びに通則法第二十一条第四項及び第二
十三条第二項の規定は、運営委員について準用する。
この場合において、通則法第二十三条第二項中「主務
大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「厚生
労働大臣は、」と読み替えるものとする。

改

（積立金の処分）
第七十五条 （略）
（削る）

（積立金の処分）
第七十五条 （略）
２ 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人
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２ 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額
から同項の規定による承認を受けた金額を控除してな
お残余があるときは、その残余の額のうち厚生労働省
令で定めるところにより算定した額を国庫に納付しな
ければならない。
３ 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。
（借入金及び財形住宅債券）
第七十五条の二 （略）
（削る）

（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
前各項（第二項を除く。）に定めるもののほか、財
形住宅債券に関し必要な事項は、政令で定める。

評価委員会の意見を聴かなければならない。
３ 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金
額から同項の規定による承認を受けた金額を控除して
なお残余があるときは、その残余の額のうち厚生労働
省令で定めるところにより算定した額を国庫に納付し
なければならない。
４ 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。

（借入金及び財形住宅債券）
第七十五条の二 （略）
２ 厚生労働大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
前各項（第三項を除く。）に定めるもののほか、財
形住宅債券に関し必要な事項は、政令で定める。
３
４
５
６
７
８

（償還計画）
第七十五条の三 （略）
２ 厚生労働大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。

２
３
４
５
６
７

（償還計画）
第七十五条の三
（削る）

（協議）
第七十九条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣
に協議しなければならない。

（略）

（協議）
第七十九条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣
に協議しなければならない。
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一 （略）
二 第五十三条又は第七十五条第三項の厚生労働省令
を定めようとするとき。
三 第七十二条第二項、第七十五条の二第一項、第三
項若しくは第六項又は第七十五条の三第一項の規定
による認可をしようとするとき。
四 （略）
（略）

２

一 （略）
二 第五十三条又は第七十五条第二項の厚生労働省令
を定めようとするとき。
三 第七十二条第二項、第七十五条の二第一項、第二
項若しくは第五項又は第七十五条の三の規定による
認可をしようとするとき。
四 （略）
（略）

２

則

（業務の特例）
第二条 （略）
２ 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う
場合には、第五十九条の二第二項中「第七十条第二項
」とあるのは「第七十条第二項及び附則第二条第一項
」と、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第二条
第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、第
七十二条第二項中「の一部」とあるのは「及び附則第
二条第一項に規定する業務（同項第二号に掲げる業務
のうち独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する
法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構
法（平成十四年法律第百七十号）附則第四条第二項第
四号に掲げる業務を除く。）の一部」と、第七十四条
第一項中「次に掲げる業務ごとに」とあるのは「次に
掲げる業務ごと」と、「に係る業務ごとに）」とある
のは「に係る業務ごと）及び附則第二条第一項第四号

附

（主務大臣等）
第八十条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省
及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省
及び厚生労働省令とする。

則

（主務大臣等）
第八十条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務
省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とす
る。
附

（業務の特例）
第二条 （略）
２ 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う
場合には、第五十九条の二第二項中「第七十条第二項
」とあるのは「第七十条第二項及び附則第二条第一項
」と、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第二条
第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、第
七十二条第二項中「の一部」とあるのは「及び附則第
二条第一項に規定する業務（同項第二号に掲げる業務
のうち独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する
法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構
法（平成十四年法律第百七十号）附則第四条第二項第
四号に掲げる業務を除く。）の一部」と、第七十四条
第一項中「次に掲げる業務ごとに」とあるのは「次に
掲げる業務ごと」と、「に係る業務ごとに）」とある
のは「に係る業務ごと）及び附則第二条第一項第四号
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に掲げる業務について」と、同項第三号中「業務」と
あるのは「業務及び附則第二条第一項第一号から第三
号までに掲げる業務」と、同条第二項中「前項」とあ
るのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適
用する前項」と、第七十五条第一項中「第七十条」と
あるのは「第七十条及び附則第二条第一項」と、同条
第二項中「同項」とあるのは「附則第二条第二項の規
定により読み替えて適用する前項」と、第七十五条の
二第一項中「第七十条第二項第一号」とあるのは「第
七十条第二項第一号並びに附則第二条第一項第一号及
び第三号」と、同条第二項中「第七十条第二項第一号
」とあるのは「第七十条第二項第一号並びに附則第二
条第一項第一号及び第三号」と、第七十九条第一項第
二号中「第七十五条第二項」とあるのは「附則第二条
第二項の規定により読み替えて適用する第七十五条第
二項」と、同項第三号中「第七十二条第二項、第七十
五条の二第一項、第二項若しくは第五項」とあるのは
「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する
第七十二条第二項若しくは第七十五条の二第一項若し
くは第二項、第七十五条の二第五項」と、同項第四号
中「第七十五条第一項」とあるのは「附則第二条第二
項の規定により読み替えて適用する第七十五条第一項
」と、第九十二条第二号中「第七十条」とあるのは「
第七十条及び附則第二条第一項」とする。

に掲げる業務について」と、同項第三号中「業務」と
あるのは「業務及び附則第二条第一項第一号から第三
号までに掲げる業務」と、同条第二項中「前項」とあ
るのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適
用する前項」と、第七十五条第一項中「第七十条」と
あるのは「第七十条及び附則第二条第一項」と、同条
第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規
定により読み替えて適用する前項」と、同条第三項中
「同項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により
読み替えて適用する第一項」と、第七十五条の二第一
項中「第七十条第二項第一号」とあるのは「第七十条
第二項第一号並びに附則第二条第一項第一号及び第三
号」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第二
条第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、
同条第三項中「第七十条第二項第一号」とあるのは「
第七十条第二項第一号並びに附則第二条第一項第一号
及び第三号」と、第七十九条第一項第二号中「第七十
五条第三項」とあるのは「附則第二条第二項の規定に
より読み替えて適用する第七十五条第三項」と、同項
第三号中「第七十二条第二項、第七十五条の二第一項
、第三項若しくは第六項」とあるのは「附則第二条第
二項の規定により読み替えて適用する第七十二条第二
項若しくは第七十五条の二第一項若しくは第三項、第
七十五条の二第六項」と、同項第四号中「第七十五条
第一項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により
読み替えて適用する第七十五条第一項」と、第九十二
条第二号中「第七十条」とあるのは「第七十条及び附
則第二条第一項」とする。
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○

社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）（第百八条関係）

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

（社会保険労務士の業務）
第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行
うことを業とする。
一～一の四 （略）
一の五 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）
第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事の委任
を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛
争（個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第
一条に規定する個別労働関係紛争（労働関係調整法
（昭和二十一年法律第二十五号）第六条に規定する
労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人の労働
関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十七
号）第二十六条第一項に規定する紛争並びに労働者
の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く
。）をいう。以下単に「個別労働関係紛争」という
。）に関するあつせんの手続について、紛争の当事
者を代理すること。
一の六～三 （略）
２～４ （略）

正

（社会保険労務士の業務）
第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行
うことを業とする。
一～一の四 （略）
一の五 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）
第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事の委任
を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛
争（個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第
一条に規定する個別労働関係紛争（労働関係調整法
（昭和二十一年法律第二十五号）第六条に規定する
労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の労働関係
に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十七号）
第二十六条第一項に規定する紛争並びに労働者の募
集及び採用に関する事項についての紛争を除く。）
をいう。以下単に「個別労働関係紛争」という。）
に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を
代理すること。
一の六～三 （略）
２～４ （略）

（欠格事由）
第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の
規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有し
ない。
一～七 （略）
八 公務員（独立行政法人通則法（平成十一年法律第
百三号）第二条第二項に規定する特定独立行政法人

改

（欠格事由）
第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の
規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有し
ない。
一～七 （略）
八 公務員（独立行政法人通則法（平成十一年法律第
百三号）第二条第四項に規定する行政執行法人（以
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九

下「行政執行法人」という。）又は地方独立行政法
人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第二項に
規定する特定地方独立行政法人（以下「特定地方独
立行政法人」という。）の役員又は職員を含む。）
で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から
三年を経過しない者
（略）
九

（以下「特定独立行政法人」という。）又は地方独
立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条
第二項に規定する特定地方独立行政法人（以下「特
定地方独立行政法人」という。）の役員又は職員を
含む。）で懲戒免職の処分を受け、その処分を受け
た日から三年を経過しない者
（略）

（受験資格）
第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険
労務士試験を受けることができる。
一～四 （略）
五 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従
事した期間及び特定独立行政法人又は特定地方独立
行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する
事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
六～十 （略）

免除科目

免除資格者

別表第二（第十一条関係）
番号

（受験資格）
第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険
労務士試験を受けることができる。
一～四 （略）
五 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従
事した期間及び行政執行法人又は特定地方独立行政
法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務
に従事した期間が通算して三年以上になる者
六～十 （略）
別表第二（第十一条関係）
免除資格者

（略）

免除科目

（略）

番号

（略）

（略）

（略）

（略）

八

八

労務管理その
他の労働及び
社会保険に関
する一般常識

労務管理その
他の労働及び
社会保険に関
する一般常識

１ （略）
２ 国又は地方公共団体の
公務員として厚生労働省
の所掌事務に属する行政
事務に従事した期間、厚
生労働大臣が所管する特
定独立行政法人の役員又
は職員として行政事務に

１ （略）
２ 国又は地方公共団体の公
務員として厚生労働省の所
掌事務に属する行政事務に
従事した期間、厚生労働大
臣が所管する行政執行法人
の役員又は職員として行政
事務に相当する事務に従事
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３

した期間及び特定地方独立
行政法人の役員又は職員と
して厚生労働省の所掌事務
に属する行政事務に相当す
る事務に従事した期間が通
算して十年以上になる者

（略）

３

相当する事務に従事した
期間及び特定地方独立行
政法人の役員又は職員と
して厚生労働省の所掌事
務に属する行政事務に相
当する事務に従事した期
間が通算して十年以上に
なる者
（略）
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○

正

案

児童手当法（昭和四十六年法律第七十三号）（第百九条関係）

改

現

一 常時勤務に服する
ことを要する国家公
務員その他政令で定
める国家公務員（独
立行政法人通則法（
平成十一年法律第百
三号）第二条第二項
に規定する特定独立
行政法人に勤務する
者を除く。）

（略）

行

（略）

（傍線部分は改正部分）

当該国家公務員の所属する各
省各庁（財政法（昭和二十二
年法律第三十四号）第二十一
条に規定する各省各庁をいう
。以下同じ。）の長（裁判所
にあつては、最高裁判所長官
とする。以下同じ。）又はそ
の委任を受けた者

（公務員に関する特例）
第十七条 次の表の上欄に掲げる者（以下「公務員」と
いう。）である一般受給資格者についてこの章の規定
を適用する場合においては、第七条第一項中「住所地
（一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人
である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする
。）の市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）
」とあり、第八条第一項及び第十四条第一項中「市町
村長」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み
替えるものとする。

当該国家公務員の所属する各
省各庁（財政法（昭和二十二
年法律第三十四号）第二十一
条に規定する各省各庁をいう
。以下同じ。）の長（裁判所
にあつては、最高裁判所長官
とする。以下同じ。）又はそ
の委任を受けた者

二

２・３

（略）

（略）

（公務員に関する特例）
第十七条 次の表の上欄に掲げる者（以下「公務員」と
いう。）である一般受給資格者についてこの章の規定
を適用する場合においては、第七条第一項中「住所地
（一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人
である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする
。）の市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）
」とあり、第八条第一項及び第十四条第一項中「市町
村長」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み
替えるものとする。

（略）

（略）

一 常時勤務に服する
ことを要する国家公
務員その他政令で定
める国家公務員（独
立行政法人通則法（
平成十一年法律第百
三号）第二条第四項
に規定する行政執行
法人に勤務する者を
除く。）
二
２・３
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○

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

（勤労者財産形成持家融資の原資）
第十一条 機構の行う第九条第一項の貸付け、独立行政
法人住宅金融支援機構の行う第十条第一項の貸付け、
沖縄振興開発金融公庫の行う同条第二項本文の貸付け
又は第十五条第二項に規定する共済組合等の行う同項
の貸付けに必要な資金は、次条に規定するところによ
り調達するものとし、当該調達のための中小企業退職
金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）第七十五条
の二第一項の規定に基づく長期借入金の額、同項の規
定に基づく財形住宅債券の発行額（独立行政法人雇用
・能力開発機構法を廃止する法律（平成二十三年法律
第二十六号）による廃止前の独立行政法人雇用・能力
開発機構法（平成十四年法律第百七十号）第十五条第
一項の規定に基づく雇用・能力開発債券の発行額を含
む。）、中小企業退職金共済法第七十五条の二第三項
の規定に基づく短期借入金の額、独立行政法人住宅金
融支援機構法第十九条第一項の規定に基づく長期借入
金の額、同条第三項の規定に基づく住宅金融支援機構
財形住宅債券の発行額（旧住宅金融公庫法（昭和二十
五年法律第百五十六号）第二十七条の三第三項の規定
に基づく住宅金融公庫財形住宅債券の発行額を含む。
）、独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）
第四十五条第一項の規定に基づく独立行政法人住宅金
融支援機構の短期借入金の額、沖縄振興開発金融公庫
法第二十六条第一項又は第四項の規定に基づく借入金
の額、同法第二十七条第三項の規定に基づく沖縄振興
開発金融公庫財形住宅債券の発行額及び当該共済組合

勤労者財産形成促進法（昭和四十六年法律第九十二号）（第百十条関係）

改
（勤労者財産形成持家融資の原資）
第十一条 機構の行う第九条第一項の貸付け、独立行政
法人住宅金融支援機構の行う第十条第一項の貸付け、
沖縄振興開発金融公庫の行う同条第二項本文の貸付け
又は第十五条第二項に規定する共済組合等の行う同項
の貸付けに必要な資金は、次条に規定するところによ
り調達するものとし、当該調達のための中小企業退職
金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）第七十五条
の二第一項の規定に基づく長期借入金の額、同項の規
定に基づく財形住宅債券の発行額（独立行政法人雇用
・能力開発機構法を廃止する法律（平成二十三年法律
第二十六号）による廃止前の独立行政法人雇用・能力
開発機構法（平成十四年法律第百七十号）第十五条第
一項の規定に基づく雇用・能力開発債券の発行額を含
む。）、中小企業退職金共済法第七十五条の二第二項
の規定に基づく短期借入金の額、独立行政法人住宅金
融支援機構法第十九条第一項の規定に基づく長期借入
金の額、同条第三項の規定に基づく住宅金融支援機構
財形住宅債券の発行額（旧住宅金融公庫法（昭和二十
五年法律第百五十六号）第二十七条の三第三項の規定
に基づく住宅金融公庫財形住宅債券の発行額を含む。
）、独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）
第四十五条第一項の規定に基づく独立行政法人住宅金
融支援機構の短期借入金の額、沖縄振興開発金融公庫
法第二十六条第一項又は第四項の規定に基づく借入金
の額、同法第二十七条第三項の規定に基づく沖縄振興
開発金融公庫財形住宅債券の発行額及び当該共済組合
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等の借入金の額の毎年度の末日における残高の合計額
として政令で定める金額は、勤労者財産形成貯蓄契約
等に基づく預入等（勤労者財産形成貯蓄契約に該当す
る積立分譲契約に基づく金銭の積立てを除く。）に係
る預貯金等（勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生
命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共
済掛金の払込みに係る金額を含む。）の同日の属する
年の前々年の九月三十日における残高のうち政令で定
める額を超えないようにするものとする。

等の借入金の額の毎年度の末日における残高の合計額
として政令で定める金額は、勤労者財産形成貯蓄契約
等に基づく預入等（勤労者財産形成貯蓄契約に該当す
る積立分譲契約に基づく金銭の積立てを除く。）に係
る預貯金等（勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生
命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共
済掛金の払込みに係る金額を含む。）の同日の属する
年の前々年の九月三十日における残高のうち政令で定
める額を超えないようにするものとする。
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○

正

案

行

（傍線部分は改正部分）

（適用除外）
第三十二条 第二章第一節及び第三節、前章、第二十九
条並びに第三十条の規定は、国家公務員及び地方公務
員に、第二章第二節の規定は、一般職の国家公務員（
特定独立行政法人の労働関係に関する法律（昭和二十
三年法律第二百五十七号）第二条第二号の職員を除く
。）、裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二
百九十九号）の適用を受ける裁判所職員、国会職員法
（昭和二十二年法律第八十五号）の適用を受ける国会
職員及び自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）
第二条第五項に規定する隊員に関しては適用しない。

現

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十三号）（第百十一
条関係）

改
（適用除外）
第三十二条 第二章第一節及び第三節、前章、第二十九
条並びに第三十条の規定は、国家公務員及び地方公務
員に、第二章第二節の規定は、一般職の国家公務員（
行政執行法人の労働関係に関する法律（昭和二十三年
法律第二百五十七号）第二条第二号の職員を除く。）
、裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九
十九号）の適用を受ける裁判所職員、国会職員法（昭
和二十二年法律第八十五号）の適用を受ける国会職員
及び自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）第二
条第五項に規定する隊員に関しては適用しない。
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○

現

行

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成十三年法律第百十二号）（第百十一条関係）
（傍線部分は改正部分）
案

（当事者に対する助言及び指導）
第四条 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争（労働
関係調整法（昭和二十一年法律第二十五号）第六条に
規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人
の労働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五
十七号）第二十六条第一項に規定する紛争を除く。）
に関し、当該個別労働関係紛争の当事者の双方又は一
方からその解決につき援助を求められた場合には、当
該個別労働関係紛争の当事者に対し、必要な助言又は
指導をすることができる。
２・３ （略）

正

（当事者に対する助言及び指導）
第四条 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争（労働
関係調整法（昭和二十一年法律第二十五号）第六条に
規定する労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の労
働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十七
号）第二十六条第一項に規定する紛争を除く。）に関
し、当該個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方か
らその解決につき援助を求められた場合には、当該個
別労働関係紛争の当事者に対し、必要な助言又は指導
をすることができる。
２・３ （略）

（適用除外）
第二十二条 この法律は、国家公務員及び地方公務員に
ついては、適用しない。ただし、特定独立行政法人の
労働関係に関する法律第二条第二号の職員、地方公営
企業法（昭和二十七年法律第二百九十二号）第十五条
第一項の企業職員、地方独立行政法人法（平成十五年
法律第百十八号）第四十七条の職員及び地方公務員法
（昭和二十五年法律第二百六十一号）第五十七条に規
定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公
務員であって地方公営企業等の労働関係に関する法律
（昭和二十七年法律第二百八十九号）第三条第四号の
職員以外のものの勤務条件に関する事項についての紛
争については、この限りでない。

改

（適用除外）
第二十二条 この法律は、国家公務員及び地方公務員に
ついては、適用しない。ただし、行政執行法人の労働
関係に関する法律第二条第二号の職員、地方公営企業
法（昭和二十七年法律第二百九十二号）第十五条第一
項の企業職員、地方独立行政法人法（平成十五年法律
第百十八号）第四十七条の職員及び地方公務員法（昭
和二十五年法律第二百六十一号）第五十七条に規定す
る単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員
であって地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭
和二十七年法律第二百八十九号）第三条第四号の職員
以外のものの勤務条件に関する事項についての紛争に
ついては、この限りでない。
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○

正

案

行

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和三十五年法
律第百二十三号）の一部を次のように改正する。
（略）
第八十五条の二を第八十五条の四とし、第四章中第八
十五条の次に次の二条を加える。
（船員に関する特例）
第八十五条の二 （略）
（適用除外）
第八十五条の三 第三十四条から第三十六条まで、第三
十六条の六及び前章の規定は、国家公務員及び地方公
務員に、第三十六条の二から第三十六条の五までの規
定は、一般職の国家公務員（特定独立行政法人の労働
関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十七号
）第二条第二号の職員を除く。）、裁判所職員臨時措
置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）の適用を受
ける裁判所職員、国会職員法（昭和二十二年法律第八
十五号）の適用を受ける国会職員及び自衛隊法（昭和
二十九年法律第百六十五号）第二条第五項に規定する
隊員に関しては、適用しない。
（略）

現

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律（平成二十五年法律第四十六号）（第百十一条関係）
（傍線部分は改正部分）
改
障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和三十五年法
律第百二十三号）の一部を次のように改正する。
（略）
第八十五条の二を第八十五条の四とし、第四章中第八
十五条の次に次の二条を加える。
（船員に関する特例）
第八十五条の二 （略）
（適用除外）
第八十五条の三 第三十四条から第三十六条まで、第三
十六条の六及び前章の規定は、国家公務員及び地方公
務員に、第三十六条の二から第三十六条の五までの規
定は、一般職の国家公務員（行政執行法人の労働関係
に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十七号）第
二条第二号の職員を除く。）、裁判所職員臨時措置法
（昭和二十六年法律第二百九十九号）の適用を受ける
裁判所職員、国会職員法（昭和二十二年法律第八十五
号）の適用を受ける国会職員及び自衛隊法（昭和二十
九年法律第百六十五号）第二条第五項に規定する隊員
に関しては、適用しない。
（略）
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○

正

案

行

（傍線部分は改正部分）

（公務員に関する特例）
第六十一条 （略）
２ （略）
３ 独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第
二条第二項に規定する特定独立行政法人（以下この条
において「特定独立行政法人」という。）の職員（国
家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第八十一
条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者
以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、
第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたなら
ば同項ただし書各号のいずれにも該当するものに限る
。）は、当該職員の勤務する特定独立行政法人の長の
承認を受けて、当該職員の配偶者、父母、子又は配偶
者の父母であって負傷、疾病又は身体上若しくは精神
上の障害により第二条第三号の厚生労働省令で定める
期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの（以
下この条において「要介護家族」という。）の介護を
するため、休業をすることができる。
４ （略）
５ 特定独立行政法人の長は、第三項の規定による休業
の承認を受けようとする職員からその承認の請求があ
ったときは、当該請求に係る期間のうち業務の運営に
支障があると認められる日又は時間を除き、これを承
認しなければならない。ただし、国家公務員法第八十
一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める
者以外の常時勤務することを要しない職員のうち、第

現

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）（第百十二
条関係）

改
（公務員に関する特例）
第六十一条 （略）
２ （略）
３ 独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第
二条第四項に規定する行政執行法人（以下この条にお
いて「行政執行法人」という。）の職員（国家公務員
法（昭和二十二年法律第百二十号）第八十一条の五第
一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常
時勤務することを要しない職員にあっては、第十一条
第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項た
だし書各号のいずれにも該当するものに限る。）は、
当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて
、当該職員の配偶者、父母、子又は配偶者の父母であ
って負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害によ
り第二条第三号の厚生労働省令で定める期間にわたり
日常生活を営むのに支障があるもの（以下この条にお
いて「要介護家族」という。）の介護をするため、休
業をすることができる。
４ （略）
５ 行政執行法人の長は、第三項の規定による休業の承
認を受けようとする職員からその承認の請求があった
ときは、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障
があると認められる日又は時間を除き、これを承認し
なければならない。ただし、国家公務員法第八十一条
の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以
外の常時勤務することを要しない職員のうち、第三項
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の規定による休業をすることができないこととするこ
とについて合理的な理由があると認められる者として
厚生労働省令で定めるものに該当する者からの当該請
求があった場合は、この限りでない。
６ 前三項の規定は、地方公務員法（昭和二十五年法律
第二百六十一号）第四条第一項に規定する職員（同法
第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占
める職員以外の非常勤職員にあっては、第十一条第一
項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし
書各号のいずれにも該当するものに限る。）について
準用する。この場合において、第三項中「当該職員の
勤務する行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員
法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第六条第一項
に規定する任命権者又はその委任を受けた者（地方教
育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法
律第百六十二号）第三十七条第一項に規定する県費負
担教職員については、市町村の教育委員会。以下同じ
。）」と、前項本文中「行政執行法人の長」とあるの
は「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又
はその委任を受けた者」と、「業務」とあるのは「公
務」と、同項ただし書中「国家公務員法第八十一条の
五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外
の常時勤務することを要しない職員」とあるのは「同
法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を
占める職員以外の非常勤職員」と読み替えるものとす
る。
７ 行政執行法人の職員（国家公務員法第八十一条の五
第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の
常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六
条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書
の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項に
おいて読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号

三項の規定による休業をすることができないこととす
ることについて合理的な理由があると認められる者と
して厚生労働省令で定めるものに該当する者からの当
該請求があった場合は、この限りでない。
６ 前三項の規定は、地方公務員法（昭和二十五年法律
第二百六十一号）第四条第一項に規定する職員（同法
第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占
める職員以外の非常勤職員にあっては、第十一条第一
項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし
書各号のいずれにも該当するものに限る。）について
準用する。この場合において、第三項中「当該職員の
勤務する特定独立行政法人の長」とあるのは「地方公
務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第六条第
一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者（地
方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一
年法律第百六十二号）第三十七条第一項に規定する県
費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下
同じ。）」と、前項本文中「特定独立行政法人の長」
とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任
命権者又はその委任を受けた者」と、「業務」とある
のは「公務」と、同項ただし書中「国家公務員法第八
十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占め
る者以外の常時勤務することを要しない職員」とある
のは「同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤
務の職を占める職員以外の非常勤職員」と読み替える
ものとする。
７ 特定独立行政法人の職員（国家公務員法第八十一条
の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以
外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第
十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただ
し書の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二
項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書
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のいずれにも該当しないものに限る。）であって小学
校就学の始期に達するまでの子を養育するものは、当
該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、
負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾
病の予防を図るために必要なものとして第十六条の二
第一項の厚生労働省令で定める当該子の世話を行うた
め、休暇を取得することができる。
８ （略）
９ 行政執行法人の長は、第七項の規定による休暇の承
認を受けようとする職員からその承認の請求があった
ときは、業務の運営に支障があると認められる場合を
除き、これを承認しなければならない。
前三項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定
する職員（同法第二十八条の五第一項に規定する短時
間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては
、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項
ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の三
第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただ
し書各号のいずれにも該当しないものに限る。）につ
いて準用する。この場合において、第七項中「行政執
行法人の職員（国家公務員法第八十一条の五第一項に
規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務
することを要しない職員」とあるのは「地方公務員法
第四条第一項に規定する職員（同法第二十八条の五第
一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非
常勤職員」と、「当該職員の勤務する行政執行法人の
長」とあるのは「同法第六条第一項に規定する任命権
者又はその委任を受けた者（地方教育行政の組織及び
運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）
第三十七条第一項に規定する県費負担教職員について
は、市町村の教育委員会。以下同じ。）」と、前項中
「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六
10

各号のいずれにも該当しないものに限る。）であって
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものは
、当該職員の勤務する特定独立行政法人の長の承認を
受けて、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世
話又は疾病の予防を図るために必要なものとして第十
六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該子の世話
を行うため、休暇を取得することができる。
８ （略）
９ 特定独立行政法人の長は、第七項の規定による休暇
の承認を受けようとする職員からその承認の請求があ
ったときは、業務の運営に支障があると認められる場
合を除き、これを承認しなければならない。
前三項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定
する職員（同法第二十八条の五第一項に規定する短時
間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては
、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項
ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の三
第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただ
し書各号のいずれにも該当しないものに限る。）につ
いて準用する。この場合において、第七項中「特定独
立行政法人の職員（国家公務員法第八十一条の五第一
項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時
勤務することを要しない職員」とあるのは「地方公務
員法第四条第一項に規定する職員（同法第二十八条の
五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外
の非常勤職員」と、「当該職員の勤務する特定独立行
政法人の長」とあるのは「同法第六条第一項に規定す
る任命権者又はその委任を受けた者（地方教育行政の
組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六
十二号）第三十七条第一項に規定する県費負担教職員
については、市町村の教育委員会。以下同じ。）」と
、前項中「特定独立行政法人の長」とあるのは「地方
10
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条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者
」と、「職員」とあるのは「同法第四条第一項に規定
する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替
えるものとする。
行政執行法人の職員（国家公務員法第八十一条の五
第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の
常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六
条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書
の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項に
おいて読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号
のいずれにも該当しないものに限る。）は、当該職員
の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職
員の要介護家族の介護その他の第十六条の五第一項の
厚生労働省令で定める世話を行うため、休暇を取得す
ることができる。
（略）
行政執行法人の長は、第十一項の規定による休暇の
承認を受けようとする職員からその承認の請求があっ
たときは、業務の運営に支障があると認められる場合
を除き、これを承認しなければならない。
前三項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定
する職員（同法第二十八条の五第一項に規定する短時
間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては
、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項
ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の六
第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただ
し書各号のいずれにも該当しないものに限る。）につ
いて準用する。この場合において、第十一項中「行政
執行法人の職員（国家公務員法第八十一条の五第一項
に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤
務することを要しない職員」とあるのは「地方公務員
法第四条第一項に規定する職員（同法第二十八条の五

公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委
任を受けた者」と、「職員」とあるのは「同法第四条
第一項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公
務」と読み替えるものとする。
特定独立行政法人の職員（国家公務員法第八十一条
の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以
外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第
十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただ
し書の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二
項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書
各号のいずれにも該当しないものに限る。）は、当該
職員の勤務する特定独立行政法人の長の承認を受けて
、当該職員の要介護家族の介護その他の第十六条の五
第一項の厚生労働省令で定める世話を行うため、休暇
を取得することができる。
（略）
特定独立行政法人の長は、第十一項の規定による休
暇の承認を受けようとする職員からその承認の請求が
あったときは、業務の運営に支障があると認められる
場合を除き、これを承認しなければならない。
前三項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定
する職員（同法第二十八条の五第一項に規定する短時
間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては
、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項
ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の六
第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただ
し書各号のいずれにも該当しないものに限る。）につ
いて準用する。この場合において、第十一項中「特定
独立行政法人の職員（国家公務員法第八十一条の五第
一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常
時勤務することを要しない職員」とあるのは「地方公
務員法第四条第一項に規定する職員（同法第二十八条
14

13 12

11

14

13 12

11
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第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の
非常勤職員」と、「当該職員の勤務する行政執行法人
の長」とあるのは「同法第六条第一項に規定する任命
権者又はその委任を受けた者（地方教育行政の組織及
び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号
）第三十七条第一項に規定する県費負担教職員につい
ては、市町村の教育委員会。以下同じ。）」と、前項
中「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第
六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた
者」と、「職員」とあるのは「同法第四条第一項に規
定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み
替えるものとする。
行政執行法人の長は、三歳に満たない子を養育する
当該行政執行法人の職員（国家公務員法第八十一条の
五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外
の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十
六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各
号のいずれにも該当しないものに限る。）が当該子を
養育するために請求した場合において、業務の運営に
支障がないと認めるときは、その者について、所定労
働時間を超えて勤務しないことを承認しなければなら
ない。
（略）
行政執行法人の長は、当該行政執行法人の職員につ
いて労働基準法第三十六条第一項本文の規定により同
項に規定する労働時間を延長することができる場合に
おいて、当該職員であって小学校就学の始期に達する
までの子を養育するもの（第十七条第一項の規定を適
用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しない
ものに限る。）が当該子を養育するために請求した場
合で業務の運営に支障がないと認めるときは、その者
について、制限時間（第十七条第一項に規定する制限

の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以
外の非常勤職員」と、「当該職員の勤務する特定独立
行政法人の長」とあるのは「同法第六条第一項に規定
する任命権者又はその委任を受けた者（地方教育行政
の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百
六十二号）第三十七条第一項に規定する県費負担教職
員については、市町村の教育委員会。以下同じ。）」
と、前項中「特定独立行政法人の長」とあるのは「地
方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその
委任を受けた者」と、「職員」とあるのは「同法第四
条第一項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「
公務」と読み替えるものとする。
特定独立行政法人の長は、三歳に満たない子を養育
する当該特定独立行政法人の職員（国家公務員法第八
十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占め
る者以外の常時勤務することを要しない職員にあって
は、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたなら
ば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。）が
当該子を養育するために請求した場合において、業務
の運営に支障がないと認めるときは、その者について
、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなけ
ればならない。
（略）
特定独立行政法人の長は、当該特定独立行政法人の
職員について労働基準法第三十六条第一項本文の規定
により同項に規定する労働時間を延長することができ
る場合において、当該職員であって小学校就学の始期
に達するまでの子を養育するもの（第十七条第一項の
規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該
当しないものに限る。）が当該子を養育するために請
求した場合で業務の運営に支障がないと認めるときは
、その者について、制限時間（第十七条第一項に規定
17 16

15

17 16

15
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（略）

時間をいう。第十九項において同じ。）を超えて当該
労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければ
ならない。
前項の規定は、行政執行法人の職員であって要介護
家族を介護するものについて準用する。この場合にお
いて、同項中「第十七条第一項の」とあるのは「第十
八条第一項において準用する第十七条第一項の」と、
「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準
用する第十七条第一項各号」と、「当該子を養育する
」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替
えるものとする。
・
（略）
行政執行法人の長は、小学校就学の始期に達するま
での子を養育する当該行政執行法人の職員であって第
十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号
のいずれにも該当しないものが当該子を養育するため
に請求した場合において、業務の運営に支障がないと
認めるときは、深夜（同項に規定する深夜をいう。第
二十三項において同じ。）において勤務しないことを
承認しなければならない。
前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人
の職員について準用する。この場合において、同項中
「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項にお
いて準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあ
るのは「第二十条第一項において準用する第十九条第
一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当
該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

・

する制限時間をいう。第十九項において同じ。）を超
えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認し
なければならない。
前項の規定は、特定独立行政法人の職員であって要
介護家族を介護するものについて準用する。この場合
において、同項中「第十七条第一項の」とあるのは「
第十八条第一項において準用する第十七条第一項の」
と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項におい
て準用する第十七条第一項各号」と、「当該子を養育
する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読
み替えるものとする。
・
（略）
特定独立行政法人の長は、小学校就学の始期に達す
るまでの子を養育する当該特定独立行政法人の職員で
あって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば
同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育
するために請求した場合において、業務の運営に支障
がないと認めるときは、深夜（同項に規定する深夜を
いう。第二十三項において同じ。）において勤務しな
いことを承認しなければならない。
前項の規定は、要介護家族を介護する特定独立行政
法人の職員について準用する。この場合において、同
項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項
において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」
とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九
条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは
「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとす
る。
・
（略）
20

24
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18
21 19

22

23

20

24

18
21 19
22
23

○

正

案

現

行

独立行政法人新エネルギー・産業技術総
合開発機構の業務

第七条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発
機構（以下「機構」という。）は、福祉用具に関する
産業技術の研究開発を促進するため、次の業務を行う
。
一～三 （略）

第三章

目次
第一章・第二章 （略）
第三章 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開
発機構の業務（第七条）
（略）
第四章
附則

福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律（平成五年法律第三十八号）（第百十三条関係）
（傍線部分は改正部分）
改

国立研究開発法人新エネルギー・産業技
術総合開発機構の業務

目次
第一章・第二章 （略）
第三章 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総
合開発機構の業務（第七条）
（略）
第四章
附則

第三章

第七条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合
開発機構（以下「機構」という。）は、福祉用具に関
する産業技術の研究開発を促進するため、次の業務を
行う。
一～三 （略）
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○

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

（設置）
第六条 （略）
２ 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところ
により厚生労働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。
独立行政法人評価委員会
がん対策推進協議会
肝炎対策推進協議会
中央最低賃金審議会
労働保険審査会
中央社会保険医療協議会
社会保険審査会

厚生労働省設置法（平成十一年法律第九十七号）（第百十四条関係）

改
（設置）
第六条 （略）
２ 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところ
により厚生労働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。
がん対策推進協議会
肝炎対策推進協議会
中央最低賃金審議会
労働保険審査会
中央社会保険医療協議会
社会保険審査会

第十一条の二

（略）

（略）

第十一条の四

第十一条の三

（略）

（略）

（削る）

第十一条の三

第二十五条 （略）
２ 中央労働委員会については、労働組合法（昭和二十
四年法律第百七十四号）、労働関係調整法（昭和二十
一年法律第二十五号）及び特定独立行政法人の労働関
係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十七号）

（独立行政法人評価委員会）
第十一条の二 独立行政法人評価委員会については、独
立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号。これに
基づく命令を含む。）の定めるところによる。

第二十五条 （略）
２ 中央労働委員会については、労働組合法（昭和二十
四年法律第百七十四号）、労働関係調整法（昭和二十
一年法律第二十五号）及び行政執行法人の労働関係に
関する法律（昭和二十三年法律第二百五十七号）並び
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にこれらに基づく命令の定めるところによる。

並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。
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○

独立行政法人労働安全衛生総合研究所法（平成十一年法律第百八十一号）（第百十五条関係）
（傍線部分は改正部分）

（研究所の目的）
第三条 （略）

（新設）

（研究所の目的）
第三条 （略）

行

（中期目標管理法人）
第三条の二 研究所は、通則法第二条第二項に規定する
中期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

現

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

案

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

正

（積立金の処分）
第十三条 （略）
２ 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

（積立金の処分）
第十三条 （略）
２ 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

改

３・４

（主務大臣等）
第十五条 研究所に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働
省及び厚生労働省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十五条 研究所に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令と
する。
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○

正

案

３

（略）

現

行

（傍線部分は改正部分）

（国民健康・栄養調査の実施）
第十条 （略）
２ 厚生労働大臣は、独立行政法人医薬基盤・健康・栄
養研究所（以下「研究所」という。）に、国民健康・
栄養調査の実施に関する事務のうち集計その他の政令
で定める事務の全部又は一部を行わせることができる
。

健康増進法（平成十四年法律第百三号）（第百十六条関係）

改
（国民健康・栄養調査の実施）
第十条 （略）
２ 厚生労働大臣は、国立研究開発法人医薬基盤・健康
・栄養研究所（以下「研究所」という。）に、国民健
康・栄養調査の実施に関する事務のうち集計その他の
政令で定める事務の全部又は一部を行わせることがで
きる。
（略）
３
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○

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法（平成十四年法律第百六十五号）（第百十七条関係）
（傍線部分は改正部分）

（機構の目的）
第三条 （略）

（新設）

（機構の目的）
第三条 （略）

行

（中期目標管理法人）
第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

現

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

案

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

（運営委員）
第十三条 （略）
２・３ （略）
４ 第十条並びに通則法第二十一条第二項及び第二十三
条第二項の規定は、運営委員について準用する。この
場合において、同項中「主務大臣又は法人の長は、そ
れぞれ」とあるのは、「厚生労働大臣は、」と読み替
えるものとする。

正

（運営委員）
第十三条 （略）
２・３ （略）
４ 第十条並びに通則法第二十一条第四項及び第二十三
条第二項の規定は、運営委員について準用する。この
場合において、同項中「主務大臣又は法人の長は、そ
れぞれ」とあるのは、「厚生労働大臣は、」と読み替
えるものとする。

（利益及び損失の処理の特例等）
第十七条 機構は、前条第一号、第二号、第四号及び第
五号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通
則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期

改

（利益及び損失の処理の特例等）
第十七条 機構は、前条第一号、第二号、第四号及び第
五号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通
則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期
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２ 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額
から同項の規定による承認を受けた金額を控除してな
お残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しな
ければならない。
３ 前条第三号に掲げる業務に係る勘定（次項において
「第三号勘定」という。）については、通則法第四十
四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない
。
４ （略）
５ 前各項に定めるもののほか、第二項の納付金の納付
に係る手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、
政令で定める。

（主務大臣等）
第二十三条 機構に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働
省及び厚生労働省令とする。

間（以下この項及び第五項において「中期目標の期間
」という。）の最後の事業年度に係る通則法第四十四
条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同
条第一項の規定による積立金があるときは、その額に
相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額
を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る
通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画（同項
後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変
更後のもの）の定めるところにより、当該次の中期目
標の期間における第十四条第一項及び第三項に規定す
る業務の財源に充てることができる。
２ 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
３ 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金
額から同項の規定による承認を受けた金額を控除して
なお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付し
なければならない。
４ 前条第三号に掲げる業務に係る勘定（次項において
「第三号勘定」という。）については、通則法第四十
四条第一項ただし書、第三項及び第四項の規定は、適
用しない。
５ （略）
６ 前各項に定めるもののほか、第三項の納付金の納付
に係る手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、
政令で定める。

間（以下この項及び第四項において「中期目標の期間
」という。）の最後の事業年度に係る通則法第四十四
条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同
条第一項の規定による積立金があるときは、その額に
相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額
を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る
通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画（同項
後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変
更後のもの）の定めるところにより、当該次の中期目
標の期間における第十四条第一項及び第三項に規定す
る業務の財源に充てることができる。
（削る）

（主務大臣等）
第二十三条 機構に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令と
する。
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附

則

（業務の特例）
第五条 （略）
２～７ （略）
８ 第一項から第三項までの規定により機構がこれらの
規定に規定する業務を行う場合には、第十一条第一項
中「という。）」とあるのは「という。）並びに附則
第五条第三項第三号に掲げる業務」と、同条第二項中
「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務
及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、同条
第三項中「前項」とあるのは「附則第五条第八項によ
り読み替えられた前項」と、「職業能力開発業務」と
あるのは「職業能力開発業務及び同条第三項第三号に
掲げる業務」と、第十三条第一項中「及び職業能力開
発業務」とあるのは「並びに職業能力開発業務及び附
則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、第十四条第
二項中「第七号」とあるのは「第七号並びに附則第五
条第二項第一号及び第三項各号」と、「又は同法第六
十三条の規定による能力開発事業」とあるのは「、同
法第六十三条の規定による能力開発事業又は雇用保険
法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第三十号
）附則第六条第一項の規定による暫定雇用福祉事業」
と、第十五条第一項中「第六号」とあるのは「第六号
並びに附則第五条第一項第一号及び第二項第一号」と
、第十六条中「に掲げる業務ごとに」とあるのは「に
掲げる業務並びに附則第五条第三項第一号及び第二号
に掲げる業務ごとに」と、同条第一号中「に掲げる業
務及び」とあるのは「及び附則第五条第二項第一号に
掲げる業務並びに」と、同条第三号中「に掲げる業務
及びこれに」とあるのは「及び附則第五条第一項第一
号に掲げる業務並びにこれらに」と、同条第四号中「

附

則

（業務の特例）
第五条 （略）
２～７ （略）
８ 第一項から第三項までの規定により機構がこれらの
規定に規定する業務を行う場合には、第十一条第一項
中「という。）」とあるのは「という。）並びに附則
第五条第三項第三号に掲げる業務」と、同条第二項中
「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務
及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、同条
第三項中「前項」とあるのは「附則第五条第八項によ
り読み替えられた前項」と、「職業能力開発業務」と
あるのは「職業能力開発業務及び同条第三項第三号に
掲げる業務」と、第十三条第一項中「及び職業能力開
発業務」とあるのは「並びに職業能力開発業務及び附
則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、第十四条第
二項中「第七号」とあるのは「第七号並びに附則第五
条第二項第一号及び第三項各号」と、「又は同法第六
十三条の規定による能力開発事業」とあるのは「、同
法第六十三条の規定による能力開発事業又は雇用保険
法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第三十号
）附則第六条第一項の規定による暫定雇用福祉事業」
と、第十五条第一項中「第六号」とあるのは「第六号
並びに附則第五条第一項第一号及び第二項第一号」と
、第十六条中「に掲げる業務ごとに」とあるのは「に
掲げる業務並びに附則第五条第三項第一号及び第二号
に掲げる業務ごとに」と、同条第一号中「に掲げる業
務及び」とあるのは「及び附則第五条第二項第一号に
掲げる業務並びに」と、同条第三号中「に掲げる業務
及びこれに」とあるのは「及び附則第五条第一項第一
号に掲げる業務並びにこれらに」と、同条第四号中「
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規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに附則
第五条第三項第三号に掲げる業務」と、第十七条第一
項中「前条第一号、第二号及び第四号」とあるのは「
附則第五条第八項により読み替えられた前条第一号及
び第四号、前条第二号並びに附則第五条第三項第一号
及び第二号」と、「第十四条第一項及び第三項」とあ
るのは「第十四条第一項及び第三項並びに附則第五条
第二項及び第三項」と、同条第二項中「同項」とある
のは「附則第五条第八項により読み替えられた前項」
と、第十八条第一項中「第十四条第一項第一号から第
六号まで及び第八号」とあるのは「第十四条第一項第
一号から第六号まで及び第八号並びに附則第五条第一
項第一号及び第二項第一号」と、「同項第七号」とあ
るのは「第十四条第一項第七号」と、同条第二項中「
前項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替え
られた前項」と、第二十二条第一項第一号中「第十五
条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み
替えられた第十五条第一項」と、同項第二号中「第十
七条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読
み替えられた第十七条第一項」と、第二十四条第一項
中「及び職業能力開発業務」とあるのは「、職業能力
開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」
と、同条第二項中「職業能力開発業務」とあるのは「
職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げ
る業務」と、第二十八条第一号中「第十四条第一項及
び第三項」とあるのは「第十四条第一項及び第三項並
びに附則第五条第一項から第三項まで」と、同条第二
号中「第十五条第一項」とあるのは「附則第五条第八
項により読み替えられた第十五条第一項」と、同条第
三号中「第十七条第一項」とあるのは「附則第五条第
八項により読み替えられた第十七条第一項」とする。

規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに附則
第五条第三項第三号に掲げる業務」と、第十七条第一
項中「前条第一号、第二号及び第四号」とあるのは「
附則第五条第八項により読み替えられた前条第一号及
び第四号、前条第二号並びに附則第五条第三項第一号
及び第二号」と、「第十四条第一項及び第三項」とあ
るのは「第十四条第一項及び第三項並びに附則第五条
第二項及び第三項」と、同条第二項中「前項」とある
のは「附則第五条第八項により読み替えられた前項」
と、同条第三項中「同項」とあるのは「附則第五条第
八項により読み替えられた第一項」と、第十八条第一
項中「第十四条第一項第一号から第六号まで及び第八
号」とあるのは「第十四条第一項第一号から第六号ま
で及び第八号並びに附則第五条第一項第一号及び第二
項第一号」と、「同項第七号」とあるのは「第十四条
第一項第七号」と、同条第二項中「前項」とあるのは
「附則第五条第八項により読み替えられた前項」と、
第二十二条第一項第一号中「第十五条第一項」とある
のは「附則第五条第八項により読み替えられた第十五
条第一項」と、同項第二号中「第十七条第一項」とあ
るのは「附則第五条第八項により読み替えられた第十
七条第一項」と、第二十四条第一項中「及び職業能力
開発業務」とあるのは「、職業能力開発業務及び附則
第五条第三項第三号に掲げる業務」と、同条第二項中
「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務
及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、第二
十八条第一号中「第十四条第一項及び第三項」とある
のは「第十四条第一項及び第三項並びに附則第五条第
一項から第三項まで」と、同条第二号中「第十五条第
一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替え
られた第十五条第一項」と、同条第三号中「第十七条
第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替
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えられた第十七条第一項」とする。
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○

独立行政法人福祉医療機構法（平成十四年法律第百六十六号）（第百十八条関係）

（傍線部分は改正部分）

（機構の目的）
第三条 （略）
２ （略）

行

（機構の目的）
第三条 （略）
２ （略）

（新設）

現

（中期目標管理法人）
第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

案

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

正

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

（役員の兼職禁止の特例）
第九条 役員は、通則法第六十一条に定めるもののほか
、第十二条第一項第一号に規定する社会福祉事業施設
を設置し、若しくは経営すること、同項第二号に規定
する施設を開設すること若しくは同項第三号及び第五
号から第七号までに規定する事業を行うことを目的と
する法人の役員となり、又は自ら、同項第一号に規定
する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営し、同
項第二号に規定する施設を開設し、若しくは同項第三
号及び第五号から第七号までに規定する事業を行って
はならない。ただし、任命権者の承認を受けたときは
、この限りでない。

改

（役員の兼職禁止の特例）
第九条 役員は、通則法第五十条の三に定めるもののほ
か、第十二条第一項第一号に規定する社会福祉事業施
設を設置し、若しくは経営すること、同項第二号に規
定する施設を開設すること若しくは同項第三号及び第
五号から第七号までに規定する事業を行うことを目的
とする法人の役員となり、又は自ら、同項第一号に規
定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営し、
同項第二号に規定する施設を開設し、若しくは同項第
三号及び第五号から第七号までに規定する事業を行っ
てはならない。ただし、任命権者の承認を受けたとき
は、この限りでない。
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（積立金の処分）
第十六条 （略）
（削る）

２ 機構は、前条第一号に掲げる業務に係る勘定、同条
第四号に掲げる業務に係る勘定及び同条第五号に掲げ
る業務に係る勘定において、前項に規定する積立金の
額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた
金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額
を国庫に納付しなければならない。
３ （略）
４ 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。
（長期借入金及び独立行政法人福祉医療機構債券）
第十七条 （略）
（削る）

２ 前項の規定による債券（当該債券に係る債権が第十
九条の規定に基づき信託された貸付債権により担保さ
れているものを除く。）の債権者は、機構の財産につ
いて他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける
権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

３
４
５
６

（積立金の処分）
第十六条 （略）
２ 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
３ 機構は、前条第一号に掲げる業務に係る勘定、同条
第四号に掲げる業務に係る勘定及び同条第五号に掲げ
る業務に係る勘定において、第一項に規定する積立金
の額に相当する金額から同項の規定による承認を受け
た金額を控除してなお残余があるときは、その残余の
額を国庫に納付しなければならない。
４ （略）
５ 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。

（長期借入金及び独立行政法人福祉医療機構債券）
第十七条 （略）
２ 厚生労働大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
３ 第一項の規定による債券（当該債券に係る債権が第
十九条の規定に基づき信託された貸付債権により担保
されているものを除く。）の債権者は、機構の財産に
ついて他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受け
る権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）
４
５
６
７
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二・三 （略）
四 第十六条第三項の厚生労働省令を定めようとする
とき。

（財務大臣との協議）
第二十六条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣
に協議しなければならない。
一 第十二条第三項若しくは第七項、第十四条第一項
、第十七条第一項若しくは第四項、第十九条、第二
十条又は第二十二条の認可をしようとするとき。

（償還計画）
第二十二条 （略）
（削る）

（主務大臣等）
第二十七条 機構に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働
省及び厚生労働省令とする。

（財務大臣との協議）
第二十六条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣
に協議しなければならない。
一 第十二条第三項若しくは第七項、第十四条第一項
、第十七条第一項若しくは第五項、第十九条、第二
十条又は第二十二条第一項の認可をしようとすると
き。
二・三 （略）
四 第十六条第四項の厚生労働省令を定めようとする
とき。

（償還計画）
第二十二条 （略）
２ 厚生労働大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。

則

（主務大臣等）
第二十七条 機構に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令と
する。

附

第四条 （略）
２ 前項の社会福祉・医療事業団債券は、第十七条第三
項及び第四項の規定の適用については、同条第一項の
規定による債券とみなす。

則

第四条 （略）
２ 前項の社会福祉・医療事業団債券は、第十七条第二
項及び第三項の規定の適用については、同条第一項の
規定による債券とみなす。

（業務の特例）
第五条の二 （略）
２～
（略）

附

（業務の特例）
第五条の二 （略）
２～
（略）
10

10
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第一項から第三項までの規定により機構が承継債権
管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を
行う場合には、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定
中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に
掲げる字句とする。

（略）
（略）

（略）
（略）

（略）

第十六条第三項

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

第一項から第三項までの規定により機構が承継債権
管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を
行う場合には、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定
中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に
掲げる字句とする。

第十六条第二項

（略）

（略）
第一項から第三項までの規定により機構が承継債権
管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を
行う場合には、特別会計に関する法律（平成十九年法
律第二十三号）第百十一条第三項の規定によるほか第
六項の規定による納付金は年金特別会計の厚生年金勘
定の歳入とし、同条第六項第一号ヘ中「独立行政法人
福祉医療機構法第十六条第三項」とあるのは「独立行
政法人福祉医療機構法附則第五条の二第十一項の規定
により読み替えて適用する同法第十六条第三項」と、
同法第百十四条第九項中「第十六条第三項」とあるの
は「附則第五条の二第十一項の規定により読み替えて
適用する同法第十六条第三項」とする。
～
（略）

（略）

11

（略）

16

（略）

（略）
第一項から第三項までの規定により機構が承継債権
管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を
行う場合には、特別会計に関する法律（平成十九年法
律第二十三号）第百十一条第三項の規定によるほか第
六項の規定による納付金は年金特別会計の厚生年金勘
定の歳入とし、同条第六項第一号ヘ中「独立行政法人
福祉医療機構法第十六条第二項」とあるのは「独立行
政法人福祉医療機構法附則第五条の二第十一項の規定
により読み替えて適用する同法第十六条第二項」と、
同法第百十四条第九項中「第十六条第二項」とあるの
は「附則第五条の二第十一項の規定により読み替えて
適用する同法第十六条第二項」とする。
～
（略）
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11
13 12
14

13 12

14

16

○

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成十四年法律第百六十七号）（第百十九条関係）
（傍線部分は改正部分）

行

（のぞみの園の目的）
第三条 （略）

現

（のぞみの園の目的）
第三条 （略）

（新設）

案

（中期目標管理法人）
第三条の二 のぞみの園は、通則法第二条第二項に規定
する中期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

正

（事務所）
第四条 （略）

改

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、当該理事について理事長が定め
る期間（その末日が通則法第二十一条第一項の規定に
よる理事長の任期の末日以前であるものに限る。）と
する。

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は、任命の日から、その日を含む
のぞみの園に係る通則法第二十九条第二項第一号に規
定する中期目標の期間（以下「中期目標の期間」とい
う。）の末日までとする。
２ 通則法第二十九条第一項後段の規定により中期目標
が変更された場合において中期目標の期間が変更され
たときは、理事長の任期は、変更後の中期目標の期間
の末日までとする。
３ 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期
間（その末日が理事長の任期の末日以前であるものに
限る。）とする。
４ 第二項の規定により理事長の任期が変更された場合
において、理事の任期の末日が理事長の任期の末日後
となるときは、当該理事の任期は、変更後の理事長の
任期の末日までとする。
監事の任期は、二年とする。
５
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（積立金の処分）
第十二条 のぞみの園は、中期目標の期間の最後の事業
年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定
による整理を行った後、同条第一項の規定による積立
金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労
働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の
次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認
可を受けた中期計画（同項後段の規定による変更の認
可を受けたときは、その変更後のもの）の定めるとこ
ろにより、当該次の中期目標の期間における前条に規
定する業務の財源に充てることができる。

２ 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

（積立金の処分）
第十二条 のぞみの園は、通則法第二十九条第二項第一
号に規定する中期目標の期間（以下この項において「
中期目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る
通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理
を行った後、同条第一項の規定による積立金があると
きは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承
認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目
標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた
中期計画（同項後段の規定による変更の認可を受けた
ときは、その変更後のもの）の定めるところにより、
当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務
の財源に充てることができる。
２ 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

３・４

（主務大臣等）
第十三条 のぞみの園に係る通則法における主務大臣、
主務省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生
労働省及び厚生労働省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十三条 のぞみの園に係る通則法における主務大臣及
び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省
令とする。
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○

独立行政法人労働政策研究・研修機構法（平成十四年法律第百六十九号）（第百二十条関係）
（傍線部分は改正部分）

（機構の目的）
第三条 （略）

（新設）

（機構の目的）
第三条 （略）

行

（中期目標管理法人）
第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

現

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

案

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

正

（積立金の処分）
第十四条 （略）
２ 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

（積立金の処分）
第十四条 （略）
２ 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

改

３・４

（主務大臣等）
第十五条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省
及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省
及び厚生労働省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十五条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務
省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とす
る。
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○

独立行政法人労働者健康福祉機構法（平成十四年法律第百七十一号）（第百二十一条関係）
（傍線部分は改正部分）

（機構の目的）
第三条 （略）

行

（機構の目的）
第三条 （略）

（新設）

現

（中期目標管理法人）
第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

案

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

正

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

改

（積立金の処分）
第十三条 （略）
（削る）

（積立金の処分）
第十三条 （略）
２ 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
３ 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金
額から同項の規定による承認を受けた金額を控除して
なお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付し
なければならない。
４ 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。

２ 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額
から同項の規定による承認を受けた金額を控除してな
お残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しな
ければならない。
３ 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。
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（長期借入金及び独立行政法人労働者健康福祉機構債
券）
第十四条 （略）
２ （略）
（削る）

（償還計画）
第十五条 （略）
（削る）

４
５
６
７

（財務大臣との協議）
第十七条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に
協議しなければならない。
一 （略）
二 第十四条第一項、第二項若しくは第六項又は第十
五条第一項の認可をしようとするとき。

（償還計画）
第十五条 （略）
２ 厚生労働大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。

５
６
７
８

（長期借入金及び独立行政法人労働者健康福祉機構債
券）
第十四条 （略）
２ （略）
３ 厚生労働大臣は、前二項の規定による認可をしよう
とするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法
人評価委員会の意見を聴かなければならない。
４ 第一項又は第二項の規定による債券の債権者は、機
構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の
弁済を受ける権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

（財務大臣との協議）
第十七条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に
協議しなければならない。
一 （略）
二 第十四条第一項、第二項若しくは第五項又は第十
五条の認可をしようとするとき。

（主務大臣等）
第十八条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省
及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省
及び厚生労働省令とする。

３ 前二項の規定による債券の債権者は、機構の財産に
ついて他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受け
る権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

（主務大臣等）
第十八条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務
省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とす
る。
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附

則

（機構の業務の実施に伴う特例）
第八条 附則第三条の規定により機構が同条に規定する
業務を行う場合には、第十四条第二項中「長期借入金
又は債券」とあるのは「長期借入金、債券又は附則第
十条の規定による廃止前の労働福祉事業団法第十九条
第一項第二号の規定による貸付けに要する資金の財源
に充てるための同法第二十六条の規定による長期借入
金」と、第十七条第二号中「又は第十五条」とあるの
は「、第十五条又は附則第四条第一項」と、第二十三
条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条及び附
則第三条」とする。

附

則

（機構の業務の実施に伴う特例）
第八条 附則第三条の規定により機構が同条に規定する
業務を行う場合には、第十四条第二項中「長期借入金
又は債券」とあるのは「長期借入金、債券又は附則第
十条の規定による廃止前の労働福祉事業団法第十九条
第一項第二号の規定による貸付けに要する資金の財源
に充てるための同法第二十六条の規定による長期借入
金」と、第十七条第二号中「又は第十五条第一項」と
あるのは「、第十五条第一項又は附則第四条第一項」
と、第二十三条第二号中「第十二条」とあるのは「第
十二条及び附則第三条」とする。
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○

正

案

現

独立行政法人国立病院機構法（平成十四年法律第百九十一号）（第百二十二条関係）

改

（新設）

（新設）

役員

行

（傍線部分は改正部分）

（役員の任期）
第九条 理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及
び監事の任期は二年とする。

第二章

（略）
役員（第七条―第十二条）
業務等（第十三条―第十八条）
雑則（第十九条―第二十二条）
罰則（第二十三条）

目次
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
附則

（略）
役員及び職員（第七条―第十四条）
業務等（第十五条―第二十条）
雑則（第二十一条―第二十四条）
罰則（第二十五条・第二十六条）

目次
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
附則

（特定独立行政法人）
第四条 機構は、通則法第二条第二項に規定する特定独
立行政法人とする。

役員及び職員

（中期目標管理法人）
第四条 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目
標管理法人とする。
第二章

（副理事長及び理事の任期）
第九条 副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年
とする。
（役員及び職員の秘密保持義務）
第十三条 機構の役員及び職員は、職務上知ることがで
きた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職
を退いた後も、同様とする。
（役員及び職員の地位）
第十四条 機構の役員及び職員は、刑法（明治四十年法
律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令
により公務に従事する職員とみなす。
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第十三条

（略）

第十五条

（略）

（施設別財務書類）
第十六条 （略）
（削る）

（施設別財務書類）
第十四条 （略）
２ 厚生労働大臣は、通則法第三十八条第三項の規定に
より厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴
くときは、施設別財務書類についても併せて意見を聴
かなければならない。
３ 機構は、通則法第三十八条第一項の規定による厚生
労働大臣の承認を受けたときは、同項に規定する財務
諸表その他の書面とともに、遅滞なく、施設別財務書
類を厚生労働省令で定めるところにより各事務所及び
各施設に備えて置き、同条第四項の主務省令で定める
期間、一般の閲覧に供しなければならない。

２ 機構は、通則法第三十八条第一項の規定による厚生
労働大臣の承認を受けたときは、同項に規定する財務
諸表その他の書面とともに、遅滞なく、施設別財務書
類を厚生労働省令で定めるところにより各事務所及び
各施設に備えて置き、同条第三項の主務省令で定める
期間、一般の閲覧に供しなければならない。
（積立金の処分）
第十七条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規
定する中期目標の期間（以下この項において「中期目
標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則法
第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行っ
た後、同条第一項の規定による積立金があるときは、
その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受
けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期
間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計
画（同項後段の規定による変更の認可を受けたときは
、その変更後のもの）の定めるところにより、当該次
の中期目標の期間における第十五条に規定する業務の
財源に充てることができる。
（削る）

（積立金の処分）
第十五条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規
定する中期目標の期間（以下この項において「中期目
標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則法
第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行っ
た後、同条第一項の規定による積立金があるときは、
その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受
けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期
間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計
画（同項後段の規定による変更の認可を受けたときは
、その変更後のもの）の定めるところにより、当該次
の中期目標の期間における第十三条に規定する業務の
財源に充てることができる。
２ 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
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（長期借入金及び独立行政法人国立病院機構債券）
第十八条 （略）
２ （略）
（削る）

２ 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額
から同項の規定による承認を受けた金額を控除してな
お残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しな
ければならない。
３ 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。

３ 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金
額から同項の規定による承認を受けた金額を控除して
なお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付し
なければならない。
４ 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。

５
６
７
８

（長期借入金及び独立行政法人国立病院機構債券）
第十六条 （略）
２ （略）
３ 厚生労働大臣は、前二項の規定による認可をしよう
とするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法
人評価委員会の意見を聴かなければならない。
４ 第一項又は第二項の規定による債券の債権者は、機
構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の
弁済を受ける権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

３ 前二項の規定による債券の債権者は、機構の財産に
ついて他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受け
る権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

第十七条

４
５
６
７
第十九条

（償還計画）
第十八条 （略）
２ 厚生労働大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。

（略）

（償還計画）
第二十条 （略）
（削る）

（緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求）
第十九条 厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはま

（略）

（緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求）
第二十一条 厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくは
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２

さに発生しようとしている事態又は公衆衛生上重大な
危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態
に対処するため必要があると認めるときは、機構に対
し、第十三条第一項第一号又は第二号の業務のうち必
要な業務の実施を求めることができる。
（略）

２

（財務大臣との協議）
第二十条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に
協議しなければならない。
一 第十五条第一項の承認をしようとするとき。
二 第十六条第一項、第二項若しくは第六項又は第十
八条第一項の認可をしようとするとき。

まさに発生しようとしている事態又は公衆衛生上重大
な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事
態に対処するため必要があると認めるときは、機構に
対し、第十五条第一項第一号又は第二号の業務のうち
必要な業務の実施を求めることができる。
（略）

（財務大臣との協議）
第二十二条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣
に協議しなければならない。
一 第十七条第一項の承認をしようとするとき。
二 第十八条第一項、第二項若しくは第五項又は第二
十条の認可をしようとするとき。

（主務大臣等）
第二十一条 機構に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働
省及び厚生労働省令とする。
第二十二条

（主務大臣等）
第二十三条 機構に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令と
する。
第二十四条

（新設）

（略）

第二十五条 第十三条の規定に違反して秘密を漏らし、
又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下
の罰金に処する。

第二十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、
その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過
料に処する。
一 第十三条第一項及び第二項並びに附則第七条に規
定する業務以外の業務を行ったとき。
二 第十五条第一項の規定により厚生労働大臣の承認
を受けなければならない場合において、その承認を

（略）

第二十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、
その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過
料に処する。
一 第十五条第一項及び第二項並びに附則第七条に規
定する業務以外の業務を行ったとき。
二 第十七条第一項の規定により厚生労働大臣の承認
を受けなければならない場合において、その承認を
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受けなかったとき。
三 第十八条第一項、第二項若しくは第五項又は第二
十条の規定により厚生労働大臣の認可を受けなけれ
ばならない場合において、その認可を受けなかった
とき。

受けなかったとき。
三 第十六条第一項、第二項若しくは第六項又は第十
八条第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受け
なければならない場合において、その認可を受けな
かったとき。
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○

行

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成十四年法律第百九十二号）（第百二十三条関係）
（傍線部分は改正部分）
現
（機構の目的）
第三条 （略）

案

（機構の目的）
第三条 （略）

（新設）

正

（中期目標管理法人）
第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

（定義）
第四条 （略）

改

（定義）
第四条 （略）

（役員の任期）
第九条 役員の任期は、二年とする。

５
６

（利益及び損失の処理の特例等）
第三十一条 （略）
２ 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
３ 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金
額から同項の規定による承認を受けた金額を控除して
なお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付し
なければならない。
４ 副作用救済勘定及び感染救済勘定については、通則
法第四十四条第一項ただし書、第三項及び第四項の規
定は、適用しない。
（略）
前各項に定めるもののほか、第三項の納付金の納付

（理事の任期）
第九条 理事の任期は、二年とする。
（利益及び損失の処理の特例等）
第三十一条 （略）
（削る）

２ 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額
から同項の規定による承認を受けた金額を控除してな
お残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しな
ければならない。
３ 副作用救済勘定及び感染救済勘定については、通則
法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適
用しない。
（略）
前各項に定めるもののほか、第二項の納付金の納付
４
５
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の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令
で定める。
（長期借入金）
第三十二条 （略）
（削る）

前項に定めるもののほか、同項の規定による長期借
入金に関し必要な事項は、政令で定める。

の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令
で定める。

（長期借入金）
第三十二条 （略）
２ 厚生労働大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
前二項に定めるもののほか、第一項の規定による長
期借入金に関し必要な事項は、政令で定める。
３

（償還計画）
第三十三条 （略）
２ 厚生労働大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。

２

（償還計画）
第三十三条 （略）
（削る）

（財務大臣との協議）
第三十八条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣
に協議しなければならない。
一 第十九条第四項、第二十一条第四項、第二十二条
第四項、第三十二条第一項及び第三十三条第一項の
認可をしようとするとき。
（略）

附

則

（主務大臣等）
第三十九条 機構に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働
省及び厚生労働省令とする。

二

（財務大臣との協議）
第三十八条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣
に協議しなければならない。
一 第十九条第四項、第二十一条第四項、第二十二条
第四項、第三十二条第一項及び第三十三条の認可を
しようとするとき。
（略）
二

則

（主務大臣等）
第三十九条 機構に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令と
する。
附
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６

（業務の特例等）
第十五条 （略）
２～４ （略）
５ 第一項の規定により機構が同項の業務を行う場合に
は、第三十一条第四項及び第五項中「副作用救済勘定
及び感染救済勘定」とあるのは「副作用救済勘定、感
染救済勘定及び附則第十五条第四項に規定する特別の
勘定」と、第三十二条第一項中「副作用救済給付業務
及び感染救済給付業務」とあるのは「副作用救済給付
業務、感染救済給付業務及び附則第十五条第一項第二
号に掲げる業務」とする。
（略）

６

（後天性免疫不全症候群の病原体による健康被害の救
済業務等）
第十七条 （略）
２ （略）
３ 第一項の規定により機構が同項の業務を行う場合に
は、第三十一条第四項及び第五項中「副作用救済勘定
及び感染救済勘定」とあるのは、「副作用救済勘定、
感染救済勘定及び附則第十七条第二項に規定する特別
の勘定」とする。
４～５ （略）

（業務の特例等）
第十五条 （略）
２～４ （略）
５ 第一項の規定により機構が同項の業務を行う場合に
は、第三十一条第三項及び第四項中「副作用救済勘定
及び感染救済勘定」とあるのは「副作用救済勘定、感
染救済勘定及び附則第十五条第四項に規定する特別の
勘定」と、第三十二条第一項中「副作用救済給付業務
及び感染救済給付業務」とあるのは「副作用救済給付
業務、感染救済給付業務及び附則第十五条第一項第二
号に掲げる業務」とする。
（略）
（後天性免疫不全症候群の病原体による健康被害の救
済業務等）
第十七条 （略）
２ （略）
３ 第一項の規定により機構が同項の業務を行う場合に
は、第三十一条第三項及び第四項中「副作用救済勘定
及び感染救済勘定」とあるのは、「副作用救済勘定、
感染救済勘定及び附則第十七条第二項に規定する特別
の勘定」とする。
４～５ （略）
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○

改

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

（指定医療機関の指定）
第十六条 指定入院医療機関の指定は、国、都道府県、
特定独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号）第二条第二項に規定する特定独立行政
法人をいう。）又は都道府県若しくは都道府県及び都
道府県以外の地方公共団体が設立した特定地方独立行
政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十
八号）第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人
をいう。）が開設する病院であって厚生労働省令で定
める基準に適合するものの全部又は一部について、そ
の開設者の同意を得て、厚生労働大臣が行う。
（略）
２

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）（第百
二十四条関係）

（略）

（指定医療機関の指定）
第十六条 指定入院医療機関の指定は、国、都道府県又
は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方
公共団体が設立した特定地方独立行政法人（地方独立
行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第二
項に規定する特定地方独立行政法人をいう。）が開設
する病院であって厚生労働省令で定める基準に適合す
るものの全部又は一部について、その開設者の同意を
得て、厚生労働大臣が行う。

２
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○

年金積立金管理運用独立行政法人法（平成十六年法律第百五号）（第百二十五条関係）

行

（傍線部分は改正部分）

（管理運用法人の目的）
第三条 （略）

現

（管理運用法人の目的）
第三条 （略）

（新設）

案

（中期目標管理法人）
第三条の二 管理運用法人は、通則法第二条第二項に規
定する中期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

正

（事務所）
第四条 （略）

改

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、当該理事について理事長が定め
る期間（その末日が通則法第二十一条第一項の規定に
よる理事長の任期の末日以前であるものに限る。）と
する。

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は、任命の日から、その日を含む
管理運用法人に係る通則法第二十九条第二項第一号に
規定する中期目標の期間（次項において「中期目標の
期間」という。）の末日までとする。
２ 通則法第二十九条第一項後段の規定により中期目標
が変更された場合において中期目標の期間が変更され
たときは、理事長の任期は、変更後の中期目標の期間
の末日までとする。
３ 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期
間（その末日が理事長の任期の末日以前であるものに
限る。）とする。
４ 第二項の規定により理事長の任期が変更された場合
において、理事の任期の末日が理事長の任期の末日後
となるときは、当該理事の任期は、変更後の理事長の
任期の末日までとする。
監事の任期は、二年とする。
５
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（利益及び損失の処理の特例等）
第二十五条 （略）
２ （略）
３ 厚生年金勘定及び国民年金勘定については、通則法
第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用
しない。
４・５ （略）

（委員）
第十七条 （略）
２ （略）
３ 第九条、第十一条第一項、第十三条及び第十四条並
びに通則法第十四条、第二十一条第四項、第二十二条
並びに第二十三条第一項（第十条において読み替えて
適用する場合を含む。）及び第二項の規定は、委員に
ついて準用する。この場合において、通則法第十四条
第三項中「第二十条第一項」とあるのは「年金積立金
管理運用独立行政法人法第十七条第一項」と、通則法
第二十二条中「非常勤の者」とあるのは「非常勤の者
及び教育公務員で政令で定めるもの」と、通則法第二
十三条第一項及び第二項中「主務大臣又は法人の長は
、それぞれ」とあるのは「厚生労働大臣は、」と読み
替えるものとする。

（利益及び損失の処理の特例等）
第二十五条 （略）
２ （略）
３ 厚生年金勘定及び国民年金勘定については、通則法
第四十四条第一項ただし書、第三項及び第四項の規定
は、適用しない。
４・５ （略）

（委員）
第十七条 （略）
２ （略）
３ 第九条、第十一条第一項、第十三条及び第十四条並
びに通則法第十四条、第二十一条第二項、第二十二条
並びに第二十三条第一項（第十条において読み替えて
適用する場合を含む。）及び第二項の規定は、委員に
ついて準用する。この場合において、通則法第十四条
第三項中「第二十条第一項」とあるのは「年金積立金
管理運用独立行政法人法第十七条第一項」と、通則法
第二十二条中「非常勤の者」とあるのは「非常勤の者
及び教育公務員で政令で定めるもの」と、通則法第二
十三条第一項及び第二項中「主務大臣又は法人の長は
、それぞれ」とあるのは「厚生労働大臣は、」と読み
替えるものとする。

２

（年金財政に与える影響の検証等）
第二十八条 厚生労働大臣は、通則法第三十二条第一項
の規定による評価に資するよう、毎年度年金積立金の
運用が年金財政に与える影響について検証しなければ
ならない。
管理運用法人の業務の実績についての評価に関する

（年金財政に与える影響の検証等）
第二十八条 厚生労働大臣は、毎年度年金積立金の運用
が年金財政に与える影響について検証し、通則法第三
十二条第一項の規定による評価に資するよう、厚生労
働省の独立行政法人評価委員会に報告しなければなら
ない。
管理運用法人の業務の実績についての評価に関する
２
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通則法第三十二条第二項及び第三項の規定の適用につ
いては、同条第二項中「分析の結果」とあるのは「分
析の結果並びに年金積立金管理運用独立行政法人法第
二十八条第一項の規定による報告の内容」と、同条第
三項中「評価の結果」とあるのは「評価の結果及び年
金積立金管理運用独立行政法人法第二十八条第一項の
規定による報告の内容」とする。

則

通則法第三十二条第三項及び第四項の規定の適用につ
いては、同条第三項中「分析」とあるのは「分析並び
に年金積立金管理運用独立行政法人法（平成十六年法
律第百五号）第二十八条第一項の規定による検証」と
、同条第四項中「を通知するとともに」とあるのは「
及び年金積立金管理運用独立行政法人法第二十八条第
一項の規定による検証の結果を通知するとともに」と
、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「
を通知しなければ」とあるのは「及び同条第一項の規
定による検証の結果を通知しなければ」とする。

附

（主務大臣等）
第三十条 管理運用法人に係る通則法における主務大臣
、主務省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚
生労働省及び厚生労働省令とする。

則

（主務大臣等）
第三十条 管理運用法人に係る通則法における主務大臣
及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働
省令とする。
附

（承継資金運用勘定）
第九条 （略）
２ 承継資金運用勘定については、通則法第四十四条第
一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。

（承継資金運用勘定）
第九条 （略）
２ 承継資金運用勘定については、通則法第四十四条第
一項ただし書、第三項及び第四項の規定は、適用しな
い。
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○

正

案

現

行

独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法（平成十六年法律第百三十五号）（第百二十六条関係）
（傍線部分は改正部分）
改

（目的）
第一条 この法律は、国立研究開発法人医薬基盤・健康
・栄養研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事
項を定めることを目的とする。

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、独立行政法人医薬基盤・健康
・栄養研究所とする。

（目的）
第一条 この法律は、独立行政法人医薬基盤・健康・栄
養研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を
定めることを目的とする。

独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、国立研究開発法人医薬基盤・
健康・栄養研究所とする。

（研究所の目的）
第三条 独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所（以
下「研究所」という。）は、医薬品技術及び医療機器
等技術に関し、医薬品及び医療機器等並びに薬用植物
その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な
研究、民間等において行われる研究及び開発の振興等
の業務を行うことにより、医薬品技術及び医療機器等
技術の向上のための基盤の整備を図るとともに、国民
の健康の保持及び増進に関する調査及び研究並びに国
民の栄養その他国民の食生活に関する調査及び研究等
を行うことにより、公衆衛生の向上及び増進を図り、
もって国民保健の向上に資することを目的とする。

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法

（研究所の目的）
第三条 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
（以下「研究所」という。）は、医薬品技術及び医療
機器等技術に関し、医薬品及び医療機器等並びに薬用
植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通
的な研究、民間等において行われる研究及び開発の振
興等の業務を行うことにより、医薬品技術及び医療機
器等技術の向上のための基盤の整備を図るとともに、
国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究並び
に国民の栄養その他国民の食生活に関する調査及び研
究等を行うことにより、公衆衛生の向上及び増進を図
り、もって国民保健の向上に資することを目的とする
。
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（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の
準用）
第十六条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する
法律（昭和三十年法律第百七十九号）の規定（罰則を
含む。）は、前条第一項第二号の規定により研究所が
交付する助成金について準用する。この場合において
、同法（第二条第七項を除く。）中「各省各庁」とあ
るのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究

第十二条 研究所の理事長の解任に関する通則法第二十
三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」
とあるのは、「前条及び国立研究開発法人医薬基盤・
健康・栄養研究所法（平成十六年法律第百三十五号）
第十一条」とする。
２ 研究所の理事及び監事の解任に関する通則法第二十
三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」
とあるのは、「前条並びに国立研究開発法人医薬基盤
・健康・栄養研究所法（平成十六年法律第百三十五号
）第十条及び第十一条」とする。

（理事の任期）
第九条 理事の任期は、二年とする。

（定義）
第四条 （略）
２～６ （略）

（国立研究開発法人）
第三条の二 研究所は、通則法第二条第三項に規定する
国立研究開発法人とする。

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の
準用）
第十六条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する
法律（昭和三十年法律第百七十九号）の規定（罰則を
含む。）は、前条第一項第二号の規定により研究所が
交付する助成金について準用する。この場合において
、同法（第二条第七項を除く。）中「各省各庁」とあ
るのは「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所」

第十二条 研究所の理事長の解任に関する通則法第二十
三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」
とあるのは、「前条及び独立行政法人医薬基盤・健康
・栄養研究所法（平成十六年法律第百三十五号）第十
一条」とする。
２ 研究所の理事及び監事の解任に関する通則法第二十
三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」
とあるのは、「前条並びに独立行政法人医薬基盤・健
康・栄養研究所法（平成十六年法律第百三十五号）第
十条及び第十一条」とする。

（役員の任期）
第九条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

（定義）
第四条 （略）
２～６ （略）

（新設）
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（積立金の処分）
第十八条 研究所は通則法第三十五条の四第二項第一号
に規定する中長期目標の期間（以下この項において「
中長期目標の期間」という。）の最後の事業年度に係
る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整
理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある
ときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の
承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中
長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の
認可を受けた中長期計画（同項後段の規定による変更
の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定める
ところにより、当該次の中長期目標の期間における第
十五条に規定する業務の財源に充てることができる。
２ 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

所」と、「各省各庁の長」とあるのは「国立研究開発
法人医薬基盤・健康・栄養研究所の理事長」と、同法
第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第
一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国
」とあるのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄
養研究所」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあ
るのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究
所の事業年度」と読み替えるものとする。

と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人医薬
基盤・健康・栄養研究所の理事長」と、同法第二条第
一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び
第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とある
のは「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所」と
、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立
行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所の事業年度」と
読み替えるものとする。

（略）

（積立金の処分）
第十八条 研究所は、通則法第二十九条第二項第一号に
規定する中期目標の期間（以下この項において「中期
目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則
法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行
った後、同条第一項の規定による積立金があるときは
、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を
受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の
期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期
計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたとき
は、その変更後のもの）の定めるところにより、当該
次の中期目標の期間における第十五条に規定する業務
の財源に充てることができる。
２ 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４（略）

３・４

（主務大臣等）
第二十条 （略）
（削除）

（主務大臣等）
第二十条 （略）
２ 研究所に係る通則法における主務省は、厚生労働省
とする。
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２

（略）

３

（略）
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○

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）（第百二十七条関係）
（傍線部分は改正部分）

(

)

(

)

機構の目的
第三条 （略）

行

機構の目的
第三条 （略）

（新設）

現

（中期目標管理法人）
第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

事務所
第四条 （略）

案

事務所
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

正

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

改

（施設別財務書類）
第十五条 （略）
（削る）

（施設別財務書類）
第十五条 （略）
２ 厚生労働大臣は、通則法第三十八条第三項の規定に
より厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴
くときは、施設別財務書類についても併せて意見を聴
かなければならない。
３ 機構は、通則法第三十八条第一項の規定による厚生
労働大臣の承認を受けたときは、同項に規定する財務
諸表その他の書面とともに、遅滞なく、施設別財務書
類を厚生労働省令で定めるところにより各事務所及び
各施設に備えて置き、同条第四項の主務省令で定める
期間、一般の閲覧に供しなければならない。

(

)

(

)

２ 機構は、通則法第三十八条第一項の規定による厚生
労働大臣の承認を受けたときは、同項に規定する財務
諸表その他の書面とともに、遅滞なく、施設別財務書
類を厚生労働省令で定めるところにより各事務所及び
各施設に備えて置き、同条第三項の主務省令で定める
期間、一般の閲覧に供しなければならない。
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（積立金の処分）
第十六条 （略）
（削る）

２ 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額
から同項の規定による承認を受けた金額を控除してな
お残余があるときは、その残余の額を年金特別会計に
納付しなければならない。
３ 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。
（長期借入金及び独立行政法人地域医療機能推進機構
債券）
第十七条 （略）
２ （略）
（削る）

（積立金の処分）
第十六条 （略）
２ 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
３ 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金
額から同項の規定による承認を受けた金額を控除して
なお残余があるときは、その残余の額を年金特別会計
に納付しなければならない。
４ 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。

５
６
７
８

（長期借入金及び独立行政法人地域医療機能推進機構
債券）
第十七条 （略）
２ （略）
３ 厚生労働大臣は、前二項の規定による認可をしよう
とするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法
人評価委員会の意見を聴かなければならない。
４ 第一項又は第二項の規定による債券の債権者は、機
構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の
弁済を受ける権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

４
５
６
７

３ 前二項の規定による債券の債権者は、機構の財産に
ついて他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受け
る権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

（償還計画）
第十八条 （略）
（削る）

（償還計画）
第十八条 （略）
２ 厚生労働大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人
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（主務大臣等）
第二十三条 機構に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令と
する。

（財務大臣との協議）
第二十二条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣
に協議しなければならない。
一 （略）
二 第十七条第一項、第二項若しくは第五項又は第十
八条の認可をしようとするとき。

（財源措置の特例）
第十九条 機構については、第二十一条第一項の規定に
よる厚生労働大臣の求めに応じて必要な措置をとる場
合を除き、通則法第四十六条第一項の規定は、適用し
ない。

第二十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、
その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過
料に処する。
一・二 （略）
三 第十七条第一項、第二項若しくは第六項又は第十
八条第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受け
なければならない場合において、その認可を受けな
かったとき。

（主務大臣等）
第二十三条 機構に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働
省及び厚生労働省令とする。

（財務大臣との協議）
第二十二条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣
に協議しなければならない。
一 （略）
二 第十七条第一項、第二項若しくは第六項又は第十
八条第一項の認可をしようとするとき。

（財源措置の特例）
第十九条 機構については、第二十一条第一項の規定に
よる厚生労働大臣の求めに応じて必要な措置をとる場
合を除き、通則法第四十六条の規定は、適用しない。

評価委員会の意見を聴かなければならない。

第二十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、
その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過
料に処する。
一・二 （略）
三 第十七条第一項、第二項若しくは第五項又は第十
八条の規定により厚生労働大臣の認可を受けなけれ
ばならない場合において、その認可を受けなかった
とき。
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正

案

行

（傍線部分は改正部分）

附 則
（国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置）
第五条 施行日前に施行日前の産業安全研究所等を退職
した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の
一部を改正する法律（平成二十年法律第九十五号）附
則第二条の規定によりなお従前の例によることとされ
る場合における同法第一条の規定による改正前の国家
公務員退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規
定の適用については、産業安全研究所及び産業医学総
合研究所を退職した者にあっては労働安全衛生総合研
究所の、国立健康・栄養研究所を退職した者にあって
は独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所の理事長
は、同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長
等とみなす。

現

○ 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律（平成十八年法律第二十五号）
（第百二十八条関係）

改
附 則
（国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置）
第五条 施行日前に施行日前の産業安全研究所等を退職
した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の
一部を改正する法律（平成二十年法律第九十五号）附
則第二条の規定によりなお従前の例によることとされ
る場合における同法第一条の規定による改正前の国家
公務員退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規
定の適用については、産業安全研究所及び産業医学総
合研究所を退職した者にあっては労働安全衛生総合研
究所の、国立健康・栄養研究所を退職した者にあって
は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の理
事長は、同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁
の長等とみなす。
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○

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

（医療機関の整備等）
第十五条 （略）
２ 国及び地方公共団体は、がん患者に対し適切ながん
医療が提供されるよう、独立行政法人国立がん研究セ
ンター、前項の医療機関その他の医療機関等の間にお
ける連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講
ずるものとする。

がん対策基本法（平成十八年法律第九十八号）（第百二十九条関係）

改
（医療機関の整備等）
第十五条 （略）
２ 国及び地方公共団体は、がん患者に対し適切ながん
医療が提供されるよう、国立研究開発法人国立がん研
究センター、前項の医療機関その他の医療機関等の間
における連携協力体制の整備を図るために必要な施策
を講ずるものとする。
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○

案

現

行

高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律（平成二十年法律第九十三号）（第百三十条関係）
（傍線部分は改正部分）
正

高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人
に関する法律

改
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発
法人に関する法律

（名称等）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、次の各号に掲げるとおりとし
、それぞれ当該各号に定める都府県に主たる事務所を
置く。
一 独立行政法人国立がん研究センター 東京都
二 独立行政法人国立循環器病研究センター 大阪府

五

独立行政法人国立長寿医療研究センター

独立行政法人国立成育医療研究センター

愛知県

東京都

（国立高度専門医療研究センターの目的）
第三条 独立行政法人国立がん研究センター（以下「国
立がん研究センター」という。）は、がんその他の悪
性新生物に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開
発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、

六

四

三 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター
東京都
独立行政法人国立国際医療研究センター 東京都

（名称等）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、次の各号に掲げるとおりとし
、それぞれ当該各号に定める都府県に主たる事務所を
置く。
一 国立研究開発法人国立がん研究センター 東京都
二 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 大
阪府
三 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センタ
ー 東京都
四 国立研究開発法人国立国際医療研究センター 東
京都
五 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 東
京都
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 愛
知県
六

（国立高度専門医療研究センターの目的）
第三条 国立研究開発法人国立がん研究センター（以下
「国立がん研究センター」という。）は、がんその他
の悪性新生物に係る医療に関し、調査、研究及び技術
の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提
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供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策
として、がんその他の悪性新生物に関する高度かつ専
門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び
増進に寄与することを目的とする。
２ 国立研究開発法人国立循環器病研究センター（以下
「国立循環器病研究センター」という。）は、循環器
病に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並び
にこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者
の研修等を行うことにより、国の医療政策として、循
環器病に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、
もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的
とする。
３ 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
（以下「国立精神・神経医療研究センター」という。
）は、精神疾患、神経疾患、筋疾患及び知的障害その
他の発達の障害（以下「精神・神経疾患等」という。
）に係る医療並びに精神保健に関し、調査、研究及び
技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療
の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療
政策として、精神・神経疾患等に関する高度かつ専門
的な医療及び精神保健の向上を図り、もって公衆衛生
の向上及び増進に寄与することを目的とする。
４ 国立研究開発法人国立国際医療研究センター（以下
「国立国際医療研究センター」という。）は、感染症
その他の疾患であって、その適切な医療の確保のため
に海外における症例の収集その他国際的な調査及び研
究を特に必要とするもの（以下「感染症その他の疾患
」という。）に係る医療並びに医療に係る国際協力に
関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務
に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行う
ことにより、国の医療政策として、感染症その他の疾
患に関する高度かつ専門的な医療、医療に係る国際協

技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策とし
て、がんその他の悪性新生物に関する高度かつ専門的
な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進
に寄与することを目的とする。
２ 独立行政法人国立循環器病研究センター（以下「国
立循環器病研究センター」という。）は、循環器病に
係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこ
れらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研
修等を行うことにより、国の医療政策として、循環器
病に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もっ
て公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とす
る。
３ 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター（以
下「国立精神・神経医療研究センター」という。）は
、精神疾患、神経疾患、筋疾患及び知的障害その他の
発達の障害（以下「精神・神経疾患等」という。）に
係る医療並びに精神保健に関し、調査、研究及び技術
の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提
供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策
として、精神・神経疾患等に関する高度かつ専門的な
医療及び精神保健の向上を図り、もって公衆衛生の向
上及び増進に寄与することを目的とする。
４ 独立行政法人国立国際医療研究センター（以下「国
立国際医療研究センター」という。）は、感染症その
他の疾患であって、その適切な医療の確保のために海
外における症例の収集その他国際的な調査及び研究を
特に必要とするもの（以下「感染症その他の疾患」と
いう。）に係る医療並びに医療に係る国際協力に関し
、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密
接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うこと
により、国の医療政策として、感染症その他の疾患に
関する高度かつ専門的な医療、医療に係る国際協力等
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力等の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に
寄与することを目的とする。
５ 国立研究開発法人国立成育医療研究センター（以下
「国立成育医療研究センター」という。）は、母性及
び父性並びに乳児及び幼児の難治疾患、生殖器疾患そ
の他の疾患であって、児童が健やかに生まれ、かつ、
成育するために特に治療を必要とするもの（以下「成
育に係る疾患」という。）に係る医療に関し、調査、
研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連
する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、
国の医療政策として、成育に係る疾患に関する高度か
つ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上
及び増進に寄与することを目的とする。
６ 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター（以下
「国立長寿医療研究センター」という。）は、加齢に
伴って生ずる心身の変化及びそれに起因する疾患であ
って高齢者が自立した日常生活を営むために特に治療
を必要とするもの（以下「加齢に伴う疾患」という。
）に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並び
にこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者
の研修等を行うことにより、国の医療政策として、加
齢に伴う疾患に関する高度かつ専門的な医療の向上を
図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与すること
を目的とする。
（国立研究開発法人）
第三条の二 第二条各号に掲げる国立研究開発法人（以
下「国立高度専門医療研究センター」という。）は、
通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とす
る。
（資本金）

の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与
することを目的とする。
５ 独立行政法人国立成育医療研究センター（以下「国
立成育医療研究センター」という。）は、母性及び父
性並びに乳児及び幼児の難治疾患、生殖器疾患その他
の疾患であって、児童が健やかに生まれ、かつ、成育
するために特に治療を必要とするもの（以下「成育に
係る疾患」という。）に係る医療に関し、調査、研究
及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する
医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の
医療政策として、成育に係る疾患に関する高度かつ専
門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び
増進に寄与することを目的とする。
６ 独立行政法人国立長寿医療研究センター（以下「国
立長寿医療研究センター」という。）は、加齢に伴っ
て生ずる心身の変化及びそれに起因する疾患であって
高齢者が自立した日常生活を営むために特に治療を必
要とするもの（以下「加齢に伴う疾患」という。）に
係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこ
れらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研
修等を行うことにより、国の医療政策として、加齢に
伴う疾患に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り
、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目
的とする。

（新設）

（資本金）
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第四条 国立高度専門医療研究センターの資本金は、附
則第八条第二項の規定により政府から出資があったも
のとされた金額とする。

第四条 第二条各号に掲げる独立行政法人（以下「国立
高度専門医療研究センター」という。）の資本金は、
附則第八条第二項の規定により政府から出資があった
ものとされた金額とする。
２・３ （略）

（略）

２・３

（役員の任期）
第七条 役員の任期は、二年とする。

（積立金の処分）
第二十条 国立高度専門医療研究センターは、通則法第
二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間（以
下この項において「中期目標の期間」という。）の最
後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二
項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定に
よる積立金があるときは、その額に相当する金額のう
ち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標
の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第
一項の認可を受けた中期計画（同項後段の規定による

２ 国立高度専門医療研究センターの理事及び監事の解
任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用につ
いては、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに高
度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関す
る法律第八条及び第九条」とする。

第十条 国立高度専門医療研究センターの理事長の解任
に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用につい
ては、同項中「前条」とあるのは、「前条及び高度専
門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法
律（平成二十年法律第九十三号）第九条」とする。

（理事の任期）
第七条 理事の任期は、二年とする。
第十条 国立高度専門医療研究センターの理事長の解任
に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用につい
ては、同項中「前条」とあるのは、「前条及び高度専
門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関す
る法律（平成二十年法律第九十三号）第九条」とする
。
２ 国立高度専門医療研究センターの理事及び監事の解
任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用につ
いては、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに高
度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に
関する法律（平成二十年法律第九十三号）第八条及び
第九条」とする。
（積立金の処分）
第二十条 国立高度専門医療研究センターは、通則法第
三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期
間（以下この項において「中長期目標の期間」という
。）の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項
又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項
の規定による積立金があるときは、その額に相当する
金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該
中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則
法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画（
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同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、そ
の変更後のもの）の定めるところにより、当該次の中
長期目標の期間における当該国立高度専門医療研究セ
ンターが行う第十三条から前条までに規定する業務の
財源に充てることができる。
（削る）

２ 国立高度専門医療研究センターは、前項に規定する
積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認
を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その
残余の額を国庫に納付しなければならない。
３ 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。
（長期借入金及び債券）
第二十一条 （略）
２ （略）
（削る）

３ 前二項の規定による債券の債権者は、当該債券を発
行した国立高度専門医療研究センターの財産について
他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利
を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

４
５
６
７

（償還計画）

変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定
めるところにより、当該次の中期目標の期間における
当該国立高度専門医療研究センターが行う第十三条か
ら前条までに規定する業務の財源に充てることができ
る。
２ 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
３ 国立高度専門医療研究センターは、第一項に規定す
る積立金の額に相当する金額から同項の規定による承
認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、そ
の残余の額を国庫に納付しなければならない。
４ 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。

（長期借入金及び債券）
第二十一条 （略）
２ （略）
３ 厚生労働大臣は、前二項の規定による認可をしよう
とするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法
人評価委員会の意見を聴かなければならない。
４ 第一項又は第二項の規定による債券の債権者は、当
該債券を発行した国立高度専門医療研究センターの財
産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を
受ける権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）
５
６
７
８

（償還計画）

- 388 -

（財務大臣との協議）
第二十五条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣
に協議しなければならない。
一 （略）
二 第二十一条第一項、第二項若しくは第五項又は第
二十三条の認可をしようとするとき。

第二十三条
（削る）

（財務大臣との協議）
第二十五条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣
に協議しなければならない。
一 （略）
二 第二十一条第一項、第二項若しくは第六項又は第
二十三条第一項の認可をしようとするとき。

第二十三条 （略）
２ 厚生労働大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。

（略）

（主務大臣等）
第二十七条 国立高度専門医療研究センターに係る通則
法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労
働大臣及び厚生労働省令とする。

第三十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、そ
の違反行為をした国立高度専門医療研究センターの役
員は、二十万円以下の過料に処する。
一・二 （略）
三 第二十一条第一項、第二項若しくは第六項又は第
二十三条第一項の規定により厚生労働大臣の認可を
受けなければならない場合において、その認可を受
けなかったとき。

（主務大臣等）
第二十七条 国立高度専門医療研究センターに係る通則
法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞ
れ厚生労働大臣、厚生労働省及び厚生労働省令とする
。

第三十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、そ
の違反行為をした国立高度専門医療研究センターの役
員は、二十万円以下の過料に処する。
一・二 （略）
三 第二十一条第一項、第二項若しくは第五項又は第
二十三条の規定により厚生労働大臣の認可を受けな
ければならない場合において、その認可を受けなか
ったとき。
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○

正

案

現

行

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律（平成二十二年法律第十九号）（第百三十一条関係）
（傍線部分は改正部分）
改

一 常時勤務に服する
ことを要する国家公
務員その他政令で定
める国家公務員（独
立行政法人通則法（
平成十一年法律第百
三号）第二条第二項
に規定する特定独立
行政法人に勤務する
者を除く。）

（略）

（略）

当該国家公務員の所属する各
省各庁（財政法（昭和二十二
年法律第三十四号）第二十一
条に規定する各省各庁をいう
。以下同じ。）の長（裁判所
にあっては、最高裁判所長官
とする。以下同じ。）又はそ
の委任を受けた者

（公務員に関する特例）
第十六条 次の表の上欄に掲げる者（以下「公務員」と
いう。）についてこの章の規定を適用する場合におい
ては、第六条第一項中「住所地の市町村長（特別区の
区長を含む。以下同じ。）」とあり、並びに第七条第
一項及び第十三条第一項中「市町村長」とあるのは、
それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

当該国家公務員の所属する各
省各庁（財政法（昭和二十二
年法律第三十四号）第二十一
条に規定する各省各庁をいう
。以下同じ。）の長（裁判所
にあつては、最高裁判所長官
とする。以下同じ。）又はそ
の委任を受けた者

二

２・３

（略）

（略）

（公務員に関する特例）
第十六条 次の表の上欄に掲げる者（以下「公務員」と
いう。）についてこの章の規定を適用する場合におい
ては、第六条第一項中「住所地の市町村長（特別区の
区長を含む。以下同じ。）」とあり、並びに第七条第
一項及び第十三条第一項中「市町村長」とあるのは、
それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

（略）

（略）

一 常時勤務に服する
ことを要する国家公
務員その他政令で定
める国家公務員（独
立行政法人通則法の
一部を改正する法律
（平成二十六年法律
第
号）による
改正前の独立行政法
人通則法（平成十一
年法律第百三号）第
二条第二項に規定す
る特定独立行政法人
に勤務する者を除く
。）
二

２・３
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正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

○ 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法（平成二十三年法律第百七号）（第百三十一条関
係）

改

一 常時勤務に服する
ことを要する国家公
務員その他政令で定
める国家公務員（独
立行政法人通則法（
平成十一年法律第百
三号）第二条第二項
に規定する特定独立
行政法人に勤務する
者を除く。）

（略）

当該国家公務員の所属する各
省各庁（財政法（昭和二十二
年法律第三十四号）第二十一
条に規定する各省各庁をいう
。以下同じ。）の長（裁判所
にあっては、最高裁判所長官
とする。以下同じ。）又はそ
の委任を受けた者

（公務員に関する特例）
第十六条 次の表の上欄に掲げる者（以下「公務員」と
いう。）である一般受給資格者についてこの章の規定
を適用する場合においては、第六条第一項中「住所地
の市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）」と
あり、並びに第七条第一項及び第十三条第一項中「市
町村長」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読
み替えるものとする。

当該国家公務員の所属する各
省各庁（財政法（昭和二十二
年法律第三十四号）第二十一
条に規定する各省各庁をいう
。以下同じ。）の長（裁判所
にあっては、最高裁判所長官
とする。以下同じ。）又はそ
の委任を受けた者

二

（略）

（略）

（公務員に関する特例）
第十六条 次の表の上欄に掲げる者（以下「公務員」と
いう。）である一般受給資格者についてこの章の規定
を適用する場合においては、第六条第一項中「住所地
の市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）」と
あり、並びに第七条第一項及び第十三条第一項中「市
町村長」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読
み替えるものとする。

（略）

一 常時勤務に服する
ことを要する国家公
務員その他政令で定
める国家公務員（独
立行政法人通則法の
一部を改正する法律
（平成二十六年法律
第
号）による
改正前の独立行政法
人通則法（平成十一
年法律第百三号）第
二条第二項に規定す
る特定独立行政法人
に勤務する者を除く
。）
二
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２・３

（略）

２・３

（略）
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○

則

改

正

案
則

現

行

（雇用・能力開発機構の発行した雇用・能力開発債券
に関する経過措置）
第十一条 旧雇用・能力開発機構法第十五条第一項の規
定により雇用・能力開発機構が発行した雇用・能力開
発債券は、新中退法第七十五条の二第四項及び第五項
の規定の適用については、同条第一項の規定による財
形住宅債券とみなす。

附

独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律（平成二十三年法律第二十六号）（第百三十二条関係）
（傍線部分は改正部分）

附
（雇用・能力開発機構の発行した雇用・能力開発債券
に関する経過措置）
第十一条 旧雇用・能力開発機構法第十五条第一項の規
定により雇用・能力開発機構が発行した雇用・能力開
発債券は、中小企業退職金共済法第七十五条の二第三
項及び第四項の規定の適用については、同条第一項の
規定による財形住宅債券とみなす。
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正

案

行

（傍線部分は改正部分）

（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者
の保護等に関する法律の一部改正）
第二条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
働者の保護等に関する法律の一部を次のように改正す
る。
（略）
第四十条の六を第四十条の九とし、第四十条の五の
次に次の三条を加える。
第四十条の六 労働者派遣の役務の提供を受ける者（
国（特定独立行政法人（独立行政法人通則法（平成
十一年法律第百三号）第二条第二項に規定する特定
独立行政法人をいう。）を含む。次条において同じ
。）及び地方公共団体（特定地方独立行政法人（地
方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第
二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう
。）を含む。次条において同じ。）の機関を除く。
以下この条において同じ。）が次の各号のいずれか
に該当する行為を行つた場合には、その時点におい
て、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当
該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点に
おける当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働
条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみ
なす。ただし、労働者派遣の役務の提供を受ける者
が、その行つた行為が次の各号のいずれかの行為に
該当することを知らず、かつ、知らなかつたことに
つき過失がなかつたときは、この限りでない。

現

○ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律
（平成二十四年法律第二十七号）（第百三十三条関係）

改
（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者
の保護等に関する法律の一部改正）
第二条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
働者の保護等に関する法律の一部を次のように改正す
る。
（略）
第四十条の六を第四十条の九とし、第四十条の五の
次に次の三条を加える。
第四十条の六 労働者派遣の役務の提供を受ける者（
国（行政執行法人（独立行政法人通則法（平成十一
年法律第百三号）第二条第四項に規定する行政執行
法人をいう。）を含む。次条において同じ。）及び
地方公共団体（特定地方独立行政法人（地方独立行
政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第二
項に規定する特定地方独立行政法人をいう。）を含
む。次条において同じ。）の機関を除く。以下この
条において同じ。）が次の各号のいずれかに該当す
る行為を行つた場合には、その時点において、当該
労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者
派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当
該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内
容とする労働契約の申込みをしたものとみなす。た
だし、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、その
行つた行為が次の各号のいずれかの行為に該当する
ことを知らず、かつ、知らなかつたことにつき過失
がなかつたときは、この限りでない。
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一～五 （略）
２～４（略）
（略）

一～五 （略）
２～４（略）
（略）
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案

現

行

（傍線部分は改正部分）

○ 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）
（第百三十四条関係）

正

（国家公務員共済組合法の一部改正）
第二条 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百
二十八号）の一部を次のように改正する。
（略）
第九十九条第一項中「組合の給付」を「組合の短期
給付」に、「、介護納付金並びに基礎年金拠出金」を
「並びに介護納付金」に、「組合の事務」を「短期給
付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等
並びに介護納付金の納付に係る組合の事務」に、「を
含む。第三項」を「（第五項の規定による国の負担に
係るもの並びに第七項及び第八項において読み替えて
適用する第五項の規定による特定独立行政法人の負担
に係るものを除く。）を含み、第四項（第二号を除く
。）の規定による同項に規定する国等の負担に係るも
のを除く。以下この項及び次項」に、「のうち次の各
号に規定する費用は、当該各号に」を「は、次に」に
改め、同項後段を削り、同項第一号を次のように改め
る。
一 短期給付に要する費用（次号に掲げるものを除
く。）については、当該事業年度におけるその費
用の予想額と当該事業年度における次項第一号の
掛金及び負担金の額とが等しくなるようにするこ
と。

改

一 短期給付に要する費用（次号に掲げるものを除
く。）については、当該事業年度におけるその費
用の予想額と当該事業年度における次項第一号の
掛金及び負担金の額とが等しくなるようにするこ
と。

第九十九条第一項第二号中「次項第一号の二」を「
次項第二号」に改め、同項第三号を削り、同条第二項

（国家公務員共済組合法の一部改正）
第二条 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百
二十八号）の一部を次のように改正する。
（略）
第九十九条第一項中「組合の給付」を「組合の短期
給付」に、「、介護納付金並びに基礎年金拠出金」を
「並びに介護納付金」に、「組合の事務」を「短期給
付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等
並びに介護納付金の納付に係る組合の事務」に、「を
含む。第三項」を「（第五項の規定による国の負担に
係るもの並びに第七項及び第八項において読み替えて
適用する第五項の規定による行政執行法人の負担に係
るものを除く。）を含み、第四項（第二号を除く。）
の規定による同項に規定する国等の負担に係るものを
除く。以下この項及び次項」に、「のうち次の各号に
規定する費用は、当該各号に」を「は、次に」に改め
、同項後段を削り、同項第一号を次のように改める。

第九十九条第一項第二号中「次項第一号の二」を「
次項第二号」に改め、同項第三号を削り、同条第二項
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第一号中「費用」の下に「（次号に掲げるものを除く
。）」を加え、同項第二号を削り、同項第一号の二を
同項第二号とし、同項第三号を削り、同項第四号を同
項第三号とし、同条第七項中「第四項」を「第五項」
に改め、「「及び国の負担金」とあるのは「、職員団
体の負担金及び行政執行法人の負担金」と、同項第一
号から第二号までの規定中」及び「、同項第三号中「
国の負担金」とあるのは「行政執行法人の負担金」と
、同項第四号中「国の負担金」とあるのは「職員団体
の負担金」と」を削り、同項を同条第八項とし、同条
第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条
第七項とし、同条第五項中「「及び国の負担金」とあ
るのは「、職員団体の負担金及び国の負担金」と、同
項第一号から第二号まで及び第四号中「国の負担金」
とあるのは」を「「国の負担金」とあるのは、」に改
め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項
とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次
に次の一項を加える。
３ 組合の長期給付に要する費用（基礎年金拠出金の
納付に要する費用（次項第二号に掲げる費用のうち
同項の規定による国等の負担に係るものを除く。）
及び長期給付（基礎年金拠出金を含む。）に係る事
務に要する費用（第五項の規定による国の負担に係
るもの並びに第七項及び第八項の規定により読み替
えて適用する第五項の規定による行政執行法人の負
担に係るものを除く。）を含む。）については、厚
生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料を
もつて充てる。
（略）
第百二十四条の二第一項中「（第四十一条第二項の
規定を除く。）」及び「、第四章中「公務」とあるの
は「業務」と、第九十九条第二項中「及び国の負担金

第一号中「費用」の下に「（次号に掲げるものを除く
。）」を加え、同項第二号を削り、同項第一号の二を
同項第二号とし、同項第三号を削り、同項第四号を同
項第三号とし、同条第七項中「第四項」を「第五項」
に改め、「「及び国の負担金」とあるのは「、職員団
体の負担金及び特定独立行政法人の負担金」と、同項
第一号から第二号までの規定中」及び「、同項第三号
中「国の負担金」とあるのは「特定独立行政法人の負
担金」と、同項第四号中「国の負担金」とあるのは「
職員団体の負担金」と」を削り、同項を同条第八項と
し、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同
項を同条第七項とし、同条第五項中「「及び国の負担
金」とあるのは「、職員団体の負担金及び国の負担金
」と、同項第一号から第二号まで及び第四号中「国の
負担金」とあるのは」を「「国の負担金」とあるのは
、」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同
条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第
二項の次に次の一項を加える。
３ 組合の長期給付に要する費用（基礎年金拠出金の
納付に要する費用（次項第二号に掲げる費用のうち
同項の規定による国等の負担に係るものを除く。）
及び長期給付（基礎年金拠出金を含む。）に係る事
務に要する費用（第五項の規定による国の負担に係
るもの並びに第七項及び第八項の規定により読み替
えて適用する第五項の規定による特定独立行政法人
の負担に係るものを除く。）を含む。）については
、厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険
料をもつて充てる。
（略）
第百二十四条の二第一項中「（第四十一条第二項の
規定を除く。）」及び「、第四章中「公務」とあるの
は「業務」と、第九十九条第二項中「及び国の負担金
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」とあるのは「、公庫等又は特定公庫等の負担金及び
国の負担金」と、同項第二号及び第三号中「国の負担
金」とあるのは「公庫等又は特定公庫等の負担金」と
」を削り、「第九十九条第二項（同条第五項から第七
項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。
）」とあるのは「第九十九条第二項」と、同条第四項
中「職員団体」を「それぞれ第九十九条第二項（同条
第六項から第八項までの規定により読み替えて適用す
る場合を含む。）及び第五項（同条第七項及び第八項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。）並び
に厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法」と
、同条第四項中「第九十九条第二項第三号に掲げる費
用及び同条第五項（同条第七項及び第八項の規定によ
り読み替えて適用する場合を含む。以下この項におい
て同じ。）の規定により負担することとなる費用（同
条第五項の規定により負担することとなる費用にあつ
ては、長期給付（基礎年金拠出金を含む。）に係るも
のに限る。）並びに厚生年金保険法」とあるのは「厚
生年金保険法」と、「国、行政執行法人又は職員団体
」に、「若しくは特定公庫等」を「又は特定公庫等」
に改める。
附則第二十条の三第四項の表第八条第一項の項中「
附則第二十条の三第二項」を「附則第二十条の二第二
項」に改め、同表第九十九条第一項第一号及び第三号
の項中「第九十九条第一項第一号及び第三号」を「第
九十九条第一項」に、「附則第二十条の三第四項」を
「附則第二十条の二第四項」に、「第四項の」を「第
五項の」に改め、同表第九十九条第三項の項から第九
十九条第五項の項までを次のように改める。
第九十九 を除く。） 並びに附則第二十条の二第四
条第三項 を含む
項において読み替えて適用す
る第五項の規定による郵政会

」とあるのは「、公庫等又は特定公庫等の負担金及び
国の負担金」と、同項第二号及び第三号中「国の負担
金」とあるのは「公庫等又は特定公庫等の負担金」と
」を削り、「第九十九条第二項（同条第五項から第七
項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。
）」とあるのは「第九十九条第二項」と、同条第四項
中「職員団体」を「それぞれ第九十九条第二項（同条
第六項から第八項までの規定により読み替えて適用す
る場合を含む。）及び第五項（同条第七項及び第八項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。）並び
に厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法」と
、同条第四項中「第九十九条第二項第三号に掲げる費
用及び同条第五項（同条第七項及び第八項の規定によ
り読み替えて適用する場合を含む。以下この項におい
て同じ。）の規定により負担することとなる費用（同
条第五項の規定により負担することとなる費用にあつ
ては、長期給付（基礎年金拠出金を含む。）に係るも
のに限る。）並びに厚生年金保険法」とあるのは「厚
生年金保険法」と、「国、特定独立行政法人又は職員
団体」に、「若しくは特定公庫等」を「又は特定公庫
等」に改める。
附則第二十条の三第四項の表第八条第一項の項中「
附則第二十条の三第二項」を「附則第二十条の二第二
項」に改め、同表第九十九条第一項第一号及び第三号
の項中「第九十九条第一項第一号及び第三号」を「第
九十九条第一項」に、「附則第二十条の三第四項」を
「附則第二十条の二第四項」に、「第四項の」を「第
五項の」に改め、同表第九十九条第三項の項から第九
十九条第五項の項までを次のように改める。
第九 十九 を除く。） 並びに附則第二十条の二第四
条第三項 を含む
項において読み替えて適用す
る第五項の規定による郵政会
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負担し、郵政会社等は政令で
定めるところにより郵政会社
等が負担することとなる金額
を負担する

社等の負担に係るものを除く
。）を含む
第九十九 若しくは独 、独立行政法人国立印刷局若
条第四項 立行政法人 しくは独立行政法人郵便貯金
国立印刷局 ・簡易生命保険管理機構

則

第九十九 負担する
条第五項

附

（国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部
改正）
第百三十六条 国と民間企業との間の人事交流に関する
法律（平成十一年法律第二百二十四号）の一部を次の
ように改正する。
第十四条第二項を削り、同条第三項を同条第二項と
し、同項の次に次の一項を加える。
３ 交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法第百
二条の規定の適用については、同条第一項中「各省
各庁の長（環境大臣を含む。）、行政執行法人又は
職員団体は、それぞれ第九十九条第二項（同条第六
項から第八項までの規定により読み替えて適用する
場合を含む。）及び第五項（同条第七項及び第八項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。）並
びに」とあるのは「国と民間企業との間の人事交流
に関する法律（平成十一年法律第二百二十四号）第
七条第三項に規定する派遣先企業（以下この条にお
いて「派遣先企業」という。）は、」と、「国、行
政執行法人又は職員団体」とあるのは「派遣先企業

則

負担し、郵政会社等は政令で
定めるところにより郵政会社
等が負担することとなる金額
を負担する

社等の負担に係るものを除く
。）を含む
第九十九 若しくは独 、独立行政法人国立病院機構
条第四項 立行政法人 若しくは独立行政法人郵便貯
国立病院機 金・簡易生命保険管理機構
構
第 九 十 九 負担する
条第五項

附

（国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部
改正）
第百三十六条 国と民間企業との間の人事交流に関する
法律（平成十一年法律第二百二十四号）の一部を次の
ように改正する。
第十四条第二項を削り、同条第三項を同条第二項と
し、同項の次に次の一項を加える。
３ 交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法第百
二条の規定の適用については、同条第一項中「各省
各庁の長（環境大臣を含む。）、特定独立行政法人
又は職員団体は、それぞれ第九十九条第二項（同条
第六項から第八項までの規定により読み替えて適用
する場合を含む。）及び第五項（同条第七項及び第
八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
）並びに」とあるのは「国と民間企業との間の人事
交流に関する法律（平成十一年法律第二百二十四号
）第七条第三項に規定する派遣先企業（以下この条
において「派遣先企業」という。）は、」と、「国
、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「派
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（独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する
法律の一部改正）
第百四十一条 独立行政法人農業技術研究機構法の一部
を改正する法律（平成十四年法律第百二十九号）の一
部を次のように改正する。
（略）
附則第七条に見出しとして「（推進機構の役職員で
あった被保険者に係る厚生年金保険法の規定の適用の
特例）」を付し、同条第一項から第六項までを削り、
同条第七項中「推進機構の役職員であった組合員のう
ち、厚生年金保険期間及び組合員期間」を「施行日の
前日において厚生年金基金（推進機構の事業所又は事
務所を公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のため
の厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十
五年法律第六十三号）附則第五条第一項の規定により
なおその効力を有するものとされた同法第一条の規定
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）第百十七条第三項に規定する設立事業所と
する厚生年金基金をいう。以下この条において同じ。
）の加入員である厚生年金保険の被保険者であった者

」と、同条第四項中「第九十九条第二項第三号に掲
げる費用及び同条第五項（同条第七項及び第八項の
規定により読み替えて適用する場合を含む。以下こ
の項において同じ。）の規定により負担することと
なる費用（同条第五項の規定により負担することと
なる費用にあつては、長期給付（基礎年金拠出金を
含む。）に係るものに限る。）並びに厚生年金保険
法」とあるのは「厚生年金保険法」と、「国、行政
執行法人又は職員団体」とあるのは「派遣先企業」
とする。
（略）

（独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する
法律の一部改正）
第百四十一条 独立行政法人農業技術研究機構法の一部
を改正する法律（平成十四年法律第百二十九号）の一
部を次のように改正する。
（略）
附則第七条に見出しとして「（推進機構の役職員で
あった被保険者に係る厚生年金保険法の規定の適用の
特例）」を付し、同条第一項から第六項までを削り、
同条第七項中「推進機構の役職員であった組合員のう
ち、厚生年金保険期間及び組合員期間」を「施行日の
前日において厚生年金基金（推進機構の事業所又は事
務所を公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のため
の厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十
五年法律第六十三号）附則第五条第一項の規定により
なおその効力を有するものとされた同法第一条の規定
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）第百十七条第三項に規定する設立事業所と
する厚生年金基金をいう。以下この条において同じ。
）の加入員である厚生年金保険の被保険者であった者

遣先企業」と、同条第四項中「第九十九条第二項第
三号に掲げる費用及び同条第五項（同条第七項及び
第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む
。以下この項において同じ。）の規定により負担す
ることとなる費用（同条第五項の規定により負担す
ることとなる費用にあつては、長期給付（基礎年金
拠出金を含む。）に係るものに限る。）並びに厚生
年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法」と、「
国、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「
派遣先企業」とする。
（略）
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（独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正
する法律の一部改正）
第百四十二条 独立行政法人水産総合研究センター法の
一部を改正する法律（平成十四年法律第百三十一号）
の一部を次のように改正する。

（推進機構の役員又は職員であった者に限る。）で施
行日に農林水産省共済組合の組合員となった者（研究
機構の役員又は職員となった者に限る。）のうち、施
行日前の厚生年金保険の被保険者期間（厚生年金基金
の加入員である厚生年金保険の被保険者であった期間
（推進機構の役員又は職員であった期間に限る。）に
係るものに限る。）及び国家公務員共済組合の組合員
たる厚生年金保険の被保険者に係る被保険者期間（農
林水産省共済組合の組合員である期間（国立研究開発
法人農業・食品産業技術総合研究機構の役員又は職員
である期間に限る。）に係るものに限り、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
第七条第一項の規定により同項に規定する第二号厚生
年金被保険者期間とみなされた同法附則第四条第十一
号に規定する旧国家公務員共済組合員期間（農林水産
省共済組合の組合員であった期間（研究機構、独立行
政法人農業・食品産業技術総合研究機構又は国立研究
開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の役員又は
職員であった期間に限る。）に係るものに限る。）を
含む。）」に、「国家公務員共済組合法附則第十二条
の四の三第一項又は第三項」を「厚生年金保険法附則
第九条の三第一項又は第三項」に、「、組合員期間」
を「、国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険
の被保険者に係る被保険者期間」に改め、同項を同条
とする。

（独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正
する法律の一部改正）
第百四十二条 独立行政法人水産総合研究センター法の
一部を改正する法律（平成十四年法律第百三十一号）
の一部を次のように改正する。

（推進機構の役員又は職員であった者に限る。）で施
行日に農林水産省共済組合の組合員となった者（研究
機構の役員又は職員となった者に限る。）のうち、施
行日前の厚生年金保険の被保険者期間（厚生年金基金
の加入員である厚生年金保険の被保険者であった期間
（推進機構の役員又は職員であった期間に限る。）に
係るものに限る。）及び国家公務員共済組合の組合員
たる厚生年金保険の被保険者に係る被保険者期間（農
林水産省共済組合の組合員である期間（独立行政法人
農業・食品産業技術総合研究機構の役員又は職員であ
る期間に限る。）に係るものに限り、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）附則第七
条第一項の規定により同項に規定する第二号厚生年金
被保険者期間とみなされた同法附則第四条第十一号に
規定する旧国家公務員共済組合員期間（農林水産省共
済組合の組合員であった期間（研究機構又は独立行政
法人農業・食品産業技術総合研究機構の役員又は職員
であった期間に限る。）に係るものに限る。）を含む
。）」に、「国家公務員共済組合法附則第十二条の四
の三第一項又は第三項」を「厚生年金保険法附則第九
条の三第一項又は第三項」に、「、組合員期間」を「
、国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被
保険者に係る被保険者期間」に改め、同項を同条とす
る。
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（略）
附則第七条に見出しとして「（開発センターの役職
員であった被保険者に係る厚生年金保険法の規定の適
用の特例）」を付し、同条第一項から第六項までを削
り、同条第七項中「開発センターの役職員であった組
合員のうち、厚生年金保険期間及び組合員期間」を「
施行日の前日において厚生年金基金（開発センターの
事業所又は事務所を公的年金制度の健全性及び信頼性
の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法
律（平成二十五年法律第六十三号）附則第五条第一項
の規定によりなおその効力を有するものとされた同法
第一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）第百十七条第三項に規定する
設立事業所とする厚生年金基金をいう。以下この条に
おいて同じ。）の加入員である厚生年金保険の被保険
者であった者（開発センターの役員又は職員であった
者に限る。）で施行日に農林水産省共済組合の組合員
となった者（センターの役員又は職員となった者に限
る。）のうち、施行日前の厚生年金保険の被保険者期
間（厚生年金基金の加入員である厚生年金保険の被保
険者であった期間（開発センターの役員又は職員であ
った期間に限る。）に係るものに限る。）及び国家公
務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者に
係る被保険者期間（農林水産省共済組合の組合員であ
る期間（国立研究開発法人水産総合研究センターの役
員又は職員である期間に限る。）に係るものに限り、
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）附則第七条第一項の規定により同項に規定する
第二号厚生年金被保険者期間とみなされた同法附則第
四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間
（農林水産省共済組合の組合員であった期間（センタ

（略）
附則第七条に見出しとして「（開発センターの役職
員であった被保険者に係る厚生年金保険法の規定の適
用の特例）」を付し、同条第一項から第六項までを削
り、同条第七項中「開発センターの役職員であった組
合員のうち、厚生年金保険期間及び組合員期間」を「
施行日の前日において厚生年金基金（開発センターの
事業所又は事務所を公的年金制度の健全性及び信頼性
の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法
律（平成二十五年法律第六十三号）附則第五条第一項
の規定によりなおその効力を有するものとされた同法
第一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）第百十七条第三項に規定する
設立事業所とする厚生年金基金をいう。以下この条に
おいて同じ。）の加入員である厚生年金保険の被保険
者であった者（開発センターの役員又は職員であった
者に限る。）で施行日に農林水産省共済組合の組合員
となった者（センターの役員又は職員となった者に限
る。）のうち、施行日前の厚生年金保険の被保険者期
間（厚生年金基金の加入員である厚生年金保険の被保
険者であった期間（開発センターの役員又は職員であ
った期間に限る。）に係るものに限る。）及び国家公
務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者に
係る被保険者期間（農林水産省共済組合の組合員であ
る期間（センターの役員又は職員である期間に限る。
）に係るものに限り、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）附則第七条第一項の規定
により同項に規定する第二号厚生年金被保険者期間と
みなされた同法附則第四条第十一号に規定する旧国家
公務員共済組合員期間（農林水産省共済組合の組合員
であった期間（センターの役員又は職員であった期間
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（法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の
国家公務員の派遣に関する法律の一部改正）
第百四十七条 法科大学院への裁判官及び検察官その他
の一般職の国家公務員の派遣に関する法律（平成十五
年法律第四十号）の一部を次のように改正する。
（略）
第十四条第二項を削り、同条第三項を同条第二項と
し、同項の次に次の一項を加える。
３ 私立大学派遣検察官等に関する国共済法第百二条
の規定の適用については、同条第一項中「各省各庁
の長（環境大臣を含む。）、行政執行法人又は職員
団体」とあるのは「法科大学院への裁判官及び検察
官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
（平成十五年法律第四十号）第三条第一項に規定す
る法科大学院設置者（以下「法科大学院設置者」と
いう。）及び国」と、「第九十九条第二項（同条第
六項から第八項までの規定により読み替えて適用す
る場合を含む。）及び第五項（同条第七項及び第八
項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）
並びに厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険
法」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とある
のは「法科大学院設置者及び国」と、同条第四項中
「第九十九条第二項第三号に掲げる費用及び同条第

ー又は国立研究開発法人水産総合研究センターの役員
又は職員であった期間に限る。）に係るものに限る。
）を含む。）」に、「国家公務員共済組合法附則第十
二条の四の三第一項又は第三項」を「厚生年金保険法
附則第九条の三第一項又は第三項」に、「、組合員期
間」を「、国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金
保険の被保険者に係る被保険者期間」に改め、同項を
同条とする。

（法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の
国家公務員の派遣に関する法律の一部改正）
第百四十七条 法科大学院への裁判官及び検察官その他
の一般職の国家公務員の派遣に関する法律（平成十五
年法律第四十号）の一部を次のように改正する。
（略）
第十四条第二項を削り、同条第三項を同条第二項と
し、同項の次に次の一項を加える。
３ 私立大学派遣検察官等に関する国共済法第百二条
の規定の適用については、同条第一項中「各省各庁
の長（環境大臣を含む。）、特定独立行政法人又は
職員団体」とあるのは「法科大学院への裁判官及び
検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する
法律（平成十五年法律第四十号）第三条第一項に規
定する法科大学院設置者（以下「法科大学院設置者
」という。）及び国」と、「第九十九条第二項（同
条第六項から第八項までの規定により読み替えて適
用する場合を含む。）及び第五項（同条第七項及び
第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む
。）並びに厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金
保険法」と、「国、特定独立行政法人又は職員団体
」とあるのは「法科大学院設置者及び国」と、同条
第四項中「第九十九条第二項第三号に掲げる費用及

に限る。）に係るものに限る。）を含む。）」に、「
国家公務員共済組合法附則第十二条の四の三第一項又
は第三項」を「厚生年金保険法附則第九条の三第一項
又は第三項」に、「、組合員期間」を「、国家公務員
共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者に係る
被保険者期間」に改め、同項を同条とする。
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（判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一
部改正）
第百四十九条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関す
る法律（平成十六年法律第百二十一号）の一部を次の
ように改正する。
第八条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし
、同項の次に次の一項を加える。
３ 弁護士職務従事職員に関する国家公務員共済組合
法第百二条の規定の適用については、同条第一項中
「各省各庁の長（環境大臣を含む。）、行政執行法
人又は職員団体」とあるのは「判事補及び検事の弁
護士職務経験に関する法律（平成十六年法律第百二
十一号）第二条第七項に規定する受入先弁護士法人
等（以下「受入先弁護士法人等」という。）」と、
「それぞれ第九十九条第二項（同条第六項から第八
項までの規定により読み替えて適用する場合を含む
。）及び第五項（同条第七項及び第八項の規定によ
り読み替えて適用する場合を含む。）並びに厚生年
金保険法」とあるのは「厚生年金保険法」と、「国
、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「受入先
弁護士法人等」と、同条第四項中「第九十九条第二

五項（同条第七項及び第八項の規定により読み替え
て適用する場合を含む。以下この項において同じ。
）の規定により負担することとなる費用（同条第五
項の規定により負担することとなる費用にあつては
、長期給付（基礎年金拠出金を含む。）に係るもの
に限る。）並びに厚生年金保険法」とあるのは「厚
生年金保険法」と、「国、行政執行法人又は職員団
体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」とする
。
（略）

（判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一
部改正）
第百四十九条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関す
る法律（平成十六年法律第百二十一号）の一部を次の
ように改正する。
第八条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし
、同項の次に次の一項を加える。
３ 弁護士職務従事職員に関する国家公務員共済組合
法第百二条の規定の適用については、同条第一項中
「各省各庁の長（環境大臣を含む。）、特定独立行
政法人又は職員団体」とあるのは「判事補及び検事
の弁護士職務経験に関する法律（平成十六年法律第
百二十一号）第二条第七項に規定する受入先弁護士
法人等（以下「受入先弁護士法人等」という。）」
と、「それぞれ第九十九条第二項（同条第六項から
第八項までの規定により読み替えて適用する場合を
含む。）及び第五項（同条第七項及び第八項の規定
により読み替えて適用する場合を含む。）並びに厚
生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法」と、
「国、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは
「受入先弁護士法人等」と、同条第四項中「第九十

び同条第五項（同条第七項及び第八項の規定により
読み替えて適用する場合を含む。以下この項におい
て同じ。）の規定により負担することとなる費用（
同条第五項の規定により負担することとなる費用に
あつては、長期給付（基礎年金拠出金を含む。）に
係るものに限る。）並びに厚生年金保険法」とある
のは「厚生年金保険法」と、「国、特定独立行政法
人又は職員団体」とあるのは「法科大学院設置者及
び国」とする。
（略）
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（独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律の一部改
正）
第百五十五条 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法
律（平成二十年法律第八号）の一部を次のように改正
する。
（略）
附則第六条に見出しとして「（厚生年金保険法の規
定の適用の特例）」を付し、同条第一項から第三項ま
でを削り、同条第四項中「機構の役職員であった組合
員のうち、厚生年金保険期間及び組合員期間」を「施
行日の前日において厚生年金基金（機構の事務所を公
的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年
金保険法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律
第六十三号）附則第五条第一項の規定によりなおその
効力を有するものとされた同法第一条の規定による改
正前の厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号
）第百十七条第三項に規定する設立事業所とする厚生
年金基金をいう。以下この条において同じ。）の加入
員である厚生年金保険の被保険者であった者（機構の
役員又は職員であった者に限る。）で施行日に林野庁
共済組合又は農林水産省共済組合の組合員となった者

項第三号に掲げる費用及び同条第五項（同条第七項
及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を
含む。以下この項において同じ。）の規定により負
担することとなる費用（同条第五項の規定により負
担することとなる費用にあつては、長期給付（基礎
年金拠出金を含む。）に係るものに限る。）並びに
厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法」と
、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「
受入先弁護士法人等」とする。
（略）

（独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律の一部改
正）
第百五十五条 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法
律（平成二十年法律第八号）の一部を次のように改正
する。
（略）
附則第六条に見出しとして「（厚生年金保険法の規
定の適用の特例）」を付し、同条第一項から第三項ま
でを削り、同条第四項中「機構の役職員であった組合
員のうち、厚生年金保険期間及び組合員期間」を「施
行日の前日において厚生年金基金（機構の事務所を公
的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年
金保険法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律
第六十三号）附則第五条第一項の規定によりなおその
効力を有するものとされた同法第一条の規定による改
正前の厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号
）第百十七条第三項に規定する設立事業所とする厚生
年金基金をいう。以下この条において同じ。）の加入
員である厚生年金保険の被保険者であった者（機構の
役員又は職員であった者に限る。）で施行日に林野庁
共済組合又は農林水産省共済組合の組合員となった者

九条第二項第三号に掲げる費用及び同条第五項（同
条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用す
る場合を含む。以下この項において同じ。）の規定
により負担することとなる費用（同条第五項の規定
により負担することとなる費用にあつては、長期給
付（基礎年金拠出金を含む。）に係るものに限る。
）並びに厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保
険法」と、「国、特定独立行政法人又は職員団体」
とあるのは「受入先弁護士法人等」とする。
（略）
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（研究所又はセンターの役員又は職員となった者に限
る。）のうち、施行日前の厚生年金保険の被保険者期
間（厚生年金基金の加入員である厚生年金保険の被保
険者であった期間（機構の役員又は職員であった期間
に限る。）に係るものに限る。）及び国家公務員共済
組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者に係る被保
険者期間（林野庁共済組合又は農林水産省共済組合の
組合員である期間（国立研究開発法人森林総合研究所
又は国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの
役員又は職員である期間に限る。）に係るものに限り
、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）附則第七条第一項の規定により同項に規定す
る第二号厚生年金被保険者期間とみなされた同法附則
第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期
間（林野庁共済組合又は農林水産省共済組合の組合員
であった期間（研究所若しくは国立研究開発法人森林
総合研究所又はセンター若しくは国立研究開発法人国
際農林水産業研究センターの役員又は職員であった期
間に限る。）に係るものに限る。）を含む。）」に、
「国家公務員共済組合法附則第十二条の四の三第一項
又は第三項」を「厚生年金保険法附則第九条の三第一
項又は第三項」に、「、組合員期間」を「、国家公務
員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者に係
る被保険者期間」に改め、同項を同条とする。
（略）

（研究所又はセンターの役員又は職員となった者に限
る。）のうち、施行日前の厚生年金保険の被保険者期
間（厚生年金基金の加入員である厚生年金保険の被保
険者であった期間（機構の役員又は職員であった期間
に限る。）に係るものに限る。）及び国家公務員共済
組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者に係る被保
険者期間（林野庁共済組合又は農林水産省共済組合の
組合員である期間（研究所又はセンターの役員又は職
員である期間に限る。）に係るものに限り、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
則第七条第一項の規定により同項に規定する第二号厚
生年金被保険者期間とみなされた同法附則第四条第十
一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間（林野庁
共済組合又は農林水産省共済組合の組合員であった期
間（研究所又はセンターの役員又は職員であった期間
に限る。）に係るものに限る。）を含む。）」に、「
国家公務員共済組合法附則第十二条の四の三第一項又
は第三項」を「厚生年金保険法附則第九条の三第一項
又は第三項」に、「、組合員期間」を「、国家公務員
共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者に係る
被保険者期間」に改め、同項を同条とする。
（略）
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○

正

案

行

（傍線部分は改正部分）

一・二 （略）
２ 前項の場合においては、第十五条第二項中「厚生労
働大臣」とあるのは「独立行政法人国立がん研究セン
ター」と、「審議会等（国家行政組織法（昭和二十三
年法律第百二十号）第八条に規定する機関をいう。）
で政令で定めるもの」とあるのは「合議制の機関」と
、同条第三項中「審議会等」とあるのは「合議制の機
関」と、第十七条第二項中「厚生労働大臣」とあるの
は「独立行政法人国立がん研究センター」と、「第十
五条第二項に規定する審議会等」とあるのは「第二十
三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条
第二項の合議制の機関」と、第二十一条第七項中「厚
生労働大臣」とあるのは「独立行政法人国立がん研究
センター」と、「第一項から第三項までの規定による
提供、第四項の規定による匿名化若しくは提供又は第
五項の規定による匿名化」とあるのは「第四項の規定
による匿名化若しくは提供又は第五項の規定による匿
名化」と、「第十五条第二項に規定する審議会等」と
あるのは「第二十三条第二項の規定により読み替えて
適用する第十五条第二項の合議制の機関」とする。

（厚生労働大臣の権限及び事務の委任）
第二十三条 次に掲げる厚生労働大臣の権限及び事務は
、独立行政法人国立がん研究センター（以下「国立が
ん研究センター」という。）に行わせるものとする。

現

がん登録等の推進に関する法律（平成二十五年法律第百十一号）（第百三十五条関係）

改
（厚生労働大臣の権限及び事務の委任）
第二十三条 次に掲げる厚生労働大臣の権限及び事務は
、国立研究開発法人国立がん研究センター（以下「国
立がん研究センター」という。）に行わせるものとす
る。
一・二 （略）
２ 前項の場合においては、第十五条第二項中「厚生労
働大臣」とあるのは「国立研究開発法人国立がん研究
センター」と、「審議会等（国家行政組織法（昭和二
十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関をいう
。）で政令で定めるもの」とあるのは「合議制の機関
」と、同条第三項中「審議会等」とあるのは「合議制
の機関」と、第十七条第二項中「厚生労働大臣」とあ
るのは「国立研究開発法人国立がん研究センター」と
、「第十五条第二項に規定する審議会等」とあるのは
「第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する
第十五条第二項の合議制の機関」と、第二十一条第七
項中「厚生労働大臣」とあるのは「国立研究開発法人
国立がん研究センター」と、「第一項から第三項まで
の規定による提供、第四項の規定による匿名化若しく
は提供又は第五項の規定による匿名化」とあるのは「
第四項の規定による匿名化若しくは提供又は第五項の
規定による匿名化」と、「第十五条第二項に規定する
審議会等」とあるのは「第二十三条第二項の規定によ
り読み替えて適用する第十五条第二項の合議制の機関
」とする。
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附

則

（高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法
人に関する法律の一部改正）
第五条 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開
発法人に関する法律（平成二十年法律第九十三号）の
一部を次のように改正する。
第十三条に次の一項を加える。
２ 国立がん研究センターは、前項の業務のほか、が
ん登録等の推進に関する法律（平成二十五年法律第
百十一号）の規定に基づき、全国がん登録の実施に
関する事務を行う。
第二十四条第一項中「第十三条第一号」を「第十三
条第一項第一号」に改める。

附

則

（高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に
関する法律の一部改正）
第五条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法
人に関する法律（平成二十年法律第九十三号）の一部
を次のように改正する。
第十三条に次の一項を加える。
２ 国立がん研究センターは、前項の業務のほか、が
ん登録等の推進に関する法律（平成二十五年法律第
百十一号）の規定に基づき、全国がん登録の実施に
関する事務を行う。
第二十四条第一項中「第十三条第一号」を「第十三
条第一項第一号」に改める。
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○

正

案

現

号）（第百三十六条関係）
（傍線部分は改正部分）

行

７ 国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む中期
目標の期間に係る通則法第三十三条の規定による事業
報告書の提出及び公表は、研究所が行うものとする。
８ 国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む事業
年度に係る通則法第三十八条の規定による財務諸表、
事業報告書及び決算報告書の作成等については、研究
所が行うものとする。
９ 国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む事業
年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規
定による利益及び損失の処理に関する業務は、研究所
が行うものとする。

附 則
（国立健康・栄養研究所の解散等）
第二条 （略）
２～５ （略）
６ 国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む事業
年度における業務の実績についての通則法第三十二条
第一項の規定による評価及び同日を含む中期目標の期
間における業務の実績についての通則法第三十四条第
一項の規定による評価は、研究所が受けるものとする
。この場合において、通則法第三十二条第三項（通則
法第三十四条第三項において準用する場合を含む。）
の規定による通知及び勧告は、研究所に対してなされ
るものとする。

独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第

改
附 則
（国立健康・栄養研究所の解散等）
第二条 （略）
２～５ （略）
６ 国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む事業
年度及び中期目標の期間における業務の実績に関する
評価については、独立行政法人通則法の一部を改正す
る法律（平成二十六年法律第
号）による改正後
の通則法（以下「新独立行政法人通則法」という。）
第三十五条の六第一項、第三項及び第五項から第九項
までの規定を適用する。この場合において、同条第一
項の規定による評価は研究所が受けるものとし、同条
第三項の規定による報告書の提出及び公表は研究所が
行うものとし、同条第七項前段の規定による通知及び
同条第九項の規定による命令は研究所に対してなされ
るものとする。
（削る）

７ 国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む事業
年度に係る新独立行政法人通則法第三十八条の規定に
よる財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等に
ついては、研究所が行うものとする。
８ 国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む事業
年度における新独立行政法人通則法第四十四条第一項
及び第二項の規定による利益及び損失の処理に関する
業務は、研究所が行うものとする。
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９ 前項の規定による処理において、新独立行政法人通
則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を
行った後、同条第一項の規定による積立金があるとき
は、当該積立金の処分は、研究所が行うものとする。
この場合において、附則第六条の規定による廃止前の
独立行政法人国立健康・栄養研究所法（平成十一年法
律第百八十号）第十二条の規定（同条の規定に係る罰
則を含む。）は、なおその効力を有するものとし、同
条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは
「独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法
律（平成二十六年法律第
年）の施行の日を含む
」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるの
は「中期目標の期間における独立行政法人医薬基盤・
健康・栄養研究所法（平成十六年法律第百三十五号）
第十五条」と、同条第二項中「あらかじめ、厚生労働
省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、
財務大臣」とあるのは「財務大臣」とする。
（略）
第十七条 （略）
２ 前項の場合において、独立行政法人日本医療研究開
発機構法附則第八条（見出しを含む。）中「独立行政
法人医薬基盤研究所法」とあるのは、「独立行政法人
医薬基盤・健康・栄養研究所法」とし、同条のうち次
の表の上欄に掲げる独立行政法人医薬基盤研究所法の
改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に
掲げる字句とする。

10

前項の規定による処理において、通則法第四十四条
第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条
第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金
の処分は、研究所が行うものとする。この場合におい
て、附則第六条の規定による廃止前の独立行政法人国
立健康・栄養研究所法（平成十一年法律第百八十号）
第十二条の規定（同条の規定に係る罰則を含む。）は
、なおその効力を有するものとし、同条第一項中「当
該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人
医薬基盤研究所法の一部を改正する法律（平成二十六
年法律第
年）の施行の日を含む」と、「次の中
期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の
期間における独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究
所法（平成十六年法律第百三十五号）第十五条」とす
る。

（略）

第十七条 （略）
２ 前項の場合において、独立行政法人日本医療研究開
発機構法附則第三条の見出し中「独立行政法人医薬基
盤研究所」とあるのは「独立行政法人医薬基盤・健康
・栄養研究所」と、同条第一項中「独立行政法人医薬
基盤研究所法」とあるのは「独立行政法人医薬基盤・
健康・栄養研究所法」と、「第十五条第一号ロ」とあ
るのは「第十五条第一項第一号ロ」と、「独立行政法
人医薬基盤研究所（」とあるのは「独立行政法人医薬
基盤・健康・栄養研究所（」と、「「基盤研」とある
のは「「医薬基盤・健康・栄養研究所」と、同条第二
項及び第四項中「基盤研」とあるのは「医薬基盤・健
康・栄養研究所」と、同法附則第八条（見出しを含む

- 411 -

10
11

（略）

。）中「独立行政法人医薬基盤研究所法」とあるのは
「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法」とし
、同条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人医薬
基盤研究所法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は
、同表の下欄に掲げる字句とする。
（略）

- 412 -

○

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

（定義）
第二条 （略）
２ この法律において「森林保険契約」とは、独立行政
法人森林総合研究所（以下「研究所」という。）が森
林につき保険事故によって生ずることのある損害を塡
補することを約し、保険契約者がこれに対して保険料
を支払うことを約する契約をいう。

森林保険法（昭和十二年法律第二十五号）（第百三十七条関係）

改
（定義）
第二条 （略）
２ この法律において「森林保険契約」とは、国立研究
開発法人森林総合研究所（以下「研究所」という。）
が森林につき保険事故によって生ずることのある損害
を塡補することを約し、保険契約者がこれに対して保
険料を支払うことを約する契約をいう。
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○

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

（国等に関する特例）
第三十一条 国が所有者等である指定採取源については
第六条の規定、国、都道府県又は独立行政法人森林総
合研究所が行う生産事業及び配布事業については第十
条から第十七条まで、第十九条、第二十六条、第二十
九条及び次条から第三十五条までの規定は、適用しな
い。
２・３ （略）

林業種苗法（昭和四十五年法律第八十九号）（第百三十七条関係）

改
（国等に関する特例）
第三十一条 国が所有者等である指定採取源については
第六条の規定、国、都道府県又は国立研究開発法人森
林総合研究所が行う生産事業及び配布事業については
第十条から第十七条まで、第十九条、第二十六条、第
二十九条及び次条から第三十五条までの規定は、適用
しない。
２・３ （略）
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○

正

案

行

（国等の援助等）
第十四条 （略）
２ （略）
３ 前二項に定めるもののほか、独立行政法人森林総合
研究所並びに関係都道府県又は関係都道府県若しくは
関係都道府県及び関係都道府県以外の地方公共団体が
設立した地方独立行政法人（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
方独立行政法人をいう。）であって特定母樹を所有す
るものは、特定母樹の増殖の促進を図るため、認定特
定増殖事業者に対し、特定母樹を育成するための種穂
の提供その他の必要な支援を行うよう努めなければな
らない。

現

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法（平成二十年法律第三十二号）（第百三十七条関係）
（傍線部分は改正部分）
改
（国等の援助等）
第十四条 （略）
２ （略）
３ 前二項に定めるもののほか、国立研究開発法人森林
総合研究所並びに関係都道府県又は関係都道府県若し
くは関係都道府県及び関係都道府県以外の地方公共団
体が設立した地方独立行政法人（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
る地方独立行政法人をいう。）であって特定母樹を所
有するものは、特定母樹の増殖の促進を図るため、認
定特定増殖事業者に対し、特定母樹を育成するための
種穂の提供その他の必要な支援を行うよう努めなけれ
ばならない。
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○

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

（センターが実施すべき人工ふ化放流）
さく
第二十条 農林水産大臣は、毎年度、溯河魚類のうちさ
け及びますの個体群の維持のために独立行政法人水産
総合研究センター（以下「センター」という。）が実
施すべき人工ふ化放流に関する計画を定めなければな
らない。
２～５ （略）

水産資源保護法（昭和二十六年法律第三百十三号）（第百三十八条関係）

改
（センターが実施すべき人工ふ化放流）
さく
第二十条 農林水産大臣は、毎年度、溯河魚類のうちさ
け及びますの個体群の維持のために国立研究開発法人
水産総合研究センター（以下「センター」という。）
が実施すべき人工ふ化放流に関する計画を定めなけれ
ばならない。
２～５ （略）
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正

案

行

（傍線部分は改正部分）

（センター等による立入検査等）
第三十二条 農林水産大臣、経済産業大臣又は厚生労働
大臣は、前条第一項の場合において必要があると認め
るときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センタ
ー、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家
畜改良センター、独立行政法人水産総合研究センター
、独立行政法人製品評価技術基盤機構又は独立行政法
人医薬品医療機器総合機構（以下「センター等」とい
う。）に対し、次に掲げるセンター等の区分に応じ、
遺伝子組換え生物等の使用等をしている者、又はした
者、遺伝子組換え生物等を譲渡し、又は提供した者、
国内管理人、遺伝子組換え生物等を輸出した者その他
の関係者がその行為を行う場所その他の場所に立ち入
らせ、関係者に質問させ、遺伝子組換え生物等、施設
等その他の物件を検査させ、又は検査に必要な最少限
度の分量に限り遺伝子組換え生物等を無償で収去させ
ることができる。
一 独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独
立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改
良センター及び独立行政法人水産総合研究センター
農林水産大臣
二・三 （略）
２～５ （略）

現

○ 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成十五年法律第九十七号）（第百
三十八条関係）

改
（センター等による立入検査等）
第三十二条 農林水産大臣、経済産業大臣又は厚生労働
大臣は、前条第一項の場合において必要があると認め
るときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センタ
ー、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家
畜改良センター、国立研究開発法人水産総合研究セン
ター、独立行政法人製品評価技術基盤機構又は独立行
政法人医薬品医療機器総合機構（以下「センター等」
という。）に対し、次に掲げるセンター等の区分に応
じ、遺伝子組換え生物等の使用等をしている者、又は
した者、遺伝子組換え生物等を譲渡し、又は提供した
者、国内管理人、遺伝子組換え生物等を輸出した者そ
の他の関係者がその行為を行う場所その他の場所に立
ち入らせ、関係者に質問させ、遺伝子組換え生物等、
施設等その他の物件を検査させ、又は検査に必要な最
少限度の分量に限り遺伝子組換え生物等を無償で収去
させることができる。
一 独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独
立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改
良センター及び国立研究開発法人水産総合研究セン
ター 農林水産大臣
二・三 （略）
２～５ （略）
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○

正

案

二～四 （略）
３～５ （略）

現

行

（傍線部分は改正部分）

（高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導
入に関する基本方針）
第五条の二 （略）
２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるもの
とする。
一 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構（
以下「研究機構」という。）が行う高性能農業機械
等の開発に関する試験研究の対象とすべき高性能農
業機械等、その目標及びその実施方法に関する事項

農業機械化促進法（昭和二十八年法律第二百五十二号）（第百三十九条関係）

改
（高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導
入に関する基本方針）
第五条の二 （略）
２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるもの
とする。
一 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機
構（以下「研究機構」という。）が行う高性能農業
機械等の開発に関する試験研究の対象とすべき高性
能農業機械等、その目標及びその実施方法に関する
事項
二～四 （略）
３～５ （略）
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○

案

漁業災害補償法（昭和三十九年法律第百五十八号）（第百四十条関係）

正

現

行

（傍線部分は改正部分）

（財務大臣との協議）
第百九十六条の十 農林水産大臣は、次に掲げる場合に
は、財務大臣と協議しなければならない。
一・二 （略）
三 漁業災害補償関係業務に関して独立行政法人農林
漁業信用基金法第十七条第一項又は第十九条第一項
の認可をしようとするとき。

改
（財務大臣との協議）
第百九十六条の十 農林水産大臣は、次に掲げる場合に
は、財務大臣と協議しなければならない。
一・二 （略）
三 漁業災害補償関係業務に関して独立行政法人農林
漁業信用基金法第十七条又は第十九条の認可をしよ
うとするとき。

２

（独立行政法人農林漁業信用基金法の特例）
第百九十六条の十一 漁業災害補償関係業務については
、独立行政法人農林漁業信用基金法第五条第六項、第
二十二条第二項及び第二十三条第一項中「第十五条各
号に掲げる業務」とあるのは「第十五条各号に掲げる
業務及び漁業災害補償関係業務」と、同法第十六条第
一項中「前条各号に掲げる業務」とあるのは「前条各
号に掲げる業務及び漁業災害補償関係業務」と、同法
第十七条第一項中「第十二条第一項第四号及び第九号
に掲げる業務」とあるのは「第十二条第一項第四号及
び第九号に掲げる業務並びに漁業災害補償関係業務」
と、同法第二十条第一項中「又は中小漁業融資保証法
」とあるのは「、中小漁業融資保証法又は漁業災害補
償法」とする。
（略）

（独立行政法人農林漁業信用基金法の特例）
第百九十六条の十一 漁業災害補償関係業務については
、独立行政法人農林漁業信用基金法第五条第六項、第
二十二条第二項及び第二十三条第一項中「第十五条各
号に掲げる業務」とあるのは「第十五条各号に掲げる
業務及び漁業災害補償関係業務」と、同法第十六条第
一項中「前条各号に掲げる業務」とあるのは「前条各
号に掲げる業務及び漁業災害補償関係業務」と、同法
第十七条中「第十二条第一項第四号及び第九号に掲げ
る業務」とあるのは「第十二条第一項第四号及び第九
号に掲げる業務並びに漁業災害補償関係業務」と、同
法第二十条第一項中「又は中小漁業融資保証法」とあ
るのは「、中小漁業融資保証法又は漁業災害補償法」
とする。
（略）

２
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○

正

案

行

（機構法の適用）
第二十条の二 （略）
２ 第三条第一項の規定により機構が同項に規定する業
務を行う場合には、機構法第十二条中「業務ごとに」
とあるのは「業務ごと及び加工原料乳生産者補給金等
暫定措置法（以下「暫定措置法」という。）第三条第
一項第一号から第五号までの業務（これらの業務に附
帯する業務を含む。以下同じ。）について」と、機構
法第十三条第一項及び第二十二条第二号中「第十条」
とあるのは「第十条及び暫定措置法第三条第一項」と
、機構法第十四条第一項中「第十条第一号イ及びロ」
とあるのは「第十条第一号イ及びロ並びに暫定措置法
第三条第一項第二号から第五号まで」と、機構法第十
五条中「勘定」とあるのは「勘定又は暫定措置法第三
条第一項第一号から第五号までの業務に係る勘定」と
、機構法第十七条中「交付する補助金」とあるのは「
交付する補助金又は暫定措置法第三条第一項第一号の
業務として交付する生産者補給交付金」と、機構法第
二十二条第一号中「この法律」とあるのは「この法律
又は暫定措置法」とする。

現

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法（昭和四十年法律第百十二号）（第百四十一条関係）
（傍線部分は改正部分）
改
（機構法の適用）
第二十条の二 （略）
２ 第三条第一項の規定により機構が同項に規定する業
務を行う場合には、機構法第十二条中「業務ごとに」
とあるのは「業務ごと及び加工原料乳生産者補給金等
暫定措置法（以下「暫定措置法」という。）第三条第
一項第一号から第五号までの業務（これらの業務に附
帯する業務を含む。以下同じ。）について」と、機構
法第十三条第一項及び第二十二条第二号中「第十条」
とあるのは「第十条及び暫定措置法第三条第一項」と
、機構法第十四条中「第十条第一号イ及びロ」とある
のは「第十条第一号イ及びロ並びに暫定措置法第三条
第一項第二号から第五号まで」と、機構法第十五条中
「勘定」とあるのは「勘定又は暫定措置法第三条第一
項第一号から第五号までの業務に係る勘定」と、機構
法第十七条中「交付する補助金」とあるのは「交付す
る補助金又は暫定措置法第三条第一項第一号の業務と
して交付する生産者補給交付金」と、機構法第二十二
条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は暫
定措置法」とする。
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正

案

行

（傍線部分は改正部分）

第七条 前条の規定により信用基金が同条に規定する業
務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる独立行政法
人農林漁業信用基金法の規定中の字句で同表の中欄に
掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読
み替えるものとする。

現

○ 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法（昭和五十四年法律第五十一号）（第百四
十二条関係）

改
第七条 前条の規定により信用基金が同条に規定する業
務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる独立行政法
人農林漁業信用基金法の規定中の字句で同表の中欄に
掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読
み替えるものとする。

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

第十七条

（略）

第十七条第一 第十二条第一 第 十 二 条 第 一 項 第 四
項
項第四号及び 号 及 び 第 九 号 並 び に
第九号に掲げ 暫 定 措 置 法 第 六 条 第
る業務
一項第一号及び第二
号に掲げる業務
（略）

第十二条第一 第 十 二 条 第 一 項 第 四
項第四号及び 号 及 び 第 九 号 並 び に
第九号に掲げ 暫 定 措 置 法 第 六 条 第
る業務
一項第一号及び第二
号に掲げる業務

（略）

（略）

（略）

（略）
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○

正

案

審議会等

現

行

（傍線部分は改正部分）

法律

農漁業保険審査会

農業災害補償法（昭和二
十二年法律第百八十五号
）

（略）

独立行政法人評価委員会

イ

ロ

独立行政法人農業生物資源研究所

第十三条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一～四 （略）
五 次に掲げる独立行政法人に関すること。
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

独立行政法人通則法（平
成十一年法律第百三号）

（略）

（設置）
第六条 （略）
２ 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところ
により農林水産省に置かれる審議会等で本省に置かれ
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。

農林水産省設置法（平成十一年法律第九十八号）（第百四十三条関係）

改

法律

（設置）
第六条 （略）
２ 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところ
により農林水産省に置かれる審議会等で本省に置かれ
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。

審議会等

農業災害補償法（昭和二
十二年法律第百八十五号
）

（略）

農漁業保険審査会

（削る）

（略）

（削る）

第十三条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一～四 （略）
五 次に掲げる国立研究開発法人に関すること。
イ 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究
機構
国立研究開発法人農業生物資源研究所
ロ
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ハ 国立研究開発法人農業環境技術研究所
ニ 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
六・七 （略）

ハ 独立行政法人農業環境技術研究所
ニ 独立行政法人国際農林水産業研究センター
六・七 （略）
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○

案

現

行

独立行政法人農林水産消費安全技術センター法（平成十一年法律第百八十三号）（第百四十四条関係）
（傍線部分は改正部分）
正

（特定独立行政法人）
第四条 センターは、通則法第二条第二項に規定する特
定独立行政法人とする。

改
（行政執行法人）
第四条 センターは、通則法第二条第四項に規定する行
政執行法人とする。

（役員の任期）
第九条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

（積立金の処分）
第十一条 センターは、通則法第二十九条第二項第一号
に規定する中期目標の期間（以下この項において「中
期目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通
則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を
行った後、同条第一項の規定による積立金があるとき
は、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認
を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標
の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中
期計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたと
きは、その変更後のもの）の定めるところにより、当
該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の
財源に充てることができる。
２ 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

（理事長及び理事の任期等）
第九条 通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める
期間は、四年とする。
理事の任期は、二年とする。

２

（積立金の処分）
第十一条 センターは、毎事業年度に係る通則法第四十
四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、
同条第一項の規定による積立金があるときは、その額
に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金
額を、翌事業年度に係る通則法第三十五条の十第一項
の認可を受けた事業計画（同項後段の規定による変更
の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定める
ところにより、翌事業年度における前条に規定する業
務の財源に充てることができる。

（略）

２ 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

３・４
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（緊急時の命令）
第十二条 農林水産大臣は、農林水産物、飲食料品又は
油脂について、その品質又は表示が適正でないものが
販売され、又は販売されるおそれがあり、これを放置
しては一般消費者の利益を著しく害すると認められる
場合において、一般消費者の利益を保護するため緊急
の必要があるときは、センターに対し、第十条第一項
第一号及び第三号に掲げる業務のうち必要な調査、分
析又は検査を実施すべきことを命ずることができる。

（主務大臣等）
第十三条 センターに係る通則法における主務大臣、主
務省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水
産省及び農林水産省令とする。

（削る）

（主務大臣等）
第十三条 センターに係る通則法における主務大臣及び
主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令
とする。

第十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、そ
の違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の
過料に処する。
一・二 （略）
（新設）

（緊急時の要請）
第十二条 農林水産大臣は、農林水産物、飲食料品又は
油脂について、その品質又は表示が適正でないものが
販売され、又は販売されるおそれがあり、これを放置
しては一般消費者の利益を著しく害すると認められる
場合において、一般消費者の利益を保護するため緊急
の必要があるときは、センターに対し、第十条第一項
第一号及び第三号に掲げる業務のうち必要な調査、分
析又は検査を実施すべきことを要請することができる
。
２ センターは、前項の規定による農林水産大臣の要請
があったときは、速やかにその要請された調査、分析
又は検査を実施しなければならない。

第十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、そ
の違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の
過料に処する。
一・二 （略）
三 第十二条の規定による農林水産大臣の命令に違反
したとき。
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○

正

案

（新設）

（同上）

行

（傍線部分は改正部分）

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

現

独立行政法人種苗管理センター法（平成十一年法律第百八十四号）（第百四十五条関係）

改
（センターの目的）
第三条 （略）
（中期目標管理法人）
第三条の二 センターは、通則法第二条第二項に規定す
る中期目標管理法人とする。

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

（同上）

（積立金の処分）
第十二条 （略）
２ 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

（積立金の処分）
第十二条 （略）
２ 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

（事務所）
第四条 （略）

３・４

（主務大臣等）
第十三条 センターに係る通則法における主務大臣、主
務省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水
産省及び農林水産省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十三条 センターに係る通則法における主務大臣及び
主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令
とする。
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○

正

案

（新設）

（同上）

行

（傍線部分は改正部分）

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

現

独立行政法人家畜改良センター法（平成十一年法律第百八十五号）（第百四十六条関係）

改
（センターの目的）
第三条 （略）
（中期目標管理法人）
第三条の二 センターは、通則法第二条第二項に規定す
る中期目標管理法人とする。

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

（同上）

（積立金の処分）
第十二条 （略）
２ 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

（積立金の処分）
第十二条 （略）
２ 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

（事務所）
第四条 （略）

３・４

（主務大臣等）
第十三条 センターに係る通則法における主務大臣、主
務省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水
産省及び農林水産省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十三条 センターに係る通則法における主務大臣及び
主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令
とする。
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○

改

正

案

（新設）

（同上）

行

（傍線部分は改正部分）

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

現

独立行政法人水産大学校法（平成十一年法律第百九十一号）（第百四十七条関係）

（大学校の目的）
第三条 （略）
（中期目標管理法人）
第三条の二 大学校は、通則法第二条第二項に規定する
中期目標管理法人とする。

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

（同上）

（積立金の処分）
第十二条 （略）
２ 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

（積立金の処分）
第十二条 （略）
２ 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

（事務所）
第四条 （略）

３・４

（主務大臣等）
第十三条 大学校に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水産
省及び農林水産省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十三条 大学校に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令と
する。
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○

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法（平成十一年法律第百九十二号）（第百四十八条関係）
（傍線部分は改正部分）

行

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法

現

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機
構法

（目的）
第一条 この法律は、独立行政法人農業・食品産業技術
総合研究機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事
項を定めることを目的とする。

案

（目的）
第一条 この法律は、国立研究開発法人農業・食品産業
技術総合研究機構の名称、目的、業務の範囲等に関す
る事項を定めることを目的とする。

（名称）
第三条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、独立行政法人農業・食品産業
技術総合研究機構とする。

正

（名称）
第三条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、国立研究開発法人農業・食品
産業技術総合研究機構とする。

２

改

（研究機構の目的）
第四条 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究
機構（以下「研究機構」という。）は、農業及び食品
産業に関する技術上の総合的な試験及び研究等を行う
ことにより、農業及び食品産業に関する技術の向上に
寄与するとともに、民間等において行われる生物系特
定産業技術に関する試験及び研究の促進に関する業務
を行うことにより、生物系特定産業技術の高度化に資
するほか、近代的な農業経営に関する学理及び技術の
教授を行うことにより、農業を担う人材の育成を図る
ことを目的とする。
（略）

（研究機構の目的）
第四条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
（以下「研究機構」という。）は、農業及び食品産業
に関する技術上の総合的な試験及び研究等を行うこと
により、農業及び食品産業に関する技術の向上に寄与
するとともに、民間等において行われる生物系特定産
業技術に関する試験及び研究の促進に関する業務を行
うことにより、生物系特定産業技術の高度化に資する
ほか、近代的な農業経営に関する学理及び技術の教授
を行うことにより、農業を担う人材の育成を図ること
を目的とする。
（略）
２
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（新設）

（同上）

（国立研究開発法人）
第四条の二 研究機構は、通則法第二条第三項に規定す
る国立研究開発法人とする。
（事務所）
第五条 （略）

（役員の任期）
第十一条 理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事
及び監事の任期は二年とする。

（利益及び損失の処理の特例等）
第十六条 研究機構は、前条第一号、第二号及び第四号
に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法
第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間（
以下この項において「中期目標の期間」という。）の
最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第
二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定
による積立金があるときは、その額に相当する金額の
うち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の
期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一
項の認可を受けた中期計画（同項後段の規定による変
更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定め
るところにより、当該次の中期目標の期間における第
十四条に規定する業務の財源に充てることができる。

（副理事長及び理事の任期）
第十一条 副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二
年とする。
（利益及び損失の処理の特例等）
第十六条 研究機構は、前条第一号、第二号及び第四号
に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法
第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の
期間（以下この項において「中長期目標の期間」とい
う。）の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一
項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一
項の規定による積立金があるときは、その額に相当す
る金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中
長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法
第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画（同
項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その
変更後のもの）の定めるところにより、当該次の中長
期目標の期間における第十四条に規定する業務の財源
に充てることができる。
（削る）

２ 主務大臣は、前項の規定による承認をしようとする
ときは、あらかじめ、主務省（前条第二号に掲げる業
務に係るものについては、農林水産省、財務省及び第
二条第三号の政令で定める業種に属する事業を所管す
る省）の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなけれ
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（略）

２ 研究機構は、前項に規定する積立金の額に相当する
金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除し
てなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付
しなければならない。
３ （略）
４ 第一項及び第二項の規定は、前条第三号に掲げる業
務に係る勘定について準用する。この場合において、
第一項中「通則法第四十四条第一項」とあるのは、「
第三項の規定により読み替えられた通則法第四十四条
第一項」と読み替えるものとする。

５

ばならない。
３ 研究機構は、第一項に規定する積立金の額に相当す
る金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除
してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納
付しなければならない。
４ （略）
５ 第一項から第三項までの規定は、前条第三号に掲げ
る業務に係る勘定について準用する。この場合におい
て、第一項中「通則法第四十四条第一項」とあるのは
「第四項の規定により読み替えられた通則法第四十四
条第一項」と、第二項中「主務省（前条第二号に掲げ
る業務に係るものについては、農林水産省、財務省及
び第二条第三号の政令で定める業種に属する事業を所
管する省）」とあるのは「農林水産省、財務省及び第
二条第三号の政令で定める業種に属する事業を所管す
る省」と読み替えるものとする。
（略）
６

（協議）
第二十一条 主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協
議しなければならない。
一 （略）
二 第十六条第一項（同条第五項において準用する場
合を含む。）の規定による承認をしようとするとき
。
（略）
２

（協議）
第二十一条 主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協
議しなければならない。
一 （略）
二 第十六条第一項（同条第四項において準用する場
合を含む。）の規定による承認をしようとするとき
。
（略）

２

３

（主務大臣等）
第二十二条 （略）
（削る）
（略）

（主務大臣等）
第二十二条 （略）
２ この法律及び研究機構に係る通則法における主務省
は、農林水産省とする。
（略）
２
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第二十三条

削除

（独立行政法人評価委員会からの意見聴取等）
第二十三条 前条第一項第二号に規定する事項に関する
通則法第二十九条第三項、第三十条第三項、第三十八
条第三項、第四十四条第四項及び第四十五条第四項の
規定の適用については、これらの規定中「評価委員会
」とあるのは、「評価委員会、財務省の独立行政法人
評価委員会及び独立行政法人農業・食品産業技術総合
研究機構法第二条第三号の政令で定める業種に属する
事業を所管する省の独立行政法人評価委員会」とする
。
２ 前条第一項第五号に規定する業務に関する通則法第
二十八条第三項、第二十九条第三項、第三十条第三項
及び第三十五条第二項の規定の適用については、これ
らの規定中「評価委員会」とあるのは、「財務省の独
立行政法人評価委員会」とする。
３ 前条第一項第六号に規定する業務に関する通則法第
二十八条第三項、第二十九条第三項、第三十条第三項
及び第三十五条第二項の規定の適用については、これ
らの規定中「評価委員会」とあるのは、「独立行政法
人農業・食品産業技術総合研究機構法第二条第三号の
政令で定める業種に属する事業を所管する省の独立行
政法人評価委員会」とする。
４ 農林水産省の独立行政法人評価委員会は、次の場合
には、前条第一項第五号に規定する業務に関しては財
務省の独立行政法人評価委員会の意見を、同項第六号
に規定する業務に関しては第二条第三号の政令で定め
る業種に属する事業を所管する省の独立行政法人評価
委員会の意見を聴かなければならない。
一 通則法第三十二条第一項又は第三十四条第一項の
規定による評価を行おうとするとき。
通則法第三十二条第三項後段（通則法第三十四条
二
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第三項において準用する場合を含む。）の規定によ
る勧告をしようとするとき。

- 433 -

○

正

案

現

行

独立行政法人農業生物資源研究所法（平成十一年法律第百九十三号）（第百四十九条関係）
（傍線部分は改正部分）
改

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、国立研究開発法人農業生物資
源研究所とする。

（目的）
第一条 この法律は、国立研究開発法人農業生物資源研
究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定め
ることを目的とする。

（研究所の目的）
第三条 独立行政法人農業生物資源研究所（以下「研究
所」という。）は、生物資源の農業上の開発及び利用
に関する技術上の基礎的な調査及び研究、昆虫その他
せき つい
の無脊椎動物の農業上の利用に関する技術上の試験及
び研究等を行うことにより、生物の農業上の利用に関
する技術の向上に寄与することを目的とする。

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、独立行政法人農業生物資源研
究所とする。

（目的）
第一条 この法律は、独立行政法人農業生物資源研究所
の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めるこ
とを目的とする。

独立行政法人農業生物資源研究所法

（研究所の目的）
第三条 国立研究開発法人農業生物資源研究所（以下「
研究所」という。）は、生物資源の農業上の開発及び
利用に関する技術上の基礎的な調査及び研究、昆虫そ
の他の無脊椎動物の農業上の利用に関する技術上の試
験及び研究等を行うことにより、生物の農業上の利用
に関する技術の向上に寄与することを目的とする。

（新設）

国立研究開発法人農業生物資源研究所法

（国立研究開発法人）
第三条の二 研究所は、通則法第二条第三項に規定する
国立研究開発法人とする。
（事務所）
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（積立金の処分）
第十二条 研究所は、通則法第三十五条の四第二項第一
号に規定する中長期目標の期間（以下この項において
「中長期目標の期間」という。）の最後の事業年度に
係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による
整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があ
るときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣
の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の
中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項
の認可を受けた中長期計画（同項後段の規定による変
更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定め
るところにより、当該次の中長期目標の期間における
前条に規定する業務の財源に充てることができる。
２ 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

第四条

（積立金の処分）
第十二条 研究所は、通則法第二十九条第二項第一号に
規定する中期目標の期間（以下この項において「中期
目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則
法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行
った後、同条第一項の規定による積立金があるときは
、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を
受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の
期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期
計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたとき
は、その変更後のもの）の定めるところにより、当該
次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財
源に充てることができる。
２ 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

（同上）

（略）

３・４

（主務大臣等）
第十三条 研究所に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水産
省及び農林水産省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十三条 研究所に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令と
する。
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○

正

案

現

行

独立行政法人農業環境技術研究所法（平成十一年法律第百九十四号）（第百五十条関係）

改

（傍線部分は改正部分）

（目的）
第一条 この法律は、国立研究開発法人農業環境技術研
究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定め
ることを目的とする。

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、独立行政法人農業環境技術研
究所とする。

（目的）
第一条 この法律は、独立行政法人農業環境技術研究所
の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めるこ
とを目的とする。

独立行政法人農業環境技術研究所法

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、国立研究開発法人農業環境技
術研究所とする。

（研究所の目的）
第三条 独立行政法人農業環境技術研究所（以下「研究
所」という。）は、農業生産の対象となる生物の生育
環境に関する技術上の基礎的な調査及び研究等を行う
ことにより、その生育環境の保全及び改善に関する技
術の向上に寄与することを目的とする。

国立研究開発法人農業環境技術研究所法

（研究所の目的）
第三条 国立研究開発法人農業環境技術研究所（以下「
研究所」という。）は、農業生産の対象となる生物の
生育環境に関する技術上の基礎的な調査及び研究等を
行うことにより、その生育環境の保全及び改善に関す
る技術の向上に寄与することを目的とする。

（新設）

（同上）

（国立研究開発法人）
第三条の二 研究所は、通則法第二条第三項に規定する
国立研究開発法人とする。
（事務所）
第四条 （略）
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３・４

（積立金の処分）
第十二条 研究所は、通則法第三十五条の四第二項第一
号に規定する中長期目標の期間（以下この項において
「中長期目標の期間」という。）の最後の事業年度に
係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による
整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があ
るときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣
の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の
中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項
の認可を受けた中長期計画（同項後段の規定による変
更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定め
るところにより、当該次の中長期目標の期間における
前条に規定する業務の財源に充てることができる。
２ 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

（主務大臣等）
第十四条 研究所に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水産
省及び農林水産省令とする。

（積立金の処分）
第十二条 研究所は、通則法第二十九条第二項第一号に
規定する中期目標の期間（以下この項において「中期
目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則
法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行
った後、同条第一項の規定による積立金があるときは
、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を
受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の
期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期
計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたとき
は、その変更後のもの）の定めるところにより、当該
次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財
源に充てることができる。
２ 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

（略）

（主務大臣等）
第十四条 研究所に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令と
する。
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○

正

案

現

行

独立行政法人国際農林水産業研究センター法（平成十一年法律第百九十七号）（第百五十一条関係）
（傍線部分は改正部分）
改

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、国立研究開発法人国際農林水
産業研究センターとする。

（目的）
第一条 この法律は、国立研究開発法人国際農林水産業
研究センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事
項を定めることを目的とする。

（センターの目的）
第三条 独立行政法人国際農林水産業研究センター（以
下「センター」という。）は、熱帯又は亜熱帯に属す
る地域その他開発途上にある海外の地域における農林
水産業に関する技術上の試験及び研究等を行うことに
より、これらの地域における農林水産業に関する技術
の向上に寄与することを目的とする。

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、独立行政法人国際農林水産業
研究センターとする。

（目的）
第一条 この法律は、独立行政法人国際農林水産業研究
センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を
定めることを目的とする。

独立行政法人国際農林水産業研究センター法

（センターの目的）
第三条 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
（以下「センター」という。）は、熱帯又は亜熱帯に
属する地域その他開発途上にある海外の地域における
農林水産業に関する技術上の試験及び研究等を行うこ
とにより、これらの地域における農林水産業に関する
技術の向上に寄与することを目的とする。

（新設）

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法

（国立研究開発法人）
第三条の二 センターは、通則法第二条第三項に規定す
る国立研究開発法人とする。
（事務所）
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（積立金の処分）
第十二条 センターは、通則法第三十五条の四第二項第
一号に規定する中長期目標の期間（以下この項におい
て「中長期目標の期間」という。）の最後の事業年度
に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定によ
る整理を行った後、同条第一項の規定による積立金が
あるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大
臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次
の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一
項の認可を受けた中長期計画（同項後段の規定による
変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定
めるところにより、当該次の中長期目標の期間におけ
る前条に規定する業務の財源に充てることができる。
２ 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

第四条

（積立金の処分）
第十二条 センターは、通則法第二十九条第二項第一号
に規定する中期目標の期間（以下この項において「中
期目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通
則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を
行った後、同条第一項の規定による積立金があるとき
は、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認
を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標
の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中
期計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたと
きは、その変更後のもの）の定めるところにより、当
該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の
財源に充てることができる。
２ 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

（同上）

（略）

３・４

（主務大臣等）
第十三条 センターに係る通則法における主務大臣、主
務省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水
産省及び農林水産省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十三条 センターに係る通則法における主務大臣及び
主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令
とする。
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○

正

案

現

行

独立行政法人森林総合研究所法（平成十一年法律第百九十八号）（第百五十二条関係）

改

（傍線部分は改正部分）

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、国立研究開発法人森林総合研
究所とする。

（目的）
第一条 この法律は、国立研究開発法人森林総合研究所
の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めるこ
とを目的とする。

２

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、独立行政法人森林総合研究所
とする。

（目的）
第一条 この法律は、独立行政法人森林総合研究所の名
称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを
目的とする。

独立行政法人森林総合研究所法

（研究所の目的）
第三条 国立研究開発法人森林総合研究所（以下「研究
所」という。）は、森林及び林業に関する総合的な試
験及び研究、林木の優良な種苗の生産及び配布等を行
うことにより、森林の保続培養を図るとともに、林業
に関する技術の向上に寄与することを目的とする。
（略）

国立研究開発法人森林総合研究所法

２

（新設）

（研究所の目的）
第三条 独立行政法人森林総合研究所（以下「研究所」
という。）は、森林及び林業に関する総合的な試験及
び研究、林木の優良な種苗の生産及び配布等を行うこ
とにより、森林の保続培養を図るとともに、林業に関
する技術の向上に寄与することを目的とする。
（略）

（国立研究開発法人）
第三条の二 研究所は、通則法第二条第三項に規定する
国立研究開発法人とする。
（事務所）
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（同上）

（略）

第四条

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

２ 農林水産大臣は、前項の承認をしようとするときは
、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会
の意見を聴かなければならない。
３ 研究所は、第一項に規定する積立金の額に相当する
金額から同項の承認を受けた金額を控除してなお残余
があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければ
ならない。
４ 森林保険勘定については、通則法第四十四条第一項
ただし書、第三項及び第四項の規定は、適用しない。
５ 研究所は、森林保険勘定において、中期目標の期間
の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文

（利益及び損失の処理の特例等）
第十四条 研究所は、森林保険勘定以外の勘定において
、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標
の期間（以下この項及び第五項において「中期目標の
期間」という。）の最後の事業年度に係る通則法第四
十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後
、同条第一項の規定による積立金があるときは、その
額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた
金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に
係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画（
同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、そ
の変更後のもの）の定めるところにより、当該次の中
期目標の期間における第十一条第一項に規定する業務
の財源に充てることができる。

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

（利益及び損失の処理の特例等）
第十四条 研究所は、森林保険勘定以外の勘定において
、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長
期目標の期間（以下この項及び第四項において「中長
期目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通
則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を
行った後、同条第一項の規定による積立金があるとき
は、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認
を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期
目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可
を受けた中長期計画（同項後段の規定による変更の認
可を受けたときは、その変更後のもの）の定めるとこ
ろにより、当該次の中長期目標の期間における第十一
条第一項に規定する業務の財源に充てることができる
。
（削る）

２ 研究所は、前項に規定する積立金の額に相当する金
額から同項の承認を受けた金額を控除してなお残余が
あるときは、その残余の額を国庫に納付しなければな
らない。
３ 森林保険勘定については、通則法第四十四条第一項
ただし書及び第三項の規定は、適用しない。
４ 研究所は、森林保険勘定において、中長期目標の期
間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本
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６

又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項
の規定による積立金があるときは、その額に相当する
金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間にお
ける積立金として整理しなければならない。
（略）

５

文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一
項の規定による積立金があるときは、その額に相当す
る金額を当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期
間における積立金として整理しなければならない。
（略）

（長期借入金及び森林総合研究所債券）
第十五条 （略）
２ （略）
（削る）

（長期借入金及び森林総合研究所債券）
第十五条 （略）
２ （略）
３ 農林水産大臣は、前二項の認可をしようとするとき
は、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員
会の意見を聴かなければならない。
４ 第一項又は第二項の規定による債券の債権者は、研
究所の財産について他の債権者に先立って自己の債権
の弁済を受ける権利を有する。
５～８ （略）

（財務大臣との協議）
第二十条 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務
大臣に協議しなければならない。
一 （略）
二 第十五条第一項、第二項若しくは第五項又は第十
七条の認可をしようとするとき。

（償還計画）
第十七条 （略）
（削る）

（主務大臣等）
第二十一条 研究所に係る通則法における主務大臣、主

（財務大臣との協議）
第二十条 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務
大臣に協議しなければならない。
一 （略）
二 第十五条第一項、第二項若しくは第六項又は第十
七条第一項の認可をしようとするとき。

（償還計画）
第十七条 （略）
２ 農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは
、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会
の意見を聴かなければならない。

３ 前二項の規定による債券の債権者は、研究所の財産
について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受
ける権利を有する。
４～７ （略）

（主務大臣等）
第二十一条 研究所に係る通則法における主務大臣及び
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主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令
とする。

務省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水
産省及び農林水産省令とする。
則

（業務の特例）
第六条 （略）
２ （略）
３ 第一項の規定により研究所が行う同項に規定する業
務については、旧機構法第十一条第三項及び第二十八
条の規定は、廃止法の施行後も、なおその効力を有す
る。この場合において、これらの規定中「機構」とあ
るのは「独立行政法人森林総合研究所」と、旧機構法
第十一条第三項中「前二項」とあるのは「独立行政法
人森林総合研究所法附則第六条第一項」とする。

附

（業務の特例）
第六条 （略）
２ （略）
３ 第一項の規定により研究所が行う同項に規定する業
務については、旧機構法第十一条第三項及び第二十八
条の規定は、廃止法の施行後も、なおその効力を有す
る。この場合において、これらの規定中「機構」とあ
るのは「国立研究開発法人森林総合研究所」と、旧機
構法第十一条第三項中「前二項」とあるのは「国立研
究開発法人森林総合研究所法（平成十一年法律第百九
十八号）附則第六条第一項」とする。

第七条 （略）
２ （略）
３ 第一項の規定により研究所が行う同項に規定する業
務については、旧機構法第二十一条から第二十三条ま
での規定は、廃止法の施行後も、なおその効力を有す
る。この場合において、これらの規定中「機構」とあ
るのは、「独立行政法人森林総合研究所」とする。

則

第七条 （略）
２ （略）
３ 第一項の規定により研究所が行う同項に規定する業
務については、旧機構法第二十一条から第二十三条ま
での規定は、廃止法の施行後も、なおその効力を有す
る。この場合において、これらの規定中「機構」とあ
るのは、「国立研究開発法人森林総合研究所」とする
。

第八条 （略）
２ （略）
３ 第一項の規定により研究所が行う同項に規定する業
務については、旧機構法第十一条第三項及び第六項並
びに第二十八条の規定は、廃止法の施行後も、なおそ
の効力を有する。この場合において、これらの規定中

附

第八条 （略）
２ （略）
３ 第一項の規定により研究所が行う同項に規定する業
務については、旧機構法第十一条第三項及び第六項並
びに第二十八条の規定は、廃止法の施行後も、なおそ
の効力を有する。この場合において、これらの規定中
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第九条 （略）
２ （略）
３ 第一項の規定により研究所が行う同項に規定する業
務については、旧機構法第十一条第三項及び第七項、
第十二条並びに第十五条から第二十八条までの規定、
旧機構法第十五条第二項及び第十八条第二項において
準用する旧機構法第十三条第二項の規定並びに旧機構
法第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項
、第十八条第二項及び第十九条第四項において準用す
る旧機構法第十三条第三項の規定は、廃止法の施行後
も、なおその効力を有する。この場合において、これ
らの規定中「機構」とあるのは「国立研究開発法人森
林総合研究所」と、旧機構法第十一条第七項中「前項
第一号」とあるのは「独立行政法人緑資源機構法を廃
止する法律（平成二十年法律第八号）による廃止前の
独立行政法人緑資源機構法第十一条第六項第一号」と
するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
４ 第一項の規定により研究所が旧機構法第十一条第一
項第八号の事業を行う場合には、農地法（昭和二十七
年法律第二百二十九号）第三条第一項第六号中「又は
市民農園整備促進法」とあるのは「若しくは市民農園
整備促進法」と、「交換分合」とあるのは「交換分合
又は国立研究開発法人森林総合研究所法（平成十一年
法律第百九十八号）附則第九条第一項に規定する業務
のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律（平
成二十年法律第八号）による廃止前の独立行政法人緑
資源機構法（平成十四年法律第百三十号）第十一条第
一項第八号の事業の実施」とする。

「機構」とあるのは、「国立研究開発法人森林総合研
究所」とする。

第九条 （略）
２ （略）
３ 第一項の規定により研究所が行う同項に規定する業
務については、旧機構法第十一条第三項及び第七項、
第十二条並びに第十五条から第二十八条までの規定、
旧機構法第十五条第二項及び第十八条第二項において
準用する旧機構法第十三条第二項の規定並びに旧機構
法第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項
、第十八条第二項及び第十九条第四項において準用す
る旧機構法第十三条第三項の規定は、廃止法の施行後
も、なおその効力を有する。この場合において、これ
らの規定中「機構」とあるのは「独立行政法人森林総
合研究所」と、旧機構法第十一条第七項中「前項第一
号」とあるのは「独立行政法人緑資源機構法を廃止す
る法律（平成二十年法律第八号）による廃止前の独立
行政法人緑資源機構法第十一条第六項第一号」とする
ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
４ 第一項の規定により研究所が旧機構法第十一条第一
項第八号の事業を行う場合には、農地法（昭和二十七
年法律第二百二十九号）第三条第一項第六号中「又は
市民農園整備促進法」とあるのは「若しくは市民農園
整備促進法」と、「交換分合」とあるのは「交換分合
又は独立行政法人森林総合研究所法附則第九条第一項
に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃
止する法律（平成二十年法律第八号）による廃止前の
独立行政法人緑資源機構法（平成十四年法律第百三十
号）第十一条第一項第八号の事業の実施」とする。

「機構」とあるのは、「独立行政法人森林総合研究所
」とする。
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（役員に関する特例）
第十三条 （略）
２～５ （略）
６ 研究所が承継業務を行う間、研究所の役員の解任に
関する通則法第二十三条第一項の規定の適用について
は、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究
開発法人森林総合研究所法（平成十一年法律第百九十
八号）附則第十三条第五項」とする。

第十一条 （略）
２ （略）
３ 第一項の規定により研究所が行う同項に規定する業
務については、旧機構法第二十八条並びに旧農用地整
備公団法第二十条から第二十九条まで、第三十条及び
第三十九条の規定は、廃止法の施行後も、なおその効
力を有する。この場合において、旧機構法第二十八条
中「機構」とあり、及び旧農用地整備公団法の規定中
「公団」とあるのは、「国立研究開発法人森林総合研
究所」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定
める。
４ 第一項の規定により研究所が旧農用地整備公団法第
十九条第一項第二号の業務を行う場合には、農地法第
三条第一項第六号中「又は市民農園整備促進法」とあ
るのは「若しくは市民農園整備促進法」と、「交換分
合」とあるのは「交換分合又は国立研究開発法人森林
総合研究所法（平成十一年法律第百九十八号）附則第
十一条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の
一部を改正する法律（平成十一年法律第七十号）附則
第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法（昭和
四十九年法律第四十三号）第十九条第一項第二号の業
務の実施」とする。

（役員に関する特例）
第十三条 （略）
２～５ （略）
６ 研究所が承継業務を行う間、研究所の役員の解任に
関する通則法第二十三条第一項の規定の適用について
は、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政
法人森林総合研究所法附則第十三条第五項」とする。

第十一条 （略）
２ （略）
３ 第一項の規定により研究所が行う同項に規定する業
務については、旧機構法第二十八条並びに旧農用地整
備公団法第二十条から第二十九条まで、第三十条及び
第三十九条の規定は、廃止法の施行後も、なおその効
力を有する。この場合において、旧機構法第二十八条
中「機構」とあり、及び旧農用地整備公団法の規定中
「公団」とあるのは、「独立行政法人森林総合研究所
」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める
。
４ 第一項の規定により研究所が旧農用地整備公団法第
十九条第一項第二号の業務を行う場合には、農地法第
三条第一項第六号中「又は市民農園整備促進法」とあ
るのは「若しくは市民農園整備促進法」と、「交換分
合」とあるのは「交換分合又は独立行政法人森林総合
研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち森
林開発公団法の一部を改正する法律（平成十一年法律
第七十号）附則第八条の規定による廃止前の農用地整
備公団法（昭和四十九年法律第四十三号）第十九条第
一項第二号の業務の実施」とする。
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○

正

案

現

行

独立行政法人水産総合研究センター法（平成十一年法律第百九十九号）（第百五十三条関係）
（傍線部分は改正部分）
改

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、国立研究開発法人水産総合研
究センターとする。

（目的）
第一条 この法律は、国立研究開発法人水産総合研究セ
ンターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定
めることを目的とする。

２

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、独立行政法人水産総合研究セ
ンターとする。

（目的）
第一条 この法律は、独立行政法人水産総合研究センタ
ーの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める
ことを目的とする。

独立行政法人水産総合研究センター法

（センターの目的）
第三条 国立研究開発法人水産総合研究センター（以下
「センター」という。）は、水産に関する技術の向上
に寄与するための総合的な試験及び研究等を行うとと
もに、さけ類及びます類のふ化及び放流を行うことを
目的とする。
（略）

国立研究開発法人水産総合研究センター法

２

（新設）

（センターの目的）
第三条 独立行政法人水産総合研究センター（以下「セ
ンター」という。）は、水産に関する技術の向上に寄
与するための総合的な試験及び研究等を行うとともに
、さけ類及びます類のふ化及び放流を行うことを目的
とする。
（略）

（国立研究開発法人）
第三条の二 センターは、通則法第二条第三項に規定す
る国立研究開発法人とする。
（事務所）
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（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

第四条

（積立金の処分）
第十四条 センターは、通則法第二十九条第二項第一号
に規定する中期目標の期間（以下この項において「中
期目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通
則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を
行った後、同条第一項の規定による積立金があるとき
は、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認
を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標
の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中
期計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたと
きは、その変更後のもの）の定めるところにより、当
該次の中期目標の期間における第十一条第一項及び第
二項に規定する業務の財源に充てることができる。

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

（同上）

（略）

（積立金の処分）
第十四条 センターは、通則法第三十五条の四第二項第
一号に規定する中長期目標の期間（以下この項におい
て「中長期目標の期間」という。）の最後の事業年度
に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定によ
る整理を行った後、同条第一項の規定による積立金が
あるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大
臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次
の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一
項の認可を受けた中長期計画（同項後段の規定による
変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定
めるところにより、当該次の中長期目標の期間におけ
る第十一条第一項及び第二項に規定する業務の財源に
充てることができる。
農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

２ 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

２

３・４

（主務大臣等）
第十六条 センターに係る通則法における主務大臣、主
務省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水
産省及び農林水産省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十六条 センターに係る通則法における主務大臣及び
主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令
とする。
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○

改

正

案

（同上）

行

（傍線部分は改正部分）

（同上）

現

独立行政法人農畜産業振興機構法（平成十四年法律第百二十六号）（第百五十四条関係）

（機構の目的）
第三条 （略）

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及
び監事の任期は二年とする。

（新設）

（副理事長及び理事の任期）
第八条 副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年
とする。

（中期目標管理法人）
第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

（積立金の処分）
第十三条 （略）
（削る）

（積立金の処分）
第十三条 （略）
２ 農林水産大臣は、前項の承認をしようとするときは
、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会
の意見を聴かなければならない。
３ 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金
額から同項の承認を受けた金額を控除してなお残余が
あるときは、その残余の額を国庫に納付しなければな
らない。
４ 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。

２ 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額
から同項の承認を受けた金額を控除してなお残余があ
るときは、その残余の額を国庫に納付しなければなら
ない。
３ 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。
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（長期借入金）
第十四条 （略）
（削る）

（債務保証）
第十五条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限
に関する法律（昭和二十一年法律第二十四号）第三条
の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内
において、機構が第十二条第一号の業務に係る勘定の
負担においてする前条第一項の長期借入金又は通則法
第四十五条第一項の短期借入金に係る債務（国際復興
開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関す
る法律（昭和二十八年法律第五十一号）第二条第一項
の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債
務を除く。）について保証することができる。

（長期借入金）
第十四条 （略）
２ 農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは
、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会
の意見を聴かなければならない。

（償還計画）
第十六条 （略）
（削る）

（償還計画）
第十六条 （略）
２ 農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは
、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会
の意見を聴かなければならない。

（債務保証）
第十五条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限
に関する法律（昭和二十一年法律第二十四号）第三条
の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内
において、機構が第十二条第一号の業務に係る勘定の
負担においてする前条の長期借入金又は通則法第四十
五条第一項の短期借入金に係る債務（国際復興開発銀
行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律
（昭和二十八年法律第五十一号）第二条第一項の規定
に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除
く。）について保証することができる。

（財務大臣との協議）
第十八条 農林水産大臣は、次の場合には、財務大臣に
協議しなければならない。
一・二 （略）
三 第十四条又は第十六条の認可をしようとするとき

（主務大臣等）

（財務大臣との協議）
第十八条 農林水産大臣は、次の場合には、財務大臣に
協議しなければならない。
一・二 （略）
三 第十四条第一項又は第十六条第一項の認可をしよ
うとするとき。
。

（主務大臣等）
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第十九条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務
省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とす
る。

第十九条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省
及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水産省
及び農林水産省令とする。
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○

改

正

案

（新設）

（同上）

行

（傍線部分は改正部分）

（役員の任期）
第七条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

現

独立行政法人農業者年金基金法（平成十四年法律第百二十七号）（第百五十五条関係）

（基金の目的）
第三条 （略）
（中期目標管理法人）
第三条の二 基金は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

（理事の任期）
第七条 理事の任期は、二年とする。

（審査会）
第四十九条 （略）
２～４ （略）
５ 通則法第二十一条第一項ただし書及び第二項の規定
並びに第八条の規定は、委員について準用する。

（同上）

（審査会）
第四十九条 （略）
２～４ （略）
５ 通則法第二十一条第三項ただし書及び第四項の規定
並びに第八条の規定は、委員について準用する。

（事務所）
第四条 （略）

（積立金の処分）
第六十三条 （略）
２ 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

（略）

（積立金の処分）
第六十三条 （略）
２ 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）
３・４
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削除

則

（主務大臣等）
第六十六条 基金に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令と
する。
附

第二十条

則

（主務大臣等）
第六十六条 基金に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水産
省及び農林水産省令とする。
附

（独立行政法人評価委員会からの意見聴取等）
第二十条 前条第一項第三号に規定する業務に関する通
則法第二十八条第三項、第二十九条第三項、第三十条
第三項及び第三十五条第二項の規定の適用については
、これらの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価
委員会及び厚生労働省の独立行政法人評価委員会」と
する。
２ 農林水産省の独立行政法人評価委員会は、次の場合
には、前条第一項第三号に規定する業務に関し、厚生
労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなけれ
ばならない。
一 通則法第三十二条第一項又は第三十四条第一項の
規定による評価を行おうとするとき。
二 通則法第三十二条第三項後段（通則法第三十四条
第三項において準用する場合を含む。）の規定によ
る勧告をしようとするとき。
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○

正

案

（同上）

行

（傍線部分は改正部分）

（同上）

現

独立行政法人農林漁業信用基金法（平成十四年法律第百二十八号）（第百五十六条関係）

改
（信用基金の目的）
第三条 （略）

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第十条 理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及
び監事の任期は二年とする。

（新設）

（副理事長及び理事の任期）
第十条 副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年
とする。

（中期目標管理法人）
第三条の二 信用基金は、通則法第二条第二項に規定す
る中期目標管理法人とする。

（積立金の処分）
第十六条 （略）
（削る）

（積立金の処分）
第十六条 （略）
２ 主務大臣は、前項の承認をしようとするときは、あ
らかじめ、主務省の独立行政法人評価委員会の意見を
聴かなければならない。
３ 信用基金は、第一項に規定する積立金の額に相当す
る金額から同項の承認を受けた金額を控除してなお残
余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなけれ
ばならない。
４ 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。

２ 信用基金は、前項に規定する積立金の額に相当する
金額から同項の承認を受けた金額を控除してなお残余
があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければ
ならない。
３ 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。
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（償還計画）
第十九条 （略）
（削る）

（長期借入金）
第十七条 （略）
（削る）

（償還計画）
第十九条 （略）
２ 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あ
らかじめ、主務省の独立行政法人評価委員会の意見を
聴かなければならない。

（長期借入金）
第十七条 （略）
２ 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あ
らかじめ、主務省の独立行政法人評価委員会の意見を
聴かなければならない。

４

（主務大臣等）
第二十四条 （略）
２ （略）
（削る）

（略）

（主務大臣等）
第二十四条 （略）
２ （略）
３ この法律及び信用基金に係る通則法における主務省
は、農林水産省及び財務省（農業災害補償関係業務及
び漁業災害補償関係業務に関する事項並びにこれらの
業務に係る財務及び会計に関する事項については、農
林水産省）とする。
（略）

３
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則

改

正

後
則

現

行

（傍線部分は改正部分）

（国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置）
第五条 施行日前に施行日前の研究機構等を退職した者
の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を
改正する法律（平成二十年法律第九十五号）附則第二
条の規定によりなお従前の例によることとされる場合
における同法第一条の規定による改正前の国家公務員
退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の適
用については、独立行政法人農業・生物系特定産業技
術研究機構、独立行政法人農業者大学校、独立行政法
人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所を
退職した者にあっては独立行政法人農業・食品産業技
術総合研究機構の、独立行政法人水産総合研究センタ
ー及び独立行政法人さけ・ます資源管理センターを退
職した者にあっては独立行政法人水産総合研究センタ
ーの、独立行政法人種苗管理センターを退職した者に
あっては独立行政法人種苗管理センターの、独立行政
法人家畜改良センターを退職した者にあっては独立行
政法人家畜改良センターの、独立行政法人水産大学校
を退職した者にあっては独立行政法人水産大学校の、
独立行政法人農業生物資源研究所を退職した者にあっ
ては独立行政法人農業生物資源研究所の、独立行政法
人農業環境技術研究所を退職した者にあっては独立行
政法人農業環境技術研究所の、独立行政法人国際農林
水産業研究センターを退職した者にあっては独立行政

附

○ 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律（平成十八年法律第二十六号）
（第百五十七条関係）

附
（国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置）
第五条 施行日前に施行日前の研究機構等を退職した者
の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を
改正する法律（平成二十年法律第九十五号）附則第二
条の規定によりなお従前の例によることとされる場合
における同法第一条の規定による改正前の国家公務員
退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の適
用については、独立行政法人農業・生物系特定産業技
術研究機構、独立行政法人農業者大学校、独立行政法
人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所を
退職した者にあっては国立研究開発法人農業・食品産
業技術総合研究機構の、独立行政法人水産総合研究セ
ンター及び独立行政法人さけ・ます資源管理センター
を退職した者にあっては国立研究開発法人水産総合研
究センターの、独立行政法人種苗管理センターを退職
した者にあっては独立行政法人種苗管理センターの、
独立行政法人家畜改良センターを退職した者にあって
は独立行政法人家畜改良センターの、独立行政法人水
産大学校を退職した者にあっては独立行政法人水産大
学校の、独立行政法人農業生物資源研究所を退職した
者にあっては国立研究開発法人農業生物資源研究所の
、独立行政法人農業環境技術研究所を退職した者にあ
っては国立研究開発法人農業環境技術研究所の、独立
行政法人国際農林水産業研究センターを退職した者に
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あっては国立研究開発法人国際農林水産業研究センタ
ーの、独立行政法人森林総合研究所及び独立行政法人
林木育種センターを退職した者にあっては国立研究開
発法人森林総合研究所の理事長は、同法第十二条の二
第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。

法人国際農林水産業研究センターの、独立行政法人森
林総合研究所及び独立行政法人林木育種センターを退
職した者にあっては独立行政法人森林総合研究所の理
事長は、同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁
の長等とみなす。

３ 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構は、
前二項に規定する業務に附帯する業務を行うことがで

２ 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構は、
新研究機構法第十四条及び前項に規定する業務のほか
、旧研究機構法第十三条第一項第四号の規定により貸
し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの
間、当該債権の管理及び回収の業務を行う。

（独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の業
務の特例等）
第十三条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機
構は、新研究機構法第十四条に規定する業務のほか、
政令で指定する日までの間、旧研究機構法第十三条第
一項第四号の規定によりされた出資に係る株式の処分
の業務を行う。

（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
（独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の役
の役員に関する特例）
員に関する特例）
第十二条 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研 第十二条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機
究機構に、役員として、国立研究開発法人農業・食品
構に、役員として、新研究機構法第九条第二項に定め
産業技術総合研究機構法（平成十一年法律第百九十二
るもののほか、当分の間、理事二人を置くことができ
号）第九条第二項に定めるもののほか、当分の間、理
る。この場合において、その理事の任期は、新研究機
事二人を置くことができる。この場合において、その
構法第十一条の規定にかかわらず、一年とすることが
理事の任期は、同法第十一条の規定にかかわらず、一
できる。
年とすることができる。
（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
の業務の特例等）
第十三条 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研
究機構は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合
研究機構法第十四条に規定する業務のほか、政令で指
定する日までの間、旧研究機構法第十三条第一項第四
号の規定によりされた出資に係る株式の処分の業務を
行う。
２ 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機
構法第十四条及び前項に規定する業務のほか、旧研究
機構法第十三条第一項第四号の規定により貸し付けら
れた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該
債権の管理及び回収の業務を行う。
３ 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
は、前二項に規定する業務に附帯する業務を行うこと
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ができる。
４ 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
は、前三項に規定する業務 以下「特例業務」という。
に係る経理については、その他の経理と区分し、特別
の勘定 以下「特例業務勘定」という。 を設けて整理
しなければならない。
５ （略）
６ 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
法第十六条第一項から第三項までの規定は、特例業務
勘定について準用する。この場合において、同条第一
項中「通則法第四十四条第一項」とあるのは「独立行
政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法
律の整備に関する法律（平成十八年法律第二十六号。
以下この項において「整備法」という。）附則第十三
条第六項において準用する第三項の規定により読み替
えられた通則法第四十四条第一項」と、「第十四条」
とあるのは「整備法附則第十三条第一項から第三項ま
で」と読み替えるものとする。
)

(

(

)

きる。
４ 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構は、
前三項に規定する業務 以下「特例業務」という。 に
係る経理については、その他の経理と区分し、特別の
勘定 以下「特例業務勘定」という。 を設けて整理し
なければならない。
５ （略）
６ 新研究機構法第十六条第一項から第四項までの規定
は、特例業務勘定について準用する。この場合におい
て、同条第一項中「通則法第四十四条第一項」とある
のは「独立行政法人に係る改革を推進するための農林
水産省関係法律の整備に関する法律（平成十八年法律
第二十六号。以下この項において「整備法」という。
）附則第十三条第六項において準用する第四項の規定
により読み替えられた通則法第四十四条第一項」と、
「第十四条」とあるのは「整備法附則第十三条第一項
から第三項まで」と、同条第二項中「主務省（前条第
二号に掲げる業務に係るものについては、農林水産省
、財務省及び第二条第三号の政令で定める業種に属す
る事業を所管する省）」とあるのは「農林水産省、財
務省及び第二条第三号の政令で定める業種に属する事
業を所管する省」と読み替えるものとする。
７ 第一項から第三項までの規定により独立行政法人農
業・食品産業技術総合研究機構が特例業務を行う場合
には、新研究機構法第十六条第六項中「前各項」とあ
るのは「独立行政法人に係る改革を推進するための農
林水産省関係法律の整備に関する法律（平成十八年法
律第二十六号。以下「整備法」という。）附則第十三
条第六項の規定により読み替えて準用する第一項から
第四項まで」と、新研究機構法第二十一条第一項第二
号中「同条第五項」とあるのは「同条第五項及び整備
法附則第十三条第六項」と、新研究機構法第二十二条
(

(

)

)

７ 第一項から第三項までの規定により国立研究開発法
人農業・食品産業技術総合研究機構が特例業務を行う
場合には、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合
研究機構法第十六条第五項中「前各項」とあるのは「
独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省
関係法律の整備に関する法律（平成十八年法律第二十
六号。以下「整備法」という。）附則第十三条第六項
の規定により読み替えて準用する第一項から第三項ま
で」と、同法第二十一条第一項第二号中「同条第四項
」とあるのは「同条第四項及び整備法附則第十三条第
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第十四条 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研
究機構は、特例業務を終えたときは、特例業務勘定を
廃止するものとし、その廃止の際特例業務勘定につい
てその債務を弁済してなお残余財産があるときは、そ
の財産は、国庫に帰属する。
２ 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
は、前項の規定により特例業務勘定を廃止したときは
、その廃止の際特例業務勘定に属する資本金の額によ
り資本金を減少するものとする。

六項」と、同法第二十二条第一項第二号及び第四号か
ら第六号までの規定中「又は第三号に掲げる業務」と
あるのは「若しくは第三号に掲げる業務又は整備法附
則第十三条第四項に規定する特例業務」と、同法第二
十五条第一号中「この法律」とあるのは「この法律及
び整備法附則第十三条第六項の規定により読み替えて
準用する第十六条第一項」と、同条第二号中「第十四
条」とあるのは「第十四条及び整備法附則第十三条第
一項から第三項まで」とする。

第十四条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機
構は、特例業務を終えたときは、特例業務勘定を廃止
するものとし、その廃止の際特例業務勘定についてそ
の債務を弁済してなお残余財産があるときは、その財
産は、国庫に帰属する。
２ 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構は、
前項の規定により特例業務勘定を廃止したときは、そ
の廃止の際特例業務勘定に属する資本金の額により資
本金を減少するものとする。

第一項第二号及び第四号から第六号までの規定中「又
は第三号に掲げる業務」とあるのは「若しくは第三号
に掲げる業務又は整備法附則第十三条第四項に規定す
る特例業務」と、新研究機構法第二十五条第一号中「
この法律」とあるのは「この法律及び整備法附則第十
三条第六項の規定により読み替えて準用する第十六条
第一項」と、同条第二号中「第十四条」とあるのは「
第十四条及び整備法附則第十三条第一項から第三項ま
で」とする。
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○

則

改

正

案
則

現

行

（機構の発行した緑資源債券等に関する経過措置）
第七条 旧機構法第三十一条第一項の規定により機構が
発行した緑資源債券及び旧機構法附則第十条の規定に
よる廃止前の緑資源公団法（昭和三十一年法律第八十
五号）第三十三条第一項の規定により緑資源公団が発
行した緑資源債券は、独立行政法人森林総合研究所法
（平成十一年法律第百九十八号）第十五条第二項、第
四項及び第五項の規定の適用については、同条第一項
の規定による森林総合研究所債券とみなす。

附

独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律（平成二十年法律第八号）（第百五十八条関係）
（傍線部分は改正部分）

附
（機構の発行した緑資源債券等に関する経過措置）
第七条 旧機構法第三十一条第一項の規定により機構が
発行した緑資源債券及び旧機構法附則第十条の規定に
よる廃止前の緑資源公団法（昭和三十一年法律第八十
五号）第三十三条第一項の規定により緑資源公団が発
行した緑資源債券は、国立研究開発法人森林総合研究
所法（平成十一年法律第百九十八号）第十五条第二項
から第四項までの規定の適用については、同条第一項
の規定による森林総合研究所債券とみなす。
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改

正

後
附

則

現

行

（傍線部分は改正部分）

○ 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法
律（平成二十四年法律第四十二号）（第百五十九条関係）

則

３ 旧特労法第七条第一項ただし書の規定により組合の
業務に専ら従事した期間は、附則第五十一条の規定に
よる改正後の国家公務員の留学費用の償還に関する法
律（平成十八年法律第七十号）第三条第三項の規定の
適用については、同項第三号に掲げる期間とみなす。

附
（労働組合のための職員の行為の制限に関する経過措
置）
第七条 （略）
２ 旧特労法第七条第一項ただし書に規定する事由によ
り国有林野事業職員が現実に職務をとることを要しな
かった期間は、国家公務員退職手当法（昭和二十八年
法律第百八十二号）第七条第四項の規定の適用につい
ては、行政執行法人の労働関係に関する法律（昭和二
十三年法律第二百五十七号）第七条第一項ただし書に
規定する事由により現実に職務をとることを要しなか
った期間とみなす。
３ 旧特労法第七条第一項ただし書の規定により組合の
業務に専ら従事した期間は、国家公務員の留学費用の
償還に関する法律（平成十八年法律第七十号）第三条
第三項の規定の適用については、同項第三号に掲げる
期間とみなす。

（不当労働行為の申立て等に関する経過措置）
第八条 （略）
２・３ （略）
４ この法律の施行の際現に中央労働委員会の委員であ
る者であって、国有林野事業を行う国の経営する企業
又は組合の推薦に基づき任命されたものは、この法律
の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の

（労働組合のための職員の行為の制限に関する経過措
置）
第七条 （略）
２ 旧特労法第七条第一項ただし書に規定する事由によ
り国有林野事業職員が現実に職務をとることを要しな
かった期間は、附則第二十九条の規定による改正後の
国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二
号）第七条第四項の規定の適用については、新特労法
第七条第一項ただし書に規定する事由により現実に職
務をとることを要しなかった期間とみなす。

（不当労働行為の申立て等に関する経過措置）
第八条 （略）
２・３ （略）
４ この法律の施行の際現に中央労働委員会の委員であ
る者であって、国有林野事業を行う国の経営する企業
又は組合の推薦に基づき任命されたものは、この法律
の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の
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（一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う
経過措置）
第二十五条 施行日の前日において旧給与特例法適用職
員であった者であって引き続き施行日に前条の規定に
よる改正後の一般職の職員の給与に関する法律に規定
する俸給表の適用を受ける職員となったもの並びにこ
の法律の施行の際現に旧給与特例法適用職員であった
者として同条の規定による改正前の一般職の職員の給
与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第
三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十
四条第二項の規定の適用を受けている職員に対する一
般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、
第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二
第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、
これらの者は、同法第十一条の七第三項に規定する行
政執行法人職員等であった者とみなす。

任命が行われる日の前日までは、行政執行法人の労働
関係に関する法律第二十五条の規定の適用については
、労働組合法第十九条の三第二項に規定する行政執行
法人又は同項に規定する行政執行法人職員が結成し、
若しくは加入する労働組合の推薦に基づき任命された
委員とみなす。

（一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う
経過措置）
第二十五条 施行日の前日において旧給与特例法適用職
員であった者であって引き続き施行日に前条の規定に
よる改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下
この条において「新給与法」という。）に規定する俸
給表の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律
の施行の際現に旧給与特例法適用職員であった者とし
て前条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関
する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、
第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第
二項の規定の適用を受けている職員に対する新給与法
第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条
第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規
定の適用については、これらの者は、新給与法第十一
条の七第三項に規定する特定独立行政法人職員等であ
った者とみなす。

任命が行われる日の前日までは、新特労法第二十五条
の規定の適用については、労働組合法第十九条の三第
二項に規定する特定独立行政法人又は同項に規定する
特定独立行政法人職員が結成し、若しくは加入する労
働組合の推薦に基づき任命された委員とみなす。
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○

正

案

森林国営保険法等の一部を改正する法律（平成二十六年法律第

改
則

行

号）（第百六十条関係）
（傍線部分は改正部分）
現

（旧森林保険契約に関する経過措置）
第二条 この法律の施行の日（以下「施行日」という。
）前に申込みがされた森林保険の保険契約（次項にお
いて「旧森林保険契約」という。）については、第一
条の規定による改正前の森林国営保険法（以下「旧森
林国営保険法」という。）第二十二条、第二十三条ノ
二及び第二十四条に係る部分を除き、なお従前の例に
よる。この場合において、なお従前の例によることと
される旧森林国営保険法の規定中「政府」とあるのは
、「独立行政法人森林総合研究所」とする。
２・３ （略）

附

（旧森林保険契約に関する経過措置）
第二条 この法律の施行の日（以下「施行日」という。
）前に申込みがされた森林保険の保険契約（次項にお
いて「旧森林保険契約」という。）については、第一
条の規定による改正前の森林国営保険法（以下「旧森
林国営保険法」という。）第二十二条、第二十三条ノ
二及び第二十四条に係る部分を除き、なお従前の例に
よる。この場合において、なお従前の例によることと
される旧森林国営保険法の規定中「政府」とあるのは
、「国立研究開発法人森林総合研究所」とする。
２・３ （略）

（余裕金の運用に関する経過措置）
第九条 研究所は、前条第一項の規定により国が有する
権利及び義務を承継したときは、その承継の際現に財
政融資資金預託金として預託しているものについては
、独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第
四十七条の規定にかかわらず、当該財政融資資金預託
金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続
き業務上の余裕金として財政融資資金に預託すること
ができる。

則

（余裕金の運用に関する経過措置）
第九条 国立研究開発法人森林総合研究所は、前条第一
項の規定により研究所が承継した国が有していた権利
及び義務であってその承継の際財政融資資金預託金と
して預託していたものについては、独立行政法人通則
法（平成十一年法律第百三号）第四十七条の規定にか
かわらず、当該財政融資資金預託金の契約上の預託期
間が満了するまでの間は、引き続き業務上の余裕金と
して財政融資資金に預託することができる。

（研究所の業務等に関する経過措置）
第十条 第二条の規定による改正後の独立行政法人森林
総合研究所法（以下この条において「新研究所法」と

附

（研究所の業務等に関する経過措置）
第十条 国立研究開発法人森林総合研究所法（平成十一
年法律第百九十八号）の規定の適用については、当分
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の間、同法第三条第二項中「森林保険を」とあるのは
、「森林保険（森林国営保険法等の一部を改正する法
律（平成二十六年法律第
号）附則第二条第一項
の規定によりなお従前の例によることとされる場合に
おけるものを含む。）を」とする。

いう。）の規定の適用については、当分の間、新研究
所法第三条第二項中「森林保険を」とあるのは、「森
林保険（森林国営保険法等の一部を改正する法律（平
成二十六年法律第
号）附則第二条第一項の規定
によりなお従前の例によることとされる場合における
ものを含む。）を」とする。
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○

貿易保険法（昭和二十五年法律第六十七号）（第百六十一条関係）

行

（傍線部分は改正部分）

（日本貿易保険の目的）
第五条 （略）

現

（日本貿易保険の目的）
第五条 （略）

（新設）

案

（中期目標管理法人）
第五条の二 日本貿易保険は、通則法第二条第二項に規
定する中期目標管理法人とする。

（事務所）
第六条 （略）

正

（事務所）
第六条 （略）

（役員の任期）
第十条 役員の任期は、二年とする。

改

（理事の任期）
第十条 理事の任期は、二年とする。

（利益及び損失の処理の特例等）
第十六条 （略）
２ 日本貿易保険の通則法第三十条第一項に規定する中
期計画に関する同条第二項の規定の適用については、
「六 剰余金の使途
七 その他主務省令で定める業務運営に関す

（長期借入金及び貿易保険債券）

同項中

（利益及び損失の処理の特例等）
第十六条 （略）
２ 日本貿易保険の通則法第三十条第一項に規定する中
期計画に関する同条第二項の規定の適用については、
「七 剰余金の使途
八 その他主務省令で定める業務運営に関す

とあるのは、「六 その他主務省令で定める
る事項」
業務運営に関する事項」とする。
３ 日本貿易保険については、通則法第四十四条第一項
ただし書、第三項及び第四項の規定は、適用しない。
４・５ （略）

同項中

とあるのは、「七 その他主務省令で定める
る事項」
業務運営に関する事項」とする。
３ 日本貿易保険については、通則法第四十四条第一項
ただし書及び第三項の規定は、適用しない。
４・５ （略）
（長期借入金及び貿易保険債券）
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第十七条
（削る）

（略）

４
５
６
７

第十七条 （略）
２ 経済産業大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
３ 第一項の規定による貿易保険債券の債権者は、日本
貿易保険の財産について他の債権者に先立つて自己の
債権の弁済を受ける権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

３
４
５
６

２ 前項の規定による貿易保険債券の債権者は、日本貿
易保険の財産について他の債権者に先立つて自己の債
権の弁済を受ける権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

（償還計画）
第十八条 （略）
（削る）

（主務大臣等）
第二十一条 日本貿易保険に係る通則法における主務大
臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、
経済産業省及び経済産業省令とする。

二

（財務大臣との協議）
第二十条 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に
協議しなければならない。
一 第十五条第一項、第十七条第一項若しくは第五項
又は第十八条第一項の認可をしようとするとき。
（略）

（償還計画）
第十八条 （略）
２ 経済産業大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。

（財務大臣との協議）
第二十条 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に
協議しなければならない。
一 第十五条第一項、第十七条第一項若しくは第四項
又は第十八条の認可をしようとするとき。
（略）
二

（主務大臣等）
第二十一条 日本貿易保険に係る通則法における主務大
臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産
業省令とする。
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○

正

案

電気用品安全法（昭和三十六年法律第二百三十四号）（第百六十二条関係）

改

現

行

（傍線部分は改正部分）

（経済産業大臣による適合性検査業務実施等）
（経済産業大臣による適合性検査業務実施等）
第四十二条の二 （略）
第四十二条の二 （略）
２ 経済産業大臣は、前項の場合において必要があると ２ 経済産業大臣は、前項の場合において必要があると
認めるときは、国立研究開発法人産業技術総合研究所
認めるときは、独立行政法人産業技術総合研究所（以
（以下「研究所」という。）又は機構に、当該適合性
下「研究所」という。）又は機構に、当該適合性検査
検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。
の業務の全部又は一部を行わせることができる。
（略）
３ （略）
３
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○

正

案

計量法（平成四年法律第五十一号）（第百六十二条関係）

改

現

行

（傍線部分は改正部分）

（登録）
（登録）
第百二十二条 （略）
第百二十二条 （略）
２ 次の各号の一に該当する者は、経済産業省令で定め ２ 次の各号の一に該当する者は、経済産業省令で定め
る計量士の区分（以下単に「計量士の区分」という。
る計量士の区分（以下単に「計量士の区分」という。
）ごとに、氏名、生年月日その他経済産業省令で定め
）ごとに、氏名、生年月日その他経済産業省令で定め
る事項について、前項の規定による登録を受けて、計
る事項について、前項の規定による登録を受けて、計
量士となることができる。
量士となることができる。
一 （略）
一 （略）
二 国立研究開発法人産業技術総合研究所（以下「研
二 独立行政法人産業技術総合研究所（以下「研究所
究所」という。）が行う第百六十六条第一項の教習
」という。）が行う第百六十六条第一項の教習の課
の課程を修了し、かつ、計量士の区分に応じて経済
程を修了し、かつ、計量士の区分に応じて経済産業
産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合す
省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者
る者であって、計量行政審議会が前号に掲げる者と
であって、計量行政審議会が前号に掲げる者と同等
同等以上の学識経験を有すると認めた者
以上の学識経験を有すると認めた者
（略）
３ （略）
３
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○

情報処理の促進に関する法律（昭和四十五年法律第九十号）（第百六十三条関係）

（機構の目的）
第十条 （略）

（傍線部分は改正部分）

（機構の目的）
第十条 （略）

（新設）

行

（中期目標管理法人）
第十条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

（事務所）
第十一条 （略）

現

（事務所）
第十一条 （略）

（役員の任期）
第十七条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任
期は二年とする。

案

（理事の任期）
第十七条 理事の任期は、二年とする。

正

（利益及び損失の処理の特例等）
第二十二条 （略）
２ 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

（利益及び損失の処理の特例等）
第二十二条 （略）
２ 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３～６ （略）

改

３～６

（主務大臣等）
第二十六条 機構に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業
省及び経済産業省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第二十六条 機構に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令と
する。
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○

正

案

現

行

非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律（昭和五十五年法律第七十一号）（第百六十四条関係）
（傍線部分は改正部分）
改

（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発
（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
機構の業務）
の業務）
第十一条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総 第十一条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開
合開発機構は、非化石エネルギーの開発及び導入を促
発機構は、非化石エネルギーの開発及び導入を促進す
進するため、次の業務を行う。
るため、次の業務を行う。
一～四 （略）
一～四 （略）
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○

正

案

現

行

新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法（平成九年法律第三十七号）（第百六十四条関係）
（傍線部分は改正部分）
改

（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発
（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
機構の業務）
の業務）
第十条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合 第十条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発
開発機構は、新エネルギー利用等を促進するため、次
機構は、新エネルギー利用等を促進するため、次の業
の業務を行う。
務を行う。
一・二 （略）
一・二 （略）
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○

正

案

基盤技術研究円滑化法（昭和六十年法律第六十五号）（第百六十五条関係）

改

現

行

（傍線部分は改正部分）

（国立研究開発法人情報通信研究機構による通信・放
（独立行政法人情報通信研究機構による通信・放送基
送基盤技術に関する試験研究の促進）
盤技術に関する試験研究の促進）
第七条 国立研究開発法人情報通信研究機構（第十二条 第七条 独立行政法人情報通信研究機構（第十二条にお
において「研究機構」という。）は、民間において行
いて「研究機構」という。）は、民間において行われ
われる基盤技術（電気通信業及び放送業（有線放送業
る基盤技術（電気通信業及び放送業（有線放送業を含
を含む。）の技術その他電気通信に係る電波の利用の
む。）の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術
技術のうち総務省の所掌に係るものに限る。以下この
のうち総務省の所掌に係るものに限る。以下この条に
条において「通信・放送基盤技術」という。）に関す
おいて「通信・放送基盤技術」という。）に関する試
る試験研究を促進するため、次の業務を行う。
験研究を促進するため、次の業務を行う。
一～五 （略）
一～五 （略）

（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発
（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
機構の業務）
の業務）
第十一条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総 第十一条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開
合開発機構（以下「開発機構」という。）は、民間に
発機構（以下「開発機構」という。）は、民間におい
おいて行われる基盤技術（鉱業及び工業の技術のうち
て行われる基盤技術（鉱業及び工業の技術のうち経済
経済産業省の所掌に係るものに限る。以下この条にお
産業省の所掌に係るものに限る。以下この条において
いて「鉱工業基盤技術」という。）に関する試験研究
「鉱工業基盤技術」という。）に関する試験研究を促
を促進するため、次の業務を行う。
進するため、次の業務を行う。
一～五 （略）
一～五 （略）
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○

正

案

現

行

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平成十一年法律第十八号）（第百六十六条関係）
（傍線部分は改正部分）
改

（独立行政法人情報処理推進機構の行う情報関連人材
（独立行政法人情報処理推進機構の行う情報関連人材
育成推進業務）
育成推進業務）
第三十二条 （略）
第三十二条 （略）
２ （略）
２ （略）
３ 第一項の規定により情報処理推進機構が業務を行う ３ 第一項の規定により情報処理推進機構が業務を行う
場合には、情報処理促進法第二十六条の規定にかかわ
場合には、情報処理促進法第二十六条の規定にかかわ
らず、独立行政法人通則法第十二条の二第一項第二号
らず、独立行政法人通則法第十九条第五項、第二十八
、第三号及び第六号、第十九条第六項及び第九項、第
条第一項、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第
十九条の二、第二十五条の二（第一項を除く。）、第
四項、第三十一条第一項、第三十三条、第三十五条第
二十八条第一項、第二十八条の二第一項及び第三項、
一項、第三十八条第一項、第二項及び第四項、第四十
第二十九条第一項及び第三項、第三十条第一項及び第
五条第一項ただし書及び第二項ただし書、第六十四条
三項、第三十一条第一項、第三十二条（第三項を除く
第一項、第六十五条第一項及び第二項、第六十七条（
。）、第三十五条（第五項を除く。）、第三十五条の
同条第一号の場合及び同条第二号の場合（同法第三十
三、第三十八条第一項から第三項まで、第四十五条第
条第一項又は第四十五条第一項ただし書若しくは第二
一項ただし書及び第二項ただし書、第四十六条の二（
項ただし書の規定による認可をしようとするときに限
第五項を除く。）、第六十四条第一項、第六十七条（
る。）に係るものに限る。）並びに第七十一条第一号
同条第一号の場合及び同条第四号の場合（同法第三十
、第二号及び第五号の主務大臣は経済産業大臣（中小
条第一項又は第四十五条第一項ただし書若しくは第二
企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三十二条
項ただし書の規定による認可をしようとするときに限
第一項に規定する業務（以下この項において「情報関
る。）に係るものに限る。）並びに第七十一条第一項
連人材育成推進業務」という。）に係るものについて
第一号、第二号及び第六号の主務大臣は経済産業大臣
は、経済産業大臣及び厚生労働大臣）とし、独立行政
（中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三
法人通則法第二十八条第二項、第三十条第一項及び第
十二条第一項に規定する業務（以下この項において「
二項第七号、第三十一条第一項、第三十三条、第三十
情報関連人材育成推進業務」という。）に係るものに
八条第一項及び第四項並びに第五十条の主務省令は経
ついては、経済産業大臣及び厚生労働大臣）とし、独
済産業省令（情報関連人材育成推進業務に係るものに
立行政法人通則法第十九条第四項及び第六項第二号、
ついては、経済産業省令・厚生労働省令）とする。
第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第八号
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、第三十一条第一項、第三十二条第二項、第三十八条
、第三十九条第一項並びに第五十条の主務省令は経済
産業省令（情報関連人材育成推進業務に係るものにつ
いては、経済産業省令・厚生労働省令）とする。
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○

改

正

案

経済産業省設置法（平成十一年法律第九十九号）（第百六十七条関係）

称

法

律

名

称

現

行

（傍線部分は改正部分）

法

律

（設置）
（設置）
第六条 （略）
第六条 （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
により経済産業省に置かれる審議会等で本省に置かれ
により経済産業省に置かれる審議会等で本省に置かれ
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
同表の下欄に掲げる法律（これらに基づく命令を含む
同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。
名

（略）

（略）

（略）

（略）

独立行政法人評価委 独 立 行 政 法 人 通 則 法 （ 平 成 十 一
員会
年法律第百三号）

中央鉱山保安協議会 鉱 山 保 安 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律
第七十号）

（削る）

中央鉱山保安協議会 鉱 山 保 安 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律
第七十号）
（削る）
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○

独立行政法人経済産業研究所法（平成十一年法律第二百号）（第百六十八条関係）

行

（傍線部分は改正部分）

（研究所の目的）
第三条 （略）

現

（研究所の目的）
第三条 （略）

（新設）

案

（中期目標管理法人）
第三条の二 研究所は、通則法第二条第二項に規定する
中期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

正

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第九条 役員の任期は、二年とする。

改

（理事の任期）
第九条 理事の任期は、二年とする。

（積立金の処分）
第十三条 （略）
２ 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

（積立金の処分）
第十三条 （略）
２ 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

３・４

（主務大臣等）
第十四条 研究所に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業
省及び経済産業省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十四条 研究所に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令と
する。
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○

独立行政法人工業所有権情報・研修館法（平成十一年法律第二百一号）（第百六十九条関係）
（傍線部分は改正部分）

行

（情報・研修館の目的）
第三条 （略）

現

（情報・研修館の目的）
第三条 （略）

（新設）

案

（中期目標管理法人）
第三条の二 情報・研修館は、通則法第二条第二項に規
定する中期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

正

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 役員の任期は、二年とする。

改

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

（積立金の処分）
第十二条 （略）
２ 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

（積立金の処分）
第十二条 （略）
２ 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

３・４

（主務大臣等）
第十三条 情報・研修館に係る通則法における主務大臣
、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経
済産業省及び経済産業省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十三条 情報・研修館に係る通則法における主務大臣
及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業
省令とする。
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○

正

案

現

行

独立行政法人産業技術総合研究所法（平成十一年法律第二百三号）（第百七十条関係）

改

（傍線部分は改正部分）

（目的）
第一条 この法律は、国立研究開発法人産業技術総合研
究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定め
ることを目的とする。

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、独立行政法人産業技術総合研
究所とする。

（目的）
第一条 この法律は、独立行政法人産業技術総合研究所
の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めるこ
とを目的とする。

独立行政法人産業技術総合研究所法

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、国立研究開発法人産業技術総
合研究所とする。

（研究所の目的）
第三条 独立行政法人産業技術総合研究所（以下「研究
所」という。）は、鉱工業の科学技術に関する研究及
び開発等の業務を総合的に行うことにより、産業技術
の向上及びその成果の普及を図り、もって経済及び産
業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ
効率的な供給の確保に資することを目的とする。

国立研究開発法人産業技術総合研究所法

（研究所の目的）
第三条 国立研究開発法人産業技術総合研究所（以下「
研究所」という。）は、鉱工業の科学技術に関する研
究及び開発等の業務を総合的に行うことにより、産業
技術の向上及びその成果の普及を図り、もって経済及
び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的
かつ効率的な供給の確保に資することを目的とする。

第四条

（役員の任期）

削除

（国立研究開発法人）
第四条 研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立
研究開発法人とする。
（副理事長及び理事の任期）
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（理事の欠格条項の特例）
第十条 （略）
２ 研究所の理事の解任に関する通則法第二十三条第一
項の規定の適用については、同項中「前条」とあるの
は、「前条及び国立研究開発法人産業技術総合研究所
法（平成十一年法律第二百三号）第十条第一項」とす
る。

第九条

（理事の欠格条項の特例）
第十条 （略）
２ 研究所の理事の解任に関する通則法第二十三条第一
項の規定の適用については、同項中「前条」とあるの
は、「前条及び独立行政法人産業技術総合研究所法第
十条第一項」とする。

第九条

役員の任期は、二年とする。

（積立金の処分）
第十二条 研究所は、通則法第三十五条の四第二項第一
号に規定する中長期目標の期間（以下この項において
「中長期目標の期間」という。）の最後の事業年度に
係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による
整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があ
るときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣
の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の
中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項
の認可を受けた中長期計画（同項後段の規定による変
更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定め
るところにより、当該次の中長期目標の期間における
前条に規定する業務の財源に充てることができる。
２ 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

（積立金の処分）
第十二条 研究所は、通則法第二十九条第二項第一号に
規定する中期目標の期間（以下この項において「中期
目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則
法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行
った後、同条第一項の規定による積立金があるときは
、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を
受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の
期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期
計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたとき
は、その変更後のもの）の定めるところにより、当該
次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財
源に充てることができる。
２ 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

副理事長及び理事の任期は、二年とする。

３・４

（主務大臣等）
第十三条 研究所に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業

（略）

（主務大臣等）
第十三条 研究所に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令と
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する。

省及び経済産業省令とする。
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○

案

現

行

独立行政法人製品評価技術基盤機構法（平成十一年法律第二百四号）（第百七十一条関係）
（傍線部分は改正部分）
正

（特定独立行政法人）
第四条 機構は、通則法第二条第二項に規定する特定独
立行政法人とする。

改
（行政執行法人）
第四条 機構は、通則法第二条第四項に規定する行政執
行法人とする。

（役員の任期）
第九条 役員の任期は、二年とする。

（積立金の処分）
第十二条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規
定する中期目標の期間（以下この項において「中期目
標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則法
第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行っ
た後、同条第一項の規定による積立金があるときは、
その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受
けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期
間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計
画（同項後段の規定による変更の認可を受けたときは
、その変更後のもの）の定めるところにより、当該次
の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源
に充てることができる。
２ 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

（理事長及び理事の任期等）
第九条 通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める
期間は、二年とする。
理事の任期は、二年とする。

２

（積立金の処分）
第十二条 機構は、毎事業年度に係る通則法第四十四条
第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条
第一項の規定による積立金があるときは、その額に相
当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を
、翌事業年度に係る通則法第三十五条の十第一項の認
可を受けた事業計画（同項後段の規定による変更の認
可を受けたときは、その変更後のもの）の定めるとこ
ろにより、翌事業年度における前条に規定する業務の
財源に充てることができる。

（略）

２ 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

３・４

- 480 -

（主務大臣等）
第十三条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務
省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とす
る。

（主務大臣等）
第十三条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省
及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省
及び経済産業省令とする。
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○

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法（平成十四年法律第九十四号）（第百七十二条関係）
（傍線部分は改正部分）

（機構の目的）
第三条 （略）

行

（機構の目的）
第三条 （略）

（新設）

現

（中期目標管理法人）
第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

案

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及
び監事の任期は二年とする。

正

（副理事長及び理事の任期）
第八条 副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年
とする。

改

（利益及び損失の処理の特例等）
第十三条 （略）
（削る）

（利益及び損失の処理の特例等）
第十三条 （略）
２ 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
３ 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金
額から同項の規定による承認を受けた金額を控除して
なお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付し
なければならない。
４ 第十二条第四号に掲げる業務に係る勘定（第七項に
おいて「第四号勘定」という。）及び同条第五号に掲
げる業務に係る勘定（以下この条において「第五号勘
定」という。）については、通則法第四十四条第一項
２ 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額
から同項の規定による承認を受けた金額を控除してな
お残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しな
ければならない。
３ 第十二条第四号に掲げる業務に係る勘定（第六項に
おいて「第四号勘定」という。）及び同条第五号に掲
げる業務に係る勘定（以下この条において「第五号勘
定」という。）については、通則法第四十四条第一項
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８

ただし書、第三項及び第四項の規定は、適用しない。
５ （略）
６ （略）
７ 機構は、第四号勘定及び第五号勘定において、中期
目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条
第一項本文（第五号勘定にあっては、第五項の規定に
より読み替えられた通則法第四十四条第一項本文）又
は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の
規定による積立金があるときは、その額に相当する金
額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間におけ
る積立金として整理しなければならない。
（略）

７

ただし書及び第三項の規定は、適用しない。
４ （略）
５ （略）
６ 機構は、第四号勘定及び第五号勘定において、中期
目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条
第一項本文（第五号勘定にあっては、第四項の規定に
より読み替えられた通則法第四十四条第一項本文）又
は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の
規定による積立金があるときは、その額に相当する金
額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間におけ
る積立金として整理しなければならない。
（略）

（長期借入金及び石油天然ガス・金属鉱物資源債券）
第十四条 （略）
（削る）

（長期借入金及び石油天然ガス・金属鉱物資源債券）
第十四条 （略）
２ 経済産業大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
３ 第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産に
ついて他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受け
る権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

３
４
５
６

４
５
６
７

２ 前項の規定による債券の債権者は、機構の財産につ
いて他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける
権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

（償還計画）
第十六条 （略）
（削る）

（償還計画）
第十六条 （略）
２ 経済産業大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
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（財務大臣との協議）
第二十一条 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣
に協議しなければならない。
一 （略）
二 第十四条第一項若しくは第四項又は第十六条の認
可をしようとするとき。

（鉱害防止事業基金）
第十九条 機構は、第十一条第一項第十六号に掲げる業
務及びこれに附帯する業務に関して、鉱害防止事業基
金を設け、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十二条第
一項（同条第三項において準用する場合を含む。）の
規定により拠出された金額と第十三条第五項の規定に
より組み入れられた金額の合計額に相当する金額をも
ってこれに充てるものとする。
２ 通則法第四十七条及び第六十七条（第七号に係る部
分に限る。）の規定は、鉱害防止事業基金の運用につ
いて準用する。この場合において、通則法第四十七条
第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本
補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

（財務大臣との協議）
第二十一条 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣
に協議しなければならない。
一 （略）
二 第十四条第一項若しくは第五項又は第十六条第一
項の認可をしようとするとき。

（鉱害防止事業基金）
第十九条 機構は、第十一条第一項第十六号に掲げる業
務及びこれに附帯する業務に関して、鉱害防止事業基
金を設け、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十二条第
一項（同条第三項において準用する場合を含む。）の
規定により拠出された金額と第十三条第六項の規定に
より組み入れられた金額の合計額に相当する金額をも
ってこれに充てるものとする。
２ 通則法第四十七条及び第六十七条（第四号に係る部
分に限る。）の規定は、鉱害防止事業基金の運用につ
いて準用する。この場合において、通則法第四十七条
第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本
補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。

則

（石炭経過勘定における納付金等）
第七条 （略）
２ 経済産業大臣は、前項の規定により金額を定めよう
とするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法

附

（主務大臣等）
第二十二条 機構に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業
省及び経済産業省令とする。

則

（主務大臣等）
第二十二条 機構に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令と
する。
附

（石炭経過勘定における納付金等）
第七条 （略）
２ 経済産業大臣は、前項の規定により金額を定めよう
とするときは、財務大臣に協議しなければならない。
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３・４

（略）

人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議
しなければならない。
３・４ （略）
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○

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法（平成十四年法律第百四十五号）（第百七十三条関係）
（傍線部分は改正部分）

行

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機
構法

現

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開
発機構法

（目的）
第一条 この法律は、独立行政法人新エネルギー・産業
技術総合開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関す
る事項を定めることを目的とする。

案

（目的）
第一条 この法律は、国立研究開発法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構の名称、目的、業務の範囲等に
関する事項を定めることを目的とする。

（名称）
第三条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、独立行政法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構とする。

正

（名称）
第三条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、国立研究開発法人新エネルギ
ー・産業技術総合開発機構とする。

（機構の目的）
第四条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発
機構（以下「機構」という。）は、非化石エネルギー
、可燃性天然ガス及び石炭に関する技術並びにエネル
ギー使用合理化のための技術並びに鉱工業の技術に関
し、民間の能力を活用して行う研究開発（研究及び開
発をいう。以下同じ。）、民間において行われる研究
開発の促進、これらの技術の利用の促進等の業務を国
際的に協調しつつ総合的に行うことにより、産業技術
の向上及びその企業化の促進を図り、もって内外の経
済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ効率
的な供給の確保並びに経済及び産業の発展に資するこ

改

（機構の目的）
第四条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合
開発機構（以下「機構」という。）は、非化石エネル
ギー、可燃性天然ガス及び石炭に関する技術並びにエ
ネルギー使用合理化のための技術並びに鉱工業の技術
に関し、民間の能力を活用して行う研究開発（研究及
び開発をいう。以下同じ。）、民間において行われる
研究開発の促進、これらの技術の利用の促進等の業務
を国際的に協調しつつ総合的に行うことにより、産業
技術の向上及びその企業化の促進を図り、もって内外
の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ
効率的な供給の確保並びに経済及び産業の発展に資す
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（副理事長及び理事の任期）
第十一条 副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二
年とする。

（事務所）
第五条 （略）

（国立研究開発法人）
第四条の二 機構は、通則法第二条第三項に規定する国
立研究開発法人とする。

２

（理事の欠格条項の特例）
第十二条 （略）
２ 機構の理事の解任に関する通則法第二十三条第一項
の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは
、「前条及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総
合開発機構法第十二条第一項」とする。

（役員の任期）
第十一条 理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事
及び監事の任期は二年とする。

（事務所）
第五条 （略）

（新設）

２

とを目的とする。
（略）

（理事の欠格条項の特例）
第十二条 （略）
２ 機構の理事の解任に関する通則法第二十三条第一項
の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは
、「前条及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技
術総合開発機構法（平成十四年法律第百四十五号）第
十二条第一項」とする。

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の
準用）
第十八条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する
法律（昭和三十年法律第百七十九号）の規定（罰則を
含む。）は、第十五条第一項第三号、第五号、第十号
（非化石エネルギー法第十一条第一号に係る部分に限
る。）及び第十二号（福祉用具法第七条第一号に係る
部分に限る。）の規定により機構が交付する補助金に
ついて準用する。この場合において、補助金等に係る
予算の執行の適正化に関する法律（第二条第七項を除

ることを目的とする。
（略）

（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の
準用）
第十八条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する
法律（昭和三十年法律第百七十九号）の規定（罰則を
含む。）は、第十五条第一項第三号、第五号、第十号
（非化石エネルギー法第十一条第一号に係る部分に限
る。）及び第十二号（福祉用具法第七条第一号に係る
部分に限る。）の規定により機構が交付する補助金に
ついて準用する。この場合において、補助金等に係る
予算の執行の適正化に関する法律（第二条第七項を除
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く。）中「各省各庁」とあるのは「国立研究開発法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構」と、「各省各
庁の長」とあるのは「国立研究開発法人新エネルギー
・産業技術総合開発機構の理事長」と、同法第二条第
一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び
第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とある
のは「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合
開発機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあ
るのは「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総
合開発機構の事業年度」と読み替えるものとする。

（略）

（利益及び損失の処理の特例等）
第十九条 機構は、第十七条第一号、第二号及び第四号
に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法
第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の
期間（以下「中長期目標の期間」という。）の最後の
事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の
規定による整理を行った後、同条第一項の規定による
積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経
済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の
期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条
の五第一項の認可を受けた中長期計画（同項後段の規
定による変更の認可を受けたときは、その変更後のも
の）の定めるところにより、当該次の中長期目標の期
間における第十五条に規定する業務の財源に充てるこ
とができる。
２ 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

３～６

く。）中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人新エ
ネルギー・産業技術総合開発機構」と、「各省各庁の
長」とあるのは「独立行政法人新エネルギー・産業技
術総合開発機構の理事長」と、同法第二条第一項及び
第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、
第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独
立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」と
、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立
行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の事業
年度」と読み替えるものとする。

（利益及び損失の処理の特例等）
第十九条 機構は、第十七条第一号、第二号及び第四号
に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法
第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間（
以下「中期目標の期間」という。）の最後の事業年度
に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定によ
る整理を行った後、同条第一項の規定による積立金が
あるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大
臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の
中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を
受けた中期計画（同項後段の規定による変更の認可を
受けたときは、その変更後のもの）の定めるところに
より、当該次の中期目標の期間における第十五条に規
定する業務の財源に充てることができる。

２ 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３～６ （略）
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（主務大臣等）
第二十条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務
省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とす
る。
（略）

２

（主務大臣等）
第二十条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省
及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省
及び経済産業省令とする。
（略）
２
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○

独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成十四年法律第百四十七号）（第百七十四条関係）
（傍線部分は改正部分）

（機構の目的）
第四条 （略）

行

（機構の目的）
第四条 （略）

（新設）

現

（中期目標管理法人）
第四条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

（事務所）
第五条 （略）

案

（事務所）
第五条 （略）

（役員の任期）
第九条 理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及
び監事の任期は二年とする。

正

（副理事長及び理事の任期）
第九条 副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年
とする。

改

（利益及び損失の処理の特例等）
第十九条 （略）
（削る）

４
５

（利益及び損失の処理の特例等）
第十九条 （略）
２ 主務大臣は、前項の規定による承認をしようとする
ときは、あらかじめ、経済産業省（前条第一項第二号
に掲げる業務に係るものについては、経済産業省及び
財務省）の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなけ
ればならない。
３ 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金
額から同項の規定による承認を受けた金額を控除して
なお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付し
なければならない。
（略）
第一項から第三項までの規定は、施設整備等勘定に
２ 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額
から同項の規定による承認を受けた金額を控除してな
お残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しな
ければならない。
（略）
第一項及び第二項の規定は、施設整備等勘定につい
３
４
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６

ついて準用する。この場合において、第一項中「通則
法第四十四条第一項」とあるのは、「第四項の規定に
より読み替えられた通則法第四十四条第一項」と読み
替えるものとする。
（略）

５

て準用する。この場合において、第一項中「通則法第
四十四条第一項」とあるのは、「第三項の規定により
読み替えられた通則法第四十四条第一項」と読み替え
るものとする。
（略）

（長期借入金及び中小企業基盤整備債券）
第二十二条 （略）
（削る）

（長期借入金及び中小企業基盤整備債券）
第二十二条 （略）
２ 経済産業大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
３ 第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産に
ついて他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受け
る権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

（償還計画）
第二十四条 （略）
（削る）

３
４
５
６

（財務大臣との協議）
第二十七条 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣
に協議しなければならない。
一 第二十二条第一項若しくは第五項又は第二十四条
第一項の認可をしようとするとき。
二・三 （略）

（償還計画）
第二十四条 （略）
２ 経済産業大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。

４
５
６
７

２ 前項の規定による債券の債権者は、機構の財産につ
いて他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける
権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

（財務大臣との協議）
第二十七条 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣
に協議しなければならない。
一 第二十二条第一項若しくは第四項又は第二十四条
の認可をしようとするとき。
二・三 （略）
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（略）

則

削除

（主務大臣等）
第二十八条 （略）
２・３ （略）
（削る）
４

第二十九条

附

（機構の納付金等）
第十三条の二 （略）
２ 経済産業大臣及び財務大臣は、前項の規定により金
額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなけれ

（主務大臣等）
第二十八条 （略）
２・３ （略）
４ 機構に係る通則法における主務省は、経済産業省と
する。
（略）
５

則

（独立行政法人評価委員会からの意見聴取等）
第二十九条 第十八条第一項第二号に掲げる業務に関す
る通則法第二十八条第三項、第二十九条第三項、第三
十条第三項、第三十五条第二項、第三十八条第三項、
第四十四条第四項、第四十五条第四項、第四十六条の
二第五項、第四十六条の三第六項及び第四十八条第二
項の規定の適用については、これらの規定中「評価委
員会」とあるのは、「評価委員会及び財務省の独立行
政法人評価委員会」とする。
２ 経済産業省の独立行政法人評価委員会は、次の場合
には、第十八条第一項第二号に掲げる業務に関し、財
務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければ
ならない。
一 通則法第三十二条第一項又は第三十四条第一項の
規定による評価を行おうとするとき。
二 通則法第三十二条第三項後段（通則法第三十四条
第三項において準用する場合を含む。）の規定によ
る勧告をしようとするとき。
附

（機構の納付金等）
第十三条の二 （略）
２ 経済産業大臣及び財務大臣は、前項の規定により金
額を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業省
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３

ばならない。

（略）

３

の独立行政法人評価委員会及び財務省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
（略）
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○

独立行政法人日本貿易振興機構法（平成十四年法律第百七十二号）（第百七十五条関係）

（機構の目的）
第三条 （略）

（傍線部分は改正部分）

（機構の目的）
第三条 （略）

（新設）

行

（中期目標管理法人）
第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

現

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及
び監事の任期は二年とする。

案

（副理事長及び理事の任期）
第八条 副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年
とする。

正

（積立金の処分）
第十三条 （略）
２ 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

（積立金の処分）
第十三条 （略）
２ 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

改

３・４

（主務大臣等）
第十五条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省
及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省
及び経済産業省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十五条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務
省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とす
る。
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○

則

改

正

案
附

則

現

行

（傍線部分は改正部分）

石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十一年法律第七十号）（
第百七十六条関係）

附

（検討）
（検討）
第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合 第 五 条 政府は 、こ の 法律の施行 後五年を経過した 場合
において、この法律による改正後の非化石エネルギー
において、この法律による改正後の非化石エネルギー
の開発及び導入の促進に関する法律、中小企業信用保
の開発及び導入の促進に関する法律、中小企業信用保
険法及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総
険法及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開
合開発機構法（平成十四年法律第百四十五号）の規定
発機構法の規定の施行の状況について検討を加え、必
の施行の状況について検討を加え、必要があると認め
要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の
るときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるも
措置を講ずるものとする。
のとする。
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○

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

（土地を収用し、又は使用することができる事業）
第三条 土地を収用し、又は使用することができる公共
の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当する
ものに関する事業でなければならない。
一～二十三 （略）
二十四 国、地方公共団体、独立行政法人国立病院機
構、独立行政法人国立がん研究センター、独立行政
法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立
精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国
際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研
究センター、独立行政法人国立長寿医療研究センタ
ー、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、国
民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会、
国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連
合会若しくは地方公務員共済組合若しくは全国市町
村職員共済組合連合会が設置する病院、療養所、診
療所若しくは助産所、地域保健法（昭和二十二年法
律第百一号）による保健所若しくは医療法（昭和二
十三年法律第二百五号）による公的医療機関又は検
疫所
二十五～三十二 （略）
三十三 独立行政法人日本原子力研究開発機構が独立
行政法人日本原子力研究開発機構法（平成十六年法
律第百五十五号）第十七条第一項第一号から第三号
までに掲げる業務の用に供する施設
三十四 （略）
三十四の二 独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独

土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号）（第百七十七条関係）

改
（土地を収用し、又は使用することができる事業）
第三条 土地を収用し、又は使用することができる公共
の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当する
ものに関する事業でなければならない。
一～二十三 （略）
二十四 国、地方公共団体、独立行政法人国立病院機
構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立
研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究
開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研
究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開
発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法
人国立長寿医療研究センター、健康保険組合若しく
は健康保険組合連合会、国民健康保険組合若しくは
国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合若し
くは国家公務員共済組合連合会若しくは地方公務員
共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会が
設置する病院、療養所、診療所若しくは助産所、地
域保健法（昭和二十二年法律第百一号）による保健
所若しくは医療法（昭和二十三年法律第二百五号）
による公的医療機関又は検疫所
二十五～三十二 （略）
三十三 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法（平成
十六年法律第百五十五号）第十七条第一項第一号か
ら第三号までに掲げる業務の用に供する施設
三十四 （略）
三十四の二 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
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が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法（平成
十四年法律第百六十一号）第十八条第一項第一号か
ら第四号までに掲げる業務の用に供する施設
三十四の三 国立研究開発法人国立がん研究センター
、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国
立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、
国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立
研究開発法人国立成育医療研究センター又は国立研
究開発法人国立長寿医療研究センターが高度専門医
療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する
法律（平成二十年法律第九十三号）第十三条第一号
、第十四条第一号、第十五条第一号若しくは第三号
、第十六条第一号若しくは第三号、第十七条第一号
又は第十八条第一号若しくは第二号に掲げる業務の
用に供する施設
三十五 （略）
（略）

立行政法人宇宙航空研究開発機構法（平成十四年法
律第百六十一号）第十八条第一項第一号から第四号
までに掲げる業務の用に供する施設
三十四の三 独立行政法人国立がん研究センター、独
立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法
人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人
国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育
医療研究センター又は独立行政法人国立長寿医療研
究センターが高度専門医療に関する研究等を行う独
立行政法人に関する法律（平成二十年法律第九十三
号）第十三条第一号、第十四条第一号、第十五条第
一号若しくは第三号、第十六条第一号若しくは第三
号、第十七条第一号又は第十八条第一号若しくは第
二号に掲げる業務の用に供する施設
三十五
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○

行

奄美群島振興開発特別措置法（昭和二十九年法律第百八十九号）（第百七十八条関係）

現

（傍線部分は改正部分）

（基金の目的）
第四十四条 （略）

案

（基金の目的）
第四十四条 （略）

（新設）

正

（中期目標管理法人）
第四十四条の二 基金は、通則法第二条第二項に規定す
る中期目標管理法人とする。

（事務所）
第四十五条 （略）

改

（事務所）
第四十五条 （略）

（役員の任期）
第四十九条 役員の任期は、二年とする。

４
５
６
７

（償還計画）

（長期借入金及び奄美群島振興開発債券）
第五十三条 （略）
２ 主務大臣は、前項の規定による認可をしようとする
ときは、あらかじめ、主務省の独立行政法人評価委員
会の意見を聴かなければならない。
３ 第一項の規定による債券の債権者は、基金の財産に
ついて他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受け
る権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

（理事の任期）
第四十九条 理事の任期は、二年とする。
（長期借入金及び奄美群島振興開発債券）
第五十三条 （略）
（削る）

２ 前項の規定による債券の債権者は、基金の財産につ
いて他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける
権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

３
４
５
６

（償還計画）
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（略）

第五十四条
（削る）

第五十四条 （略）
２ 主務大臣は、前項の規定による認可をしようとする
ときは、あらかじめ、主務省の独立行政法人評価委員
会の意見を聴かなければならない。

７
８

則

１ （略）
２ この法律の失効後における基金の解散、基金の権利
及び義務の承継、平成三十年度の業務の実績に関する
評価並びに財務及び会計についての基金に係る通則法
第三十二条及び第四章の規定の適用並びに基金に係る
通則法第三十三条及び第三十四条の規定の適用につい
ては、別に法律で定める。
３～９ （略）

附

（主務大臣等）
第五十九条 （略）
２～５ （略）
（削る）
（略）
（略）
則

（主務大臣等）
第五十九条 （略）
２～５ （略）
６ 前章及び基金に係る通則法における主務省は、国土
交通省及び財務省とする。
（略）
（略）

６
７
附

（略）

１ （略）
２ この法律の失効後における基金の解散、基金の権利
及び義務の承継並びに平成三十年度の業務の実績に関
する評価並びに財務及び会計についての基金に係る通
則法第三十二条及び第四章の規定の適用については、
別に法律で定める。
３～９
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○

則

改

正

案
則

現

行

（傍線部分は改正部分）

１～４ （略）
５ 政府は、自動車事故対策計画に基づき、独立行政法
人自動車事故対策機構に対する独立行政法人通則法（
平成十一年法律第百三号）第四十六条の交付並びに独
立行政法人自動車事故対策機構法（平成十四年法律第
百八十三号）第五条第三項の出資及び同法第十八条第
一項の貸付け並びに独立行政法人自動車事故対策機構
その他の自動車事故対策計画に規定する事業を実施す
る者に対する補助を安定的に行うものとする。
６～８ （略）

附

自動車損害賠償保障法（昭和三十年法律第九十七号）（第百七十九条関係）

附
１～４ （略）
５ 政府は、自動車事故対策計画に基づき、独立行政法
人自動車事故対策機構に対する独立行政法人通則法（
平成十一年法律第百三号）第四十六条第一項の交付並
びに独立行政法人自動車事故対策機構法（平成十四年
法律第百八十三号）第五条第三項の出資及び同法第十
八条第一項の貸付け並びに独立行政法人自動車事故対
策機構その他の自動車事故対策計画に規定する事業を
実施する者に対する補助を安定的に行うものとする。
６～８ （略）
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○

案

現

行

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（昭和三十三年法律第三十四号）（第百八十条関係）
（傍線部分は改正部分）
正

14

（政府が承継した機構債券等に係る国債に関する法律
の適用等）
第六条 前条第一項の規定により政府が承継した同項第
二号に掲げる債務に係る機構債券等については、国債
に関する法律（明治三十九年法律第三十四号。第六条
及び第八条を除く。）、社債等振替法、特別会計に関
する法律（平成十九年法律第二十三号）その他の法令
中国債に関する規定を適用し、次の各号に掲げる機構
債券等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律
の規定は、適用しない。
一 日本高速道路保有・債務返済機構債券 機構法第
二十二条（第四項及び第五項を除く。）
（略）
（略）
二
２～
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改
（政府が承継した機構債券等に係る国債に関する法律
の適用等）
第六条 前条第一項の規定により政府が承継した同項第
二号に掲げる債務に係る機構債券等については、国債
に関する法律（明治三十九年法律第三十四号。第六条
及び第八条を除く。）、社債等振替法、特別会計に関
する法律（平成十九年法律第二十三号）その他の法令
中国債に関する規定を適用し、次の各号に掲げる機構
債券等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律
の規定は、適用しない。
一 日本高速道路保有・債務返済機構債券 機構法第
二十二条（第三項及び第四項を除く。）
（略）
（略）

二
２～
14

○

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律（昭和四十二年法律第百十号）（第百八十
一条関係）

（傍線部分は改正部分）

（機構の目的）
第二十条 （略）

行

（機構の目的）
第二十条 （略）

（新設）

現

（中期目標管理法人）
第二十条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する
中期目標管理法人とする。

（事務所）
第二十一条 （略）

案

（事務所）
第二十一条 （略）

正

（理事の任期）
第二十五条 理事の任期は、二年とする。

（役員の任期）
第二十五条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の
任期は二年とする。

改

（利益及び損失の処理の特例等）
第二十九条 （略）
（削る）

（利益及び損失の処理の特例等）
第二十九条 （略）
２ 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
３ 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金
額から同項の規定による承認を受けた金額を控除して
なお残余があるときは、その残余の額を出資者の出資
に対しそれぞれの出資額に応じて納付しなければなら
ない。
４ 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
２ 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額
から同項の規定による承認を受けた金額を控除してな
お残余があるときは、その残余の額を出資者の出資に
対しそれぞれの出資額に応じて納付しなければならな
い。
３ 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
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。
（長期借入金及び空港周辺整備債券）
第三十条 （略）
（削る）

。

４
５
６
７

（長期借入金及び空港周辺整備債券）
第三十条 （略）
２ 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
３ 第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産に
ついて他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受け
る権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

３
４
５
６

２ 前項の規定による債券の債権者は、機構の財産につ
いて他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける
権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

（償還計画）
第三十二条 （略）
（削る）

（償還計画）
第三十二条 （略）
２ 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。

（略）

（主務大臣等）
第三十五条 機構に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通

二

（財務大臣との協議）
第三十四条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣
に協議しなければならない。
一 第二十二条第二項、第三十条第一項若しくは第四
項又は第三十二条の認可をしようとするとき。
（略）

（財務大臣との協議）
第三十四条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣
に協議しなければならない。
一 第二十二条第二項、第三十条第一項若しくは第五
項又は第三十二条第一項の認可をしようとするとき
。

二

（主務大臣等）
第三十五条 機構に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令と
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する。

省及び国土交通省令とする。
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○

正

案

現

行

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律（平成十年法律第百三十六号）（第百八十二条関係）
（傍線部分は改正部分）
改

（特例業務勘定）
第二十七条 （略）
２ 特例業務勘定については、通則法第四十四条第一項
ただし書、第三項及び第四項の規定は、適用しない。
（略）
３

（特例業務勘定）
第二十七条 （略）
２ 特例業務勘定については、通則法第四十四条第一項
ただし書及び第三項の規定は、適用しない。
（略）
３

則

（機構の行う特別債券の発行等の業務）
第四条 （略）
２・３ （略）
４ 機構法第十九条第三項から第七項までの規定は、特
別債券について準用する。

附

（機構法等の特例）
第二十八条 （略）
２ 第十三条第一項の規定により同項第二号及び第三号
に掲げる業務が行われる場合には、通則法第三十条第
二項第五号中「供しようとするとき」とあるのは「供
しようとするとき（日本国有鉄道清算事業団の債務等
の処理に関する法律（平成十年法律第百三十六号。以
下「債務等処理法」という。）第十三条第一項の規定
により同項第二号及び第三号の業務を行う場合を除く
。）」と、通則法第四十八条第一項ただし書中「供す
るとき」とあるのは「供するとき及び債務等処理法第
十三条第一項の規定により同項第二号及び第三号の業
務を行う場合」とする。

則

（機構法等の特例）
第二十八条 （略）
２ 第十三条第一項の規定により同項第二号及び第三号
に掲げる業務が行われる場合には、通則法第三十条第
二項第六号中「供しようとするとき」とあるのは「供
しようとするとき（日本国有鉄道清算事業団の債務等
の処理に関する法律（平成十年法律第百三十六号。以
下「債務等処理法」という。）第十三条第一項の規定
により同項第二号及び第三号の業務を行う場合を除く
。）」と、通則法第四十八条ただし書中「供するとき
」とあるのは「供するとき及び債務等処理法第十三条
第一項の規定により同項第二号及び第三号の業務を行
う場合」とする。
附

（機構の行う特別債券の発行等の業務）
第四条 （略）
２・３ （略）
４ 機構法第十九条第二項から第六項までの規定は、特
別債券について準用する。
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５・６ （略）
７ 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に
協議しなければならない。
一・二 （略）
三 第四項において準用する機構法第十九条第四項の
規定による認可をしようとするとき。
（略）
８

５・６ （略）
７ 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に
協議しなければならない。
一・二 （略）
三 第四項において準用する機構法第十九条第五項の
規定による認可をしようとするとき。
（略）
８
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○

正

案

百二十八

（略）

現

行

（傍線部分は改正部分）

（所掌事務）
第四条 国土交通省は、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。
一～百二十六 （略）
百二十七 独立行政法人建築研究所が行う地震工学に
関する研修生（外国人研修生を含む。）の研修に関
する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

国土交通省設置法（平成十一年法律第百号）（第百八十三条関係）

改
（所掌事務）
第四条 国土交通省は、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。
一～百二十六 （略）
百二十七 国立研究開発法人建築研究所が行う地震工
学に関する研修生（外国人研修生を含む。）の研修
に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関するこ
と。
百二十八 （略）
第六条 （略）
２ 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところ
により国土交通省に置かれる審議会等で本省に置かれ
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。
名称
法律
（略）
（略）
中央建築士審査会
建築士法（昭和二十五年法律第
二百二号）

第六条 （略）
２ 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところ
により国土交通省に置かれる審議会等で本省に置かれ
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。
名称
法律
（略）
（略）
中央建築士審査会 建 築 士 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第
二百二号）
独 立 行 政 法 人 評 価 独立行政法人通則法（平成十一
委員会
年法律第百三号）
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○

正

案

現

独立行政法人土木研究所法（平成十一年法律第二百五号）（第百八十四条関係）

改

行

（目的）
第一条 この法律は、国立研究開発法人土木研究所の名
称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを
目的とする。

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、独立行政法人土木研究所とす
る。

（目的）
第一条 この法律は、独立行政法人土木研究所の名称、
目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的
とする。

（傍線部分は改正部分）

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、国立研究開発法人土木研究所
とする。

（研究所の目的）
第三条 独立行政法人土木研究所（以下「研究所」とい
う。）は、建設技術及び北海道開発局の所掌事務に関
連するその他の技術のうち、土木に係るもの（以下「
土木技術」という。）に関する調査、試験、研究及び
開発並びに指導及び成果の普及等を行うことにより、
土木技術の向上を図り、もって良質な社会資本の効率
的な整備及び北海道の開発の推進に資することを目的
とする。

独立行政法人土木研究所法

（研究所の目的）
第三条 国立研究開発法人土木研究所（以下「研究所」
という。）は、建設技術及び北海道開発局の所掌事務
に関連するその他の技術のうち、土木に係るもの（以
下「土木技術」という。）に関する調査、試験、研究
及び開発並びに指導及び成果の普及等を行うことによ
り、土木技術の向上を図り、もって良質な社会資本の
効率的な整備及び北海道の開発の推進に資することを
目的とする。

（新設）

国立研究開発法人土木研究所法

（国立研究開発法人）
第三条の二 研究所は、通則法第二条第三項に規定する
国立研究開発法人とする。
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（積立金の処分）
第十四条 研究所は、通則法第三十五条の四第二項第一
号に規定する中長期目標の期間（以下この項において
「中長期目標の期間」という。）の最後の事業年度に
係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による
整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があ
るときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣
の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の
中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項
の認可を受けた中長期計画（同項後段の規定による変
更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定め
るところにより、当該次の中長期目標の期間における
第十二条に規定する業務の財源に充てることができる
。
国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

（役員の欠格条項の特例）
第九条 （略）
２ 研究所の役員の解任に関する通則法第二十三条第一
項の規定の適用については、同項中「前条」とあるの
は、「前条及び国立研究開発法人土木研究所法（平成
十一年法律第二百五号）第九条第一項」とする。

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

（事務所）
第四条 （略）

（積立金の処分）
第十四条 研究所は、通則法第二十九条第二項第一号に
規定する中期目標の期間（以下この項において「中期
目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則
法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行
った後、同条第一項の規定による積立金があるときは
、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を
受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の
期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期
計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたとき
は、その変更後のもの）の定めるところにより、当該
次の中期目標の期間における第十二条に規定する業務
の財源に充てることができる。

（役員の欠格条項の特例）
第九条 （略）
２ 研究所の役員の解任に関する通則法第二十三条第一
項の規定の適用については、同項中「前条」とあるの
は、「前条及び独立行政法人土木研究所法第九条第一
項」とする。

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

（事務所）
第四条 （略）

２

２ 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
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３・４

（略）

（略）

削除

（主務大臣等）
第十六条 （略）
（削る）
２

第十七条

（港湾法の適用の特例）
第十八条 港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第
三十七条第三項の規定の適用については、研究所は、
国とみなす。この場合においては、同条第四項ただし
書中「前項に規定する者」とあるのは、「前項に規定
する者（国立研究開発法人土木研究所を含む。）」と

なければならない。
３・４ （略）

（主務大臣等）
第十六条 （略）
２ 研究所に係る通則法における主務省は、国土交通省
とする。
（略）

３

（独立行政法人評価委員会の意見の聴取）
第十七条 前条第一項第二号に規定する業務に関する通
則法第二十八条第三項、第二十九条第三項、第三十条
第三項及び第三十五条第二項の規定の適用については
、これらの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価
委員会及び農林水産省の独立行政法人評価委員会」と
する。
２ 国土交通省の独立行政法人評価委員会は、次の場合
には、前条第一項第二号に規定する業務に関し、農林
水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなけれ
ばならない。
一 通則法第三十二条第一項又は第三十四条第一項の
規定による評価を行おうとするとき。
二 通則法第三十二条第三項後段（通則法第三十四条
第三項において準用する場合を含む。）の規定によ
る勧告をしようとするとき。

（港湾法の適用の特例）
第十八条 港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第
三十七条第三項の規定の適用については、研究所は、
国とみなす。この場合においては、同条第四項ただし
書中「前項に規定する者」とあるのは、「前項に規定
する者（独立行政法人土木研究所を含む。）」と読み
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読み替えて、同項の規定を適用する。

替えて、同項の規定を適用する。
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○

正

案

現

独立行政法人建築研究所法（平成十一年法律第二百六号）（第百八十五条関係）

改

行

（目的）
第一条 この法律は、国立研究開発法人建築研究所の名
称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを
目的とする。

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、独立行政法人建築研究所とす
る。

（目的）
第一条 この法律は、独立行政法人建築研究所の名称、
目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的
とする。

（傍線部分は改正部分）

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、国立研究開発法人建築研究所
とする。

（研究所の目的）
第三条 独立行政法人建築研究所（以下「研究所」とい
う。）は、建築及び都市計画に係る技術（以下「建築
・都市計画技術」という。）に関する調査、試験、研
究及び開発並びに指導及び成果の普及等を行うことに
より、建築・都市計画技術の向上を図り、もって建築
の発達及び改善並びに都市の健全な発展及び秩序ある
整備に資することを目的とする。

独立行政法人建築研究所法

（研究所の目的）
第三条 国立研究開発法人建築研究所（以下「研究所」
という。）は、建築及び都市計画に係る技術（以下「
建築・都市計画技術」という。）に関する調査、試験
、研究及び開発並びに指導及び成果の普及等を行うこ
とにより、建築・都市計画技術の向上を図り、もって
建築の発達及び改善並びに都市の健全な発展及び秩序
ある整備に資することを目的とする。

（新設）

国立研究開発法人建築研究所法

（国立研究開発法人）
第三条の二 研究所は、通則法第二条第三項に規定する
国立研究開発法人とする。
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（積立金の処分）
第十三条 研究所は、通則法第三十五条の四第二項第一
号に規定する中長期目標の期間（以下この項において
「中長期目標の期間」という。）の最後の事業年度に
係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による
整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があ
るときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣
の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の
中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項
の認可を受けた中長期計画（同項後段の規定による変
更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定め
るところにより、当該次の中長期目標の期間における
前条に規定する業務の財源に充てることができる。
２ 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

（役員の欠格条項の特例）
第九条 （略）
２ 研究所の役員の解任に関する通則法第二十三条第一
項の規定の適用については、同項中「前条」とあるの
は、「前条及び国立研究開発法人建築研究所法（平成
十一年法律第二百六号）第九条第一項」とする。

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

（事務所）
第四条 （略）

（役員の欠格条項の特例）
第九条 （略）
２ 研究所の役員の解任に関する通則法第二十三条第一
項の規定の適用については、同項中「前条」とあるの
は、「前条及び独立行政法人建築研究所法第九条第一
項」とする。

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

（事務所）
第四条 （略）

（略）

（積立金の処分）
第十三条 研究所は、通則法第二十九条第二項第一号に
規定する中期目標の期間（以下この項において「中期
目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則
法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行
った後、同条第一項の規定による積立金があるときは
、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を
受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の
期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期
計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたとき
は、その変更後のもの）の定めるところにより、当該
次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財
源に充てることができる。
２ 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）
３・４
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（主務大臣等）
第十五条 研究所に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令と
する。

（主務大臣等）
第十五条 研究所に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通
省及び国土交通省令とする。
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○

独立行政法人交通安全環境研究所法（平成十一年法律第二百七号）（第百八十六条関係）

行

（傍線部分は改正部分）

（研究所の目的）
第三条 （略）

現

（研究所の目的）
第三条 （略）

（新設）

案

（中期目標管理法人）
第三条の二 研究所は、通則法第二条第二項に規定する
中期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

正

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 役員の任期は、二年とする。

改

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

（積立金の処分）
第十六条 （略）
２ 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

（積立金の処分）
第十六条 （略）
２ 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

３・４

（主務大臣等）
第十八条 研究所に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通
省及び国土交通省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十八条 研究所に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令と
する。
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○

正

案

現

行

独立行政法人海上技術安全研究所法（平成十一年法律第二百八号）（第百八十七条関係）

改

（傍線部分は改正部分）

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、国立研究開発法人海上技術安
全研究所とする。

（目的）
第一条 この法律は、国立研究開発法人海上技術安全研
究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定め
ることを目的とする。

（研究所の目的）
第三条 独立行政法人海上技術安全研究所（以下「研究
所」という。）は、船舶に係る技術並びに当該技術を
活用した海洋の利用及び海洋汚染の防止に係る技術に
関する調査、研究及び開発等を行うことにより、海上
輸送の安全の確保及びその高度化を図るとともに、海
洋の開発及び海洋環境の保全に資することを目的とす
る。

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、独立行政法人海上技術安全研
究所とする。

（目的）
第一条 この法律は、独立行政法人海上技術安全研究所
の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めるこ
とを目的とする。

独立行政法人海上技術安全研究所法

（研究所の目的）
第三条 国立研究開発法人海上技術安全研究所（以下「
研究所」という。）は、船舶に係る技術並びに当該技
術を活用した海洋の利用及び海洋汚染の防止に係る技
術に関する調査、研究及び開発等を行うことにより、
海上輸送の安全の確保及びその高度化を図るとともに
、海洋の開発及び海洋環境の保全に資することを目的
とする。

（新設）

国立研究開発法人海上技術安全研究所法

（国立研究開発法人）
第三条の二 研究所は、通則法第二条第三項に規定する
国立研究開発法人とする。
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３・４

（積立金の処分）
第十二条 研究所は、通則法第三十五条の四第二項第一
号に規定する中長期目標の期間（以下この項において
「中長期目標の期間」という。）の最後の事業年度に
係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による
整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があ
るときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣
の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の
中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項
の認可を受けた中長期計画（同項後段の規定による変
更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定め
るところにより、当該次の中長期目標の期間における
前条に規定する業務の財源に充てることができる。
２ 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

（事務所）
第四条 （略）

（主務大臣等）
第十三条 研究所に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通
省及び国土交通省令とする。

（積立金の処分）
第十二条 研究所は、通則法第二十九条第二項第一号に
規定する中期目標の期間（以下この項において「中期
目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則
法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行
った後、同条第一項の規定による積立金があるときは
、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を
受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の
期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期
計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたとき
は、その変更後のもの）の定めるところにより、当該
次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財
源に充てることができる。
２ 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

（役員の任期）
第八条 役員の任期は、二年とする。

（事務所）
第四条 （略）

（略）

（主務大臣等）
第十三条 研究所に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令と
する。
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○

正

案

現

行

独立行政法人港湾空港技術研究所法（平成十一年法律第二百九号）（第百八十八条関係）

改

（傍線部分は改正部分）

（目的）
第一条 この法律は、国立研究開発法人港湾空港技術研
究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定め
ることを目的とする。

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、独立行政法人港湾空港技術研
究所とする。

（目的）
第一条 この法律は、独立行政法人港湾空港技術研究所
の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めるこ
とを目的とする。

独立行政法人港湾空港技術研究所法

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、国立研究開発法人港湾空港技
術研究所とする。

（研究所の目的）
第三条 独立行政法人港湾空港技術研究所（以下「研究
所」という。）は、港湾及び空港の整備等に関する調
査、研究及び技術の開発等を行うことにより、効率的
かつ円滑な港湾及び空港の整備等に資するとともに、
港湾及び空港の整備等に関する技術の向上を図ること
を目的とする。

国立研究開発法人港湾空港技術研究所法

（研究所の目的）
第三条 国立研究開発法人港湾空港技術研究所（以下「
研究所」という。）は、港湾及び空港の整備等に関す
る調査、研究及び技術の開発等を行うことにより、効
率的かつ円滑な港湾及び空港の整備等に資するととも
に、港湾及び空港の整備等に関する技術の向上を図る
ことを目的とする。

（新設）

（事務所）

（国立研究開発法人）
第三条の二 研究所は、通則法第二条第三項に規定する
国立研究開発法人とする。
（事務所）

- 518 -

（積立金の処分）
第十二条 研究所は、通則法第三十五条の四第二項第一
号に規定する中長期目標の期間（以下この項において
「中長期目標の期間」という。）の最後の事業年度に
係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による
整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があ
るときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣
の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の
中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項
の認可を受けた中長期計画（同項後段の規定による変
更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定め
るところにより、当該次の中長期目標の期間における
前条に規定する業務の財源に充てることができる。
２ 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

第四条

（積立金の処分）
第十二条 研究所は、通則法第二十九条第二項第一号に
規定する中期目標の期間（以下この項において「中期
目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則
法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行
った後、同条第一項の規定による積立金があるときは
、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を
受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の
期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期
計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたとき
は、その変更後のもの）の定めるところにより、当該
次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財
源に充てることができる。
２ 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

（役員の任期）
第八条 役員の任期は、二年とする。

第四条

（略）

３・４

（主務大臣等）
第十四条 研究所に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通
省及び国土交通省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十四条 研究所に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令と
する。

（港湾法の適用の特例）
第十五条 港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第
三十七条第三項の規定の適用については、研究所は、

（略）

（港湾法の適用の特例）
第十五条 港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第
三十七条第三項の規定の適用については、研究所は、
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国とみなす。この場合においては、同条第四項中「前
項に規定する者」とあるのは、「前項に規定する者（
国立研究開発法人港湾空港技術研究所を含む。）」と
読み替えて、同項の規定を適用する。

国とみなす。この場合においては、同条第四項中「前
項に規定する者」とあるのは、「前項に規定する者（
独立行政法人港湾空港技術研究所を含む。）」と読み
替えて、同項の規定を適用する。
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○

正

案

現

独立行政法人電子航法研究所法（平成十一年法律第二百十号）（第百八十九条関係）

改

行

（傍線部分は改正部分）

（研究所の目的）
第三条 国立研究開発法人電子航法研究所（以下「研究
所」という。）は、電子航法（電子技術を利用した航
法をいう。以下同じ。）に関する試験、調査、研究及
び開発等を行うことにより、交通の安全の確保とその
円滑化を図ることを目的とする。

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、国立研究開発法人電子航法研
究所とする。

（目的）
第一条 この法律は、国立研究開発法人電子航法研究所
の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めるこ
とを目的とする。

（新設）

（研究所の目的）
第三条 独立行政法人電子航法研究所（以下「研究所」
という。）は、電子航法（電子技術を利用した航法を
いう。以下同じ。）に関する試験、調査、研究及び開
発等を行うことにより、交通の安全の確保とその円滑
化を図ることを目的とする。

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年
法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めると
ころにより設立される通則法第二条第一項に規定する
独立行政法人の名称は、独立行政法人電子航法研究所
とする。

（目的）
第一条 この法律は、独立行政法人電子航法研究所の名
称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを
目的とする。

独立行政法人電子航法研究所法

（国立研究開発法人）
第三条の二 研究所は、通則法第二条第三項に規定する
国立研究開発法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

国立研究開発法人電子航法研究所法

（事務所）
第四条 （略）
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（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

（役員の任期）
第八条 役員の任期は、二年とする。

（積立金の処分）
第十三条 研究所は、通則法第二十九条第二項第一号に
規定する中期目標の期間（以下この項において「中期
目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則
法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行
った後、同条第一項の規定による積立金があるときは
、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を
受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の
期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期
計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたとき
は、その変更後のもの）の定めるところにより、当該
次の中期目標の期間における第十一条に規定する業務
の財源に充てることができる。

２ 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

（積立金の処分）
第十三条 研究所は、通則法第三十五条の四第二項第一
号に規定する中長期目標の期間（以下この項において
「中長期目標の期間」という。）の最後の事業年度に
係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による
整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があ
るときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣
の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の
中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項
の認可を受けた中長期計画（同項後段の規定による変
更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定め
るところにより、当該次の中長期目標の期間における
第十一条に規定する業務の財源に充てることができる
。
２ 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

３・４

（主務大臣等）
第十四条 研究所に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通
省及び国土交通省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十四条 研究所に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令と
する。
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○

独立行政法人航海訓練所法（平成十一年法律第二百十三号）（第百九十条関係）

行

（傍線部分は改正部分）

（航海訓練所の目的）
第三条 （略）

現

（航海訓練所の目的）
第三条 （略）

（新設）

案

（中期目標管理法人）
第三条の二 航海訓練所は、通則法第二条第二項に規定
する中期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

正

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 役員の任期は、二年とする。

改

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

（積立金の処分）
第十二条 （略）
２ 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

（積立金の処分）
第十二条 （略）
２ 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

３・４

（主務大臣等）
第十三条 航海訓練所に係る通則法における主務大臣、
主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土
交通省及び国土交通省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十三条 航海訓練所に係る通則法における主務大臣及
び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省
令とする。
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○

独立行政法人海技教育機構法（平成十一年法律第二百十四号）（第百九十一条関係）

行

（傍線部分は改正部分）

（機構の目的）
第三条 （略）

現

（機構の目的）
第三条 （略）

（新設）

案

（中期目標管理法人）
第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

正

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 役員の任期は、二年とする。

改

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

（積立金の処分）
第十二条 （略）
２ 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

（積立金の処分）
第十二条 （略）
２ 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

３・４

（主務大臣等）
第十三条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省
及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省
及び国土交通省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十三条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務
省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とす
る。
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○

独立行政法人航空大学校法（平成十一年法律第二百十五号）（第百九十二条関係）

行

（傍線部分は改正部分）

（大学校の目的）
第三条 （略）

現

（大学校の目的）
第三条 （略）

（新設）

案

（中期目標管理法人）
第三条の二 大学校は、通則法第二条第二項に規定する
中期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

正

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 役員の任期は、二年とする。

改

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

（積立金の処分）
第十三条 （略）
２ 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

（積立金の処分）
第十三条 （略）
２ 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

３・４

（主務大臣等）
第十四条 大学校に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通
省及び国土交通省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十四条 大学校に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令と
する。
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○

自動車検査独立行政法人法（平成十一年法律第二百十八号）（第百九十三条関係）

行

（傍線部分は改正部分）

（検査法人の目的）
第三条 （略）

現

（検査法人の目的）
第三条 （略）

（新設）

案

（中期目標管理法人）
第三条の二 検査法人は、通則法第二条第二項に規定す
る中期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

正

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 役員の任期は、二年とする。

改

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

（積立金の処分）
第十六条 （略）
２ 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３・４ （略）

（積立金の処分）
第十六条 （略）
２ 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

３・４

（主務大臣等）
第十八条 検査法人に係る通則法における主務大臣、主
務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交
通省及び国土交通省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十八条 検査法人に係る通則法における主務大臣及び
主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令
とする。
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○

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成十四年法律第百八十号）（第百九十四条関係）
（傍線部分は改正部分）

（機構の目的）
第三条 （略）

（新設）

（機構の目的）
第三条 （略）

行

（中期目標管理法人）
第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

（定義）
第四条（略）

現

（定義）
第四条（略）

（役員の任期）
第九条 理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及
び監事の任期は二年とする。

案

（副理事長及び理事の任期）
第九条 副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年
とする。

（鉄道施設の貸付け等）
第十三条 （略）
２ （略）
３ 第一項の規定により機構が譲渡を行う場合において
は、通則法第三十条第二項第五号及び第四十八条第一
項の規定は、適用しない。

正

（鉄道施設の貸付け等）
第十三条 （略）
２ （略）
３ 第一項の規定により機構が譲渡を行う場合において
は、通則法第三十条第二項第六号及び第四十八条の規
定は、適用しない。

改

（利益及び損失の処理の特例等）
第十八条 （略）
２ （略）
（削る）

（利益及び損失の処理の特例等）
第十八条 （略）
２ （略）
３ 国土交通大臣は、前二項の規定による承認をしよう
とするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法
人評価委員会の意見を聴かなければならない。
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７

４ 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金
額から同項及び第二項の規定による承認を受けた金額
を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国
庫に納付しなければならない。
５ （略）
６ 第一項、第三項及び第四項の規定は、前項の勘定に
ついて準用する。この場合において、第一項中「通則
法第四十四条第一項」とあるのは、「第五項の規定に
より読み替えられた通則法第四十四条第一項」と読み
替えるものとする。
（略）

６

３ 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金
額から前二項の規定による承認を受けた金額を控除し
てなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付
しなければならない。
４ （略）
５ 第一項及び第三項の規定は、前項の勘定について準
用する。この場合において、第一項中「通則法第四十
四条第一項」とあるのは、「第四項の規定により読み
替えられた通則法第四十四条第一項」と読み替えるも
のとする。
（略）
（長期借入金及び鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
券）
第十九条 （略）
（削る）

（長期借入金及び鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
券）
第十九条 （略）
２ 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
３ 第一項の規定による機構債券の債権者は、機構の財
産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を
受ける権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

３
４
５
６

４
５
６
７

２ 前項の規定による機構債券の債権者は、機構の財産
について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受
ける権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

（償還計画）
第二十一条 （略）
（削る）

（償還計画）
第二十一条 （略）
２ 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
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（財産の処分等の制限）
第二十三条 機構は、通則法第四十八条の規定にかかわ
らず、特定債権を譲渡し、又は担保に供することがで
きない。これを免除し、又は交換する場合も同様とす
る。
２ （略）
（削る）

（財務大臣との協議）
第二十六条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣
に協議しなければならない。
一 第十三条第一項、第十四条第一項、第十九条第一
項若しくは第五項、第二十一条第一項又は第二十三
条第二項の規定による認可をしようとするとき。
（略）

（財産の処分等の制限）
第二十三条 機構は、通則法第四十八条第一項の規定に
かかわらず、特定債権を譲渡し、又は担保に供するこ
とができない。これを免除し、又は交換する場合も同
様とする。
２ （略）
３ 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。

附

則

（権利及び義務の承継に伴う経過措置）
第六条 （略）
２ 前項の鉄道建設債券及び鉄道整備基金債券並びに運
輸施設整備事業団債券及び船舶整備債券は、第十九条
第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一
項の規定による機構債券とみなす。
附則第二条第一項又は第三条第一項の規定により機
３

（主務大臣等）
第二十七条 機構に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通
省及び国土交通省令とする。

二

（財務大臣との協議）
第二十六条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣
に協議しなければならない。
一 第十三条第一項、第十四条第一項、第十九条第一
項若しくは第四項、第二十一条又は第二十三条第二
項の規定による認可をしようとするとき。
（略）
二

則

（主務大臣等）
第二十七条 機構に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令と
する。
附

（権利及び義務の承継に伴う経過措置）
第六条 （略）
２ 前項の鉄道建設債券及び鉄道整備基金債券並びに運
輸施設整備事業団債券及び船舶整備債券は、第十九条
第二項及び第三項の規定の適用については、同条第一
項の規定による機構債券とみなす。
附則第二条第一項又は第三条第一項の規定により機
３
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構が承継する債務に係る次に掲げる長期借入金及び債
券は、第二十一条の規定の適用については、それぞれ
、同条の長期借入金及び機構債券とみなす。
一・二 （略）
４・５ （略）

構が承継する債務に係る次に掲げる長期借入金及び債
券は、第二十一条第一項の規定の適用については、そ
れぞれ、同項の長期借入金及び機構債券とみなす。
一・二 （略）
４・５ （略）
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○

独立行政法人国際観光振興機構法（平成十四年法律第百八十一号）（第百九十五条関係）

（機構の目的）
第三条 （略）

（傍線部分は改正部分）

（機構の目的）
第三条 （略）

（新設）

行

（中期目標管理法人）
第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

現

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

案

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

正

（利益及び損失の処理の特例等）
第十条 （略）
２ 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

（利益及び損失の処理の特例等）
第十条 （略）
２ 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
３～５ （略）

改

３～５

（主務大臣等）
第十一条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省
及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省
及び国土交通省令とする。

（略）

（主務大臣等）
第十一条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務
省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とす
る。
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○

独立行政法人水資源機構法（平成十四年法律第百八十二号）（第百九十六条関係）

（傍線部分は改正部分）

（機構の目的）
第四条 （略）

行

（機構の目的）
第四条 （略）

（新設）

現

（中期目標管理法人）
第四条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

（事務所）
第五条 （略）

案

（事務所）
第五条 （略）

（役員の任期）
第九条 理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及
び監事の任期は二年とする。

正

（副理事長及び理事の任期）
第九条 副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年
とする。

改

（積立金の処分）
第三十一条 （略）
（削る）

４

（積立金の処分）
第三十一条 （略）
２ 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
３ 機構は、第一項に規定する積立金の額のうち第十二
条第一項第二号ハ及び第四号並びに第二項の業務に係
る利益によるものとして国土交通省令で定める額に相
当する金額から第一項の規定による承認を受けた金額
のうち当該業務の財源に充てるべき金額を控除してな
お残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しな
ければならない。
前三項に定めるもののほか、納付金の納付手続その
２ 機構は、前項に規定する積立金の額のうち第十二条
第一項第二号ハ及び第四号並びに第二項の業務に係る
利益によるものとして国土交通省令で定める額に相当
する金額から前項の規定による承認を受けた金額のう
ち当該業務の財源に充てるべき金額を控除してなお残
余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなけれ
ばならない。
前二項に定めるもののほか、納付金の納付手続その
３
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他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
（長期借入金及び水資源債券）
第三十二条 （略）
（削る）

他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

４
５
６
７

（長期借入金及び水資源債券）
第三十二条 （略）
２ 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
３ 第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産に
ついて他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受け
る権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

３
４
５
６

２ 前項の規定による債券の債権者は、機構の財産につ
いて他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける
権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

（償還計画）
第三十四条 （略）
（削る）

（償還計画）
第三十四条 （略）
２ 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。

４

（主務大臣等）
第三十七条 機構に係る通則法（第十九条第九項、第三
章及び第六十四条第一項を除く。）における主務大臣
は、国土交通大臣とする。
２ 機構に係るこの法律並びに通則法第十九条第九項、
第三章及び第六十四条第一項における主務大臣は、次
のとおりとする。
一～四 （略）
（削る）
（略）

（主務大臣等）
第三十七条 機構に係る通則法（第十九条第五項、第三
章、第六十四条第一項及び第六十五条を除く。）にお
ける主務大臣は、国土交通大臣とする。
２ 機構に係るこの法律並びに通則法第十九条第五項、
第三章、第六十四条第一項及び第六十五条における主
務大臣は、次のとおりとする。
一～四 （略）
３ 機構に係る通則法における主務省は、国土交通省と
する。
（略）
３
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（国土交通大臣の経由）
第四十一条 主務大臣（国土交通大臣を除く。）又は機

第四十条 国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ
、財務大臣に協議しなければならない。
一 （略）
二 第三十一条第二項の規定により国土交通省令を定
めようとするとき。
三 第三十二条第一項若しくは第四項又は第三十四条
の規定による認可をしようとするとき。

第三十九条 主務大臣（国土交通大臣を除く。）は、次
の場合には、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなけ
ればならない。
一 （略）
二 通則法第三十条第三項又は第三十五条の三の規定
による命令をしようとするとき。
（削る）

（協議）
第三十八条 国土交通大臣は、次の場合には、あらかじ
め、主務大臣（国土交通大臣を除く。）に協議しなけ
ればならない。
一 通則法第四十六条の二第一項、第二項若しくは第
三項ただし書又は第四十八条の規定による認可をし
ようとするとき。
二 （略）
三 第三十一条第二項又は通則法第三十七条若しくは
第五十条の規定により国土交通省令を定めようとす
るとき。

（国土交通大臣の経由）
第四十一条 主務大臣（国土交通大臣を除く。）又は機

第四十条 国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ
、財務大臣に協議しなければならない。
一 （略）
二 第三十一条第三項の規定により国土交通省令を定
めようとするとき。
三 第三十二条第一項若しくは第五項又は第三十四条
第一項の規定による認可をしようとするとき。

第三十九条 主務大臣（国土交通大臣を除く。）は、次
の場合には、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなけ
ればならない。
一 （略）
二 通則法第三十条第四項の規定による命令をしよう
とするとき。
三 通則法第六十五条第一項の規定による求めをしよ
うとするとき。

（協議）
第三十八条 国土交通大臣は、次の場合には、あらかじ
め、主務大臣（国土交通大臣を除く。）に協議しなけ
ればならない。
一 通則法第四十六条の二第一項、第二項若しくは第
三項ただし書又は第四十八条第一項の規定による認
可をしようとするとき。
二 （略）
三 第三十一条第三項又は通則法第三十七条若しくは
第五十条の規定により国土交通省令を定めようとす
るとき。
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削除

構は、次の行為については、国土交通大臣を経てしな
ければならない。
一～三 （略）
四 機構の通則法第三十二条第二項の規定による主務
大臣への提出
五 主務大臣の通則法第六十七条第一号又は第四号（
通則法第三十条第一項に係る部分に限る。）の規定
による財務大臣との協議

第四十二条

構は、次の行為については、国土交通大臣を経てしな
ければならない。
一～三 （略）
四 機構の通則法第三十三条の規定による主務大臣へ
の提出
五 主務大臣の通則法第六十七条第一号又は第二号（
通則法第三十条第一項に係る部分に限る。）の規定
による財務大臣との協議

（独立行政法人評価委員会への意見聴取等）
第四十二条 第三十七条第二項第三号に規定する業務に
関する通則法第二十八条第三項、第二十九条第三項、
第三十条第三項及び第三十五条第二項の規定の適用に
ついては、これらの規定中「評価委員会」とあるのは
、「農林水産省の独立行政法人評価委員会」とする。
２ 第三十七条第二項第四号に規定する業務に関する通
則法第二十八条第三項、第二十九条第三項、第三十条
第三項及び第三十五条第二項の規定の適用については
、これらの規定中「評価委員会」とあるのは、「政令
で定めるところにより、厚生労働省、農林水産省若し
くは経済産業省の独立行政法人評価委員会又は評価委
員会」とする。
３ 国土交通省の独立行政法人評価委員会は、次の場合
には、第三十七条第二項第三号に規定する業務に関し
農林水産省の独立行政法人評価委員会の、同項第四号
に規定する業務に関し政令で定めるところにより厚生
労働省、農林水産省又は経済産業省の独立行政法人評
価委員会の意見を聴かなければならない。
一 通則法第三十二条第一項又は第三十四条第一項の
規定による評価を行おうとするとき。
二 通則法第三十二条第三項後段（通則法第三十四条
第三項において準用する場合を含む。）の規定によ
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（権利及び義務の承継に伴う経過措置）
第三条 （略）
２ 前項の水資源開発債券は、第三十二条第二項及び第
三項の規定の適用については、同条第一項の規定によ
る水資源債券とみなす。

則

る勧告をしようとするとき。
附

（権利及び義務の承継に伴う経過措置）
第三条 （略）
２ 前項の水資源開発債券は、第三十二条第三項及び第
四項の規定の適用については、同条第一項の規定によ
る水資源債券とみなす。
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○

独立行政法人自動車事故対策機構法（平成十四年法律第百八十三号）（第百九十七条関係）
（傍線部分は改正部分）

行

（機構の目的）
第三条 （略）

現

（機構の目的）
第三条 （略）

（新設）

案

（中期目標管理法人）
第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

正

（事務所）
第四条 （略）

改

（理事の任期）
第十条 理事の任期は、当該理事について理事長が定め
る期間（その末日が通則法第二十一条第一項の規定に
よる理事長の任期の末日以前であるものに限る。）と
する。

（役員の任期）
第十条 理事長の任期は、任命の日から、その日を含む
機構に係る通則法第二十九条第二項第一号に規定する
中期目標の期間（以下「中期目標の期間」という。）
の末日までとする。
２ 通則法第二十九条第一項後段の規定により中期目標
が変更された場合において中期目標の期間が変更され
たときは、理事長の任期は、変更後の中期目標の期間
の末日までとする。
３ 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期
間（その末日が理事長の任期の末日以前であるものに
限る。）とする。
４ 第二項の規定により理事長の任期が変更された場合
において、理事の任期の末日が理事長の任期の末日後
となるときは、当該理事の任期は、変更後の理事長の
任期の末日までとする。
監事の任期は、二年とする。
５
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（利益及び損失の処理の特例等）
第十五条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規
定する中期目標の期間（以下この項において「中期目
標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則法
第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行っ
た後、同条第一項の規定による積立金があるときは、
その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受
けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期
間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計
画（同項後段の規定による変更の認可を受けたときは
、その変更後のもの）の定めるところにより、当該次
の中期目標の期間における第十三条に規定する業務の
財源に充てることができる。
（削る）

２ 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額
から同項の規定による承認を受けた金額を控除してな
お残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しな
ければならない。
３ 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。
（長期借入金）
第十六条 （略）
（削る）

（償還計画）

（利益及び損失の処理の特例等）
第十五条 機構は、中期目標の期間の最後の事業年度に
係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による
整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があ
るときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣
の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中
期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受
けた中期計画（同項後段の規定による変更の認可を受
けたときは、その変更後のもの）の定めるところによ
り、当該次の中期目標の期間における第十三条に規定
する業務の財源に充てることができる。

２ 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
３ 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金
額から同項の規定による承認を受けた金額を控除して
なお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付し
なければならない。
４ 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。

（長期借入金）
第十六条 （略）
２ 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
（償還計画）
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第十七条 （略）
２ 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。

（略）

第十七条
（削る）

（財務大臣との協議）
第二十一条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣
に協議しなければならない。
一 第五条第二項、第十六条第一項又は第十七条第一
項の認可をしようとするとき。
（略）

（主務大臣等）
第二十二条 機構に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通
省及び国土交通省令とする。

二

（財務大臣との協議）
第二十一条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣
に協議しなければならない。
一 第五条第二項、第十六条又は第十七条の認可をし
ようとするとき。
（略）
二

（主務大臣等）
第二十二条 機構に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令と
する。
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○

則

改

正

案

２

（略）

則

現

行

（傍線部分は改正部分）

（権利及び義務の承継に伴う経過措置）
第三条 前条第一項の規定により機構が承継するこの法
律による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒
音による障害の防止等に関する法律（以下「旧法」と
いう。）第五十二条第一項の規定による空港周辺整備
債券は、新法第三十条第三項及び第四項の規定の適用
については、同条第一項の規定による空港周辺整備債
券とみなす。

附

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律（平成十四年法律第
百八十四号）（第百九十八条関係）

附
（権利及び義務の承継に伴う経過措置）
第三条 前条第一項の規定により機構が承継するこの法
律による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒
音による障害の防止等に関する法律（以下「旧法」と
いう。）第五十二条第一項の規定による空港周辺整備
債券は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による
障害の防止等に関する法律第三十条第二項及び第三項
の規定の適用については、同条第一項の規定による空
港周辺整備債券とみなす。
（略）

２
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○

独立行政法人都市再生機構法（平成十五年法律第百号）（第百九十九条関係）

（傍線部分は改正部分）

（機構の目的）
第三条 （略）

行

（機構の目的）
第三条 （略）

（新設）

現

（中期目標管理法人）
第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

案

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及
び監事の任期は二年とする。

正

（副理事長及び理事の任期）
第八条 副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年
とする。

改

（利益及び損失の処理の特例等）
第三十三条 （略）
２ （略）
（削る）

（利益及び損失の処理の特例等）
第三十三条 （略）
２ （略）
３ 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
４ 機構は、第二項に規定する積立金の額に相当する金
額から同項の規定による承認を受けた金額を控除して
なお残余があるときは、その残余の額を国庫及び機構
に出資した地方公共団体に納付しなければならない。
５ 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。
３ 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額
から同項の規定による承認を受けた金額を控除してな
お残余があるときは、その残余の額を国庫及び機構に
出資した地方公共団体に納付しなければならない。
４ 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。
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（長期借入金及び都市再生債券）
第三十四条 （略）
（削る）

４
５
６
７

（長期借入金及び都市再生債券）
第三十四条 （略）
２ 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
３ 第一項の規定による債券（当該債券に係る債権が第
三十六条の規定に基づく信託に係る金銭債権により担
保されているものを除く。）の債権者は、機構の財産
について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受
ける権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

３
４
５
６

（償還計画）
第三十九条 （略）
２ 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。

２ 前項の規定による債券（当該債券に係る債権が第三
十六条の規定に基づく信託に係る金銭債権により担保
されているものを除く。）の債権者は、機構の財産に
ついて他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受け
る権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

（償還計画）
第三十九条 （略）
（削る）

（協議）
第四十条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に
協議しなければならない。
一 第五条第二項、第十七条第一項、第三十四条第一
項若しくは第五項、第三十六条、第三十七条又は前
条第一項の認可をしようとするとき。
二 （略）
（略）
２

（主務大臣等）

（協議）
第四十条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に
協議しなければならない。
一 第五条第二項、第十七条第一項、第三十四条第一
項若しくは第四項、第三十六条、第三十七条又は前
条の認可をしようとするとき。
二 （略）
（略）

２

（主務大臣等）
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第四十一条 機構に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令と
する。
則

第四十一条 機構に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通
省及び国土交通省令とする。
附

第九条 附則第七条第二号及び第三号並びに前条各号に
掲げる債券は、第三十四条第三項及び第四項の規定の
適用については、同条第一項の規定による都市再生債
券とみなす。

則

第九条 附則第七条第二号及び第三号並びに前条各号に
掲げる債券は、第三十四条第二項及び第三項の規定の
適用については、同条第一項の規定による都市再生債
券とみなす。

18

（都市再生機構宅地債券の発行）
第十五条 機構は、当分の間、国土交通大臣の認可を受
けて、自ら造成した宅地（附則第四条第一項の規定に
より都市公団から承継したものを含み、自己の居住の
用に供する宅地を必要とする者に譲渡するものその他
国土交通省令で定めるものに限る。）を譲り受けるこ
とを希望する者が引き受けるべきものとして、都市再
生機構宅地債券を発行することができる。この場合に
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附

（業務の特例）
第十二条 （略）
２ （略）
３ 宅地造成等経過業務に係る勘定については、通則法
第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用
しない。
４・５ （略）
６ 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、財務大臣に協議しなければならない。

（略）

（業務の特例）
第十二条 （略）
２ （略）
３ 宅地造成等経過業務に係る勘定については、通則法
第四十四条第一項ただし書、第三項及び第四項の規定
は、適用しない。
４・５ （略）
６ 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議し
なければならない。
７～
（略）

７～

（都市再生機構宅地債券の発行）
第十五条 機構は、当分の間、国土交通大臣の認可を受
けて、自ら造成した宅地（附則第四条第一項の規定に
より都市公団から承継したものを含み、自己の居住の
用に供する宅地を必要とする者に譲渡するものその他
国土交通省令で定めるものに限る。）を譲り受けるこ
とを希望する者が引き受けるべきものとして、都市再
生機構宅地債券を発行することができる。この場合に

18

おける第三十九条の規定の適用については、同条中「
及び債券」とあるのは、「、債券及び都市再生機構宅
地債券」とする。
２ 附則第八条（第一号に係る部分を除く。）及び第九
条の規定は、前項の規定により機構が発行する都市再
生機構宅地債券について準用する。この場合において
、同条中「及び第三項」とあるのは、「から第六項ま
で」と読み替えるものとする。

おける第三十九条の規定の適用については、同条第一
項中「及び債券」とあるのは、「、債券及び都市再生
機構宅地債券」とする。
２ 附則第八条（第一号に係る部分を除く。）及び第九
条の規定は、前項の規定により機構が発行する都市再
生機構宅地債券について準用する。この場合において
、同条中「及び第四項」とあるのは、「から第七項ま
で」と読み替えるものとする。
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○

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（平成十六年法律第百号）（第二百条関係）
（傍線部分は改正部分）

（機構の目的）
第四条 （略）

（新設）

（機構の目的）
第四条 （略）

行

（中期目標管理法人）
第四条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

（事務所）
第五条 （略）

現

（事務所）
第五条 （略）

（役員の任期）
第九条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

案

（理事の任期）
第九条 理事の任期は、二年とする。

（道路資産に係る債務の引受け等）
第十五条 （略）
２ （略）
３ 前項の先取特権の順位は、民法（明治二十九年法律
第八十九号）の規定による一般の先取特権に次ぐもの
とし、かつ、第二十二条第四項の規定による先取特権
と同順位とする。

正

（道路資産に係る債務の引受け等）
第十五条 （略）
２ （略）
３ 前項の先取特権の順位は、民法（明治二十九年法律
第八十九号）の規定による一般の先取特権に次ぐもの
とし、かつ、第二十二条第三項の規定による先取特権
と同順位とする。

（利益及び損失の処理の特例等）
第二十一条 機構の第十二条第一項の業務に係る勘定（
以下「高速道路勘定」という。）については、通則法
第四十四条第一項ただし書、第三項及び第四項の規定
は、適用しない。

改

（利益及び損失の処理の特例等）
第二十一条 機構の第十二条第一項の業務に係る勘定（
以下「高速道路勘定」という。）については、通則法
第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用
しない。
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２・３ （略）
（削る）

４ 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額
から同項の規定による承認を受けた金額を控除してな
お残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しな
ければならない。
５ 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。
（長期借入金及び日本高速道路保有・債務返済機構債
券）
第二十二条 （略）
２ （略）
（削る）

３ 前二項の規定による債券の債権者は、機構の財産に
ついて他の債権者（引受社債権者を除く。）に先立っ
て自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

２・３ （略）
４ 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようと
するときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人
評価委員会の意見を聴かなければならない。
５ 機構は、第三項に規定する積立金の額に相当する金
額から同項の規定による承認を受けた金額を控除して
なお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付し
なければならない。
６ 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続そ
の他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める
。

（長期借入金及び日本高速道路保有・債務返済機構債
券）
第二十二条 （略）
２ （略）
３ 国土交通大臣は、第一項の規定による認可をしよう
とするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法
人評価委員会の意見を聴かなければならない。
４ 第一項又は第二項の規定による債券の債権者は、機
構の財産について他の債権者（引受社債権者を除く。
）に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する
。
５
６
７
８

（略）
（略）
（略）
（略）

４
５
６
７

（略）
（略）
（略）
（略）

（返済計画）
第二十四条 （略）
（削る）

（返済計画）
第二十四条 （略）
２ 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようと
するときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人
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評価委員会の意見を聴かなければならない。

２

（財務大臣との協議等）
第二十七条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣
に協議しなければならない。
一 第六条第二項、第十四条第一項（第四号、第五号
及び第八号に係る部分に限る。）、第二十二条第一
項若しくは第六項又は第二十四条第一項の認可をし
ようとする場合
二 （略）
（略）

２

（主務大臣等）
第二十八条 機構に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通
省及び国土交通省令とする。

（財務大臣との協議等）
第二十七条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣
に協議しなければならない。
一 第六条第二項、第十四条第一項（第四号、第五号
及び第八号に係る部分に限る。）、第二十二条第一
項若しくは第五項又は第二十四条の認可をしようと
する場合
二 （略）
（略）

（主務大臣等）
第二十八条 機構に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令と
する。
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○

独立行政法人住宅金融支援機構法（平成十七年法律第八十二号）（第二百一条関係）

（傍線部分は改正部分）

（機構の目的）
第四条 （略）

行

（機構の目的）
第四条 （略）

（新設）

現

（中期目標管理法人）
第四条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中
期目標管理法人とする。

（事務所）
第五条 （略）

案

（事務所）
第五条 （略）

（役員の任期）
第十条 理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及
び監事の任期は二年とする。

正

（副理事長及び理事の任期）
第十条 副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年
とする。

改

（利益及び損失の処理の特例等）
第十八条 （略）
２ （略）
（削る）

（利益及び損失の処理の特例等）
第十八条 （略）
２ （略）
３ 主務大臣は、前二項の規定による承認をしようとす
るときは、あらかじめ、主務省の独立行政法人評価委
員会の意見を聴かなければならない。
４ 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金
額から同項及び第二項の規定による承認を受けた金額
を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国
庫に納付しなければならない。
５ （略）
６ 第一項から第四項までの規定は、前項の勘定につい
て準用する。この場合において、第一項中「通則法第
３ 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金
額から前二項の規定による承認を受けた金額を控除し
てなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付
しなければならない。
４ （略）
５ 第一項から第三項までの規定は、前項の勘定につい
て準用する。この場合において、第一項中「通則法第
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７

四十四条第一項又は第二項」とあるのは、「第五項の
規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項又
は通則法第四十四条第二項」と読み替えるものとする
。
（略）

６

四十四条第一項又は第二項」とあるのは、「第四項の
規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項又
は通則法第四十四条第二項」と読み替えるものとする
。
（略）

（長期借入金及び住宅金融支援機構債券等）
第十九条 （略）
２・３ （略）
（削る）

（長期借入金及び住宅金融支援機構債券等）
第十九条 （略）
２・３ （略）
４ 主務大臣は、第一項又は前項の規定による認可をし
ようとするときは、あらかじめ、主務省の独立行政法
人評価委員会の意見を聴かなければならない。
５ 第一項若しくは第二項の規定による機構債券（当該
機構債券に係る債権が第二十一条の規定に基づく特定
信託に係る貸付債権により担保されているものを除く
。）又は第三項の規定による財形住宅債券の債権者は
、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債
権の弁済を受ける権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

（償還計画）
第二十四条 （略）
（削る）

５
６
７
８

（主務大臣等）
第二十九条 機構に係る通則法における主務大臣、主務
省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び財務大

（償還計画）
第二十四条 （略）
２ 主務大臣は、前項の規定による認可をしようとする
ときは、あらかじめ、主務省の独立行政法人評価委員
会の意見を聴かなければならない。

６
７
８
９

４ 第一項若しくは第二項の規定による機構債券（当該
機構債券に係る債権が第二十一条の規定に基づく特定
信託に係る貸付債権により担保されているものを除く
。）又は前項の規定による財形住宅債券の債権者は、
機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権
の弁済を受ける権利を有する。
（略）
（略）
（略）
（略）

（主務大臣等）
第二十九条 機構に係る通則法における主務大臣及び主
務省令は、それぞれ国土交通大臣及び財務大臣並びに
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２

国土交通省令・財務省令とする。
（略）
則

２
則

臣、国土交通省及び財務省並びに国土交通省令・財務
省令とする。
（略）
附

（業務の特例等）
第七条 （略）
２～６ （略）
７ 機構は、既往債権管理勘定において、毎事業年度、
損益計算において利益を生じたとき（附則第九条第二
項の規定による交付金の交付を受けた場合にあっては
、同条第三項の規定による整理を行った後なお利益が
あるとき）は、通則法第四十四条第一項、第三項及び
第四項の規定にかかわらず、前事業年度から繰り越し
た損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額
のうち主務大臣の承認を受けた金額を積立金として整
理するものとする。
８・９ （略）
主務大臣は、第七項又は前項の規定による承認をし
ようとするときは、あらかじめ、主務省の独立行政法
人評価委員会の意見を聴かなければならない。
機構は、第九項に規定する第七項の規定による積立
金の額に相当する金額から第九項の規定による承認を
受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残
余の額を国庫に納付しなければならない。
（略）
（略）
（略）
（略）
第十四項の規定による既往債権管理勘定の廃止の時
において、政府から機構に対し既往債権管理業務に充
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附
（業務の特例等）
第七条 （略）
２～６ （略）
７ 機構は、既往債権管理勘定において、毎事業年度、
損益計算において利益を生じたとき（附則第九条第二
項の規定による交付金の交付を受けた場合にあっては
、同条第三項の規定による整理を行った後なお利益が
あるとき）は、通則法第四十四条第一項及び第三項の
規定にかかわらず、前事業年度から繰り越した損失を
埋め、なお残余があるときは、その残余の額のうち主
務大臣の承認を受けた金額を積立金として整理するも
のとする。
８・９ （略）
（削る）

機構は、前項に規定する第七項の規定による積立金
の額に相当する金額から前項の規定による承認を受け
た金額を控除してなお残余があるときは、その残余の
額を国庫に納付しなければならない。
（略）
（略）
（略）
（略）
第十三項の規定による既往債権管理勘定の廃止の時
において、政府から機構に対し既往債権管理業務に充

10

11

16 15 14 13 12

10
15 14 13 12 11

（住宅金融公庫法の廃止に伴う経過措置）
第十一条 次に掲げる債券は、第十九条第四項及び第五
項の規定の適用については、同条第一項の規定による
機構債券又は同条第三項の規定による財形住宅債券と
みなす。
一～三 （略）

（住宅金融支援機構住宅宅地債券の発行）
第八条 機構は、当分の間、主務大臣の認可を受けて、
旧住宅宅地債券引受者のうち附則第十条の規定の施行
の際現に住宅金融公庫住宅宅地債券を所有している者
が引き受けるべきものとして、住宅金融支援機構住宅
宅地債券を発行することができる。この場合における
第十九条第四項から第八項まで及び第二十四条の規定
の適用については、第十九条第四項中「又は前項の規
定による財形住宅債券」とあるのは「、前項の規定に
よる財形住宅債券又は住宅金融支援機構住宅宅地債券
」と、同条第六項から第八項までの規定中「又は財形
住宅債券」とあるのは「、財形住宅債券又は住宅金融
支援機構住宅宅地債券」と、第二十四条中「及び財形
住宅債券」とあるのは「、財形住宅債券及び住宅金融
支援機構住宅宅地債券」とする。

てるべきものとして出資された額については、機構に
対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、
その額により資本金を減少するものとする。

（住宅金融公庫法の廃止に伴う経過措置）
第十一条 次に掲げる債券は、第十九条第五項及び第六
項の規定の適用については、同条第一項の規定による
機構債券又は同条第三項の規定による財形住宅債券と
みなす。
一～三 （略）

（住宅金融支援機構住宅宅地債券の発行）
第八条 機構は、当分の間、主務大臣の認可を受けて、
旧住宅宅地債券引受者のうち附則第十条の規定の施行
の際現に住宅金融公庫住宅宅地債券を所有している者
が引き受けるべきものとして、住宅金融支援機構住宅
宅地債券を発行することができる。この場合における
第十九条第五項から第九項まで及び第二十四条の規定
の適用については、第十九条第五項中「又は第三項の
規定による財形住宅債券」とあるのは「、第三項の規
定による財形住宅債券又は住宅金融支援機構住宅宅地
債券」と、同条第七項から第九項までの規定中「又は
財形住宅債券」とあるのは「、財形住宅債券又は住宅
金融支援機構住宅宅地債券」と、第二十四条第一項中
「及び財形住宅債券」とあるのは「、財形住宅債券及
び住宅金融支援機構住宅宅地債券」とする。

てるべきものとして出資された額については、機構に
対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、
その額により資本金を減少するものとする。
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○

則

改

正

案
則

現

行

（傍線部分は改正部分）

（国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置）
第五条 施行日前に施行日前の土木研究所等を退職した
者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部
を改正する法律（平成二十年法律第九十五号）附則第
二条の規定によりなお従前の例によることとされる場
合における同法第一条の規定による改正前の国家公務
員退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の
適用については、独立行政法人土木研究所及び独立行
政法人北海道開発土木研究所を退職した者にあっては
独立行政法人土木研究所の、独立行政法人建築研究所
を退職した者にあっては独立行政法人建築研究所の、
独立行政法人交通安全環境研究所を退職した者にあっ
ては独立行政法人交通安全環境研究所の、独立行政法
人海上技術安全研究所を退職した者にあっては独立行
政法人海上技術安全研究所の、独立行政法人港湾空港
技術研究所を退職した者にあっては独立行政法人港湾
空港技術研究所の、独立行政法人電子航法研究所を退
職した者にあっては独立行政法人電子航法研究所の、
独立行政法人海技大学校及び独立行政法人海員学校を
退職した者にあっては独立行政法人海技教育機構の、
独立行政法人航海訓練所を退職した者にあっては独立
行政法人航海訓練所の、独立行政法人航空大学校を退
職した者にあっては独立行政法人航空大学校の理事長
は、同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長

附

独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律（平成十八年法律第二十八号）
（第二百二条関係）

附
（国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置）
第五条 施行日前に施行日前の土木研究所等を退職した
者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部
を改正する法律（平成二十年法律第九十五号）附則第
二条の規定によりなお従前の例によることとされる場
合における同法第一条の規定による改正前の国家公務
員退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の
適用については、独立行政法人土木研究所及び独立行
政法人北海道開発土木研究所を退職した者にあっては
国立研究開発法人土木研究所の、独立行政法人建築研
究所を退職した者にあっては国立研究開発法人建築研
究所の、独立行政法人交通安全環境研究所を退職した
者にあっては独立行政法人法人交通安全環境研究所の
、独立行政法人海上技術安全研究所を退職した者にあ
っては国立研究開発法人海上技術安全研究所の、独立
行政法人港湾空港技術研究所を退職した者にあっては
国立研究開発法人港湾空港技術研究所の、独立行政法
人電子航法研究所を退職した者にあっては国立研究開
発法人電子航法研究所の、独立行政法人海技大学校及
び独立行政法人海員学校を退職した者にあっては独立
行政法人海技教育機構の、独立行政法人航海訓練所を
退職した者にあっては独立行政法人航海訓練所の、独
立行政法人航空大学校を退職した者にあっては独立行
政法人航空大学校の理事長は、同法第十二条の二第一
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項に規定する各省各庁の長等とみなす。

等とみなす。
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○

改

正

案

環境省設置法（平成十一年法律第百一号）（第二百三条関係）

（略）

第九条の二

（略）

現

行

（傍線部分は改正部分）

（設置）
（設置）
第七条 別に法律で定めるところにより環境省に置かれ 第七条 別に法律で定めるところにより環境省に置かれ
る審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとす
る審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとす
る。
る。
中央環境審議会
中央環境審議会
公害健康被害補償不服審査会
公害健康被害補償不服審査会
有明海・八代海等総合調査評価委員会
有明海・八代海等総合調査評価委員会
独立行政法人評価委員会
第十条

（削る）

（独立行政法人評価委員会）
第十条 独立行政法人評価委員会については、独立行政
法人通則法（平成十一年法律第百三号。これに基づく
命令を含む。）の定めるところによる。
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○

正

案

現

独立行政法人国立環境研究所法（平成十一年法律第二百十六号）（第二百四条関係）

改

行

（傍線部分は改正部分）

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一
年法律第百三号。以下「通則法」という。）の定め
るところにより設立される通則法第二条第一項に規
定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人国
立環境研究所とする。

（目的）
第一条 この法律は、国立研究開発法人国立環境研究
所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定め
ることを目的とする。

（研究所の目的）
第三条 独立行政法人国立環境研究所（以下「研究所
」という。）は、地球環境保全、公害の防止、自然
環境の保護及び整備その他の環境の保全（良好な環
境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。
）に関する調査及び研究を行うことにより、環境の
保全に関する科学的知見を得、及び環境の保全に関
する知識の普及を図ることを目的とする。

（名称）
第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一
年法律第百三号。以下「通則法」という。）の定め
るところにより設立される通則法第二条第一項に規
定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立環
境研究所とする。

（目的）
第一条 この法律は、独立行政法人国立環境研究所の
名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めるこ
とを目的とする。

独立行政法人国立環境研究所法

（研究所の目的）
第三条 国立研究開発法人国立環境研究所（以下「研
究所」という。）は、地球環境保全、公害の防止、
自然環境の保護及び整備その他の環境の保全（良好
な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」とい
う。）に関する調査及び研究を行うことにより、環
境の保全に関する科学的知見を得、及び環境の保全
に関する知識の普及を図ることを目的とする。

（新設）

国立研究開発法人国立環境研究所法

（国立研究開発法人）
第三条の二 研究所は、通則法第二条第三項に規定す
る国立研究開発法人とする。
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（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任
期は二年とする。

（事務所）
第四条 （略）

（積立金の処分）
第十二条 研究所は、通則法第二十九条第二項第一号
に規定する中期目標の期間（以下この項において「
中期目標の期間」という。）の最後の事業年度に係
る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による
整理を行った後、同条第一項の規定による積立金が
あるときは、その額に相当する金額のうち環境大臣
の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の
中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可
を受けた中期計画（同項後段の規定による変更の認
可を受けたときは、その変更後のもの）の定めると
ころにより、当該次の中期目標の期間における前条
に規定する業務の財源に充てることができる。

２ 環境大臣は、前項の規定による承認をしようとす
るときは、あらかじめ、環境省の独立行政法人評価
委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しな
ければならない。
３・４ （略）

（積立金の処分）
第十二条 研究所は、通則法第三十五条の四第二項第
一号に規定する中長期目標の期間（以下この項にお
いて「中長期目標の期間」という。）の最後の事業
年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規
定による整理を行った後、同条第一項の規定による
積立金があるときは、その額に相当する金額のうち
環境大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の
期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五
条の五第一項の認可を受けた中長期計画（同項後段
の規定による変更の認可を受けたときは、その変更
後のもの）の定めるところにより、当該次の中長期
目標の期間における前条に規定する業務の財源に充
てることができる。
２ 環境大臣は、前項の規定による承認をしようとす
るときは、財務大臣に協議しなければならない。

３・４

（主務大臣等）
第十四条 研究所に係る通則法における主務大臣、主
務省及び主務省令は、それぞれ環境大臣、環境省及

（略）

（主務大臣等）
第十四条 研究所に係る通則法における主務大臣及び
主務省令は、それぞれ環境大臣及び環境省令とする
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。

び環境省令とする。
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○

独立行政法人環境再生保全機構法（平成十五年法律第四十三号）（第二百五条関係）

（傍線部分は改正部分）

（機構の目的）
第三条 （略）

行

（機構の目的）
第三条 （略）

（新設）

現

（中期目標管理法人）
第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する
中期目標管理法人とする。

（事務所）
第四条 （略）

案

（事務所）
第四条 （略）

（役員の任期）
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任
期は二年とする。

正

（理事の任期）
第八条 理事の任期は、二年とする。

改

（積立金の処分）
第十三条 （略）
（削る）

（積立金の処分）
第十三条 （略）
２ 環境大臣は、前項の規定による承認をしようとす
るときは、あらかじめ、環境省の独立行政法人評価
委員会の意見を聴かなければならない。
３ 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する
金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除
してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に
納付しなければならない。
４ 前三項に定めるもののほか、前項の納付金の納付
に係る手続その他積立金の処分に関し必要な事項は
、政令で定める。

２ 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金
額から同項の規定による承認を受けた金額を控除し
てなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納
付しなければならない。
３ 前二項に定めるもののほか、前項の納付金の納付
に係る手続その他積立金の処分に関し必要な事項は
、政令で定める。
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（公害健康被害予防基金）
第十四条 （略）
２ 通則法第四十七条及び第六十七条（第四号に係る部
分に限る。）の規定は、公害健康被害予防基金の運用
について準用する。この場合において、通則法第四十
七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で
元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとす
る。

３

（公害健康被害予防基金）
第十四条 （略）
２ 通則法第四十七条及び第六十七条（第七号に係る部
分に限る。）の規定は、公害健康被害予防基金の運用
について準用する。この場合において、通則法第四十
七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で
元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする
。

３

（石綿健康被害救済基金）
第十六条の二 （略）
２ 通則法第四十七条及び第六十七条（第四号に係る部
分に限る。）の規定は、石綿健康被害救済基金の運用
について準用する。この場合において、通則法第四十
七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で
元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとす
る。

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金）
第十六条 （略）
２ 通則法第四十七条及び第六十七条（第四号に係る部
分に限る。）の規定は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処
理基金の運用について準用する。この場合において、
通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、
「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替
えるものとする。
（略）

（石綿健康被害救済基金）
第十六条の二 （略）
２ 通則法第四十七条及び第六十七条（第七号に係る部
分に限る。）の規定は、石綿健康被害救済基金の運用
について準用する。この場合において、通則法第四十
七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で
元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする
。

（主務大臣等）
第十八条 （略）
２ 機構に係る通則法における主務省及び主務省令は

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金）
第十六条 （略）
２ 通則法第四十七条及び第六十七条（第七号に係る部
分に限る。）の規定は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処
理基金の運用について準用する。この場合において、
通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、
「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替え
るものとする。
（略）

（主務大臣等）
第十八条 （略）
２ 機構に係る通則法における主務省令は、環境省令
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とする。

、それぞれ環境省及び環境省令とする。
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○

則

改

正

案
附

則

現

行

独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律（平成十八年法律第二十九号）（第二百六条関係）
（傍線部分は改正部分）

附

（国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置）
（国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置）
第五条 施行日前に施行日前の研究所を退職した者の 第五条 施行日前に施行日前の研究所を退職した者の退
退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を
職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正
改正する法律（平成二十年法律第九十五号）附則第
する法律（平成二十年法律第九十五号）附則第二条の
二条の規定によりなお従前の例によることとされる
規定によりなお従前の例によることとされる場合にお
場合における同法第一条の規定による改正前の国家
ける同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職
公務員退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の
手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用に
規定の適用については、国立研究開発法人国立環境
ついては、施行日後の研究所の理事長は、同法第十二
研究所の理事長は、同法第十二条の二第一項に規定
条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。
する各省各庁の長等とみなす。
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○

正

案

行

第二十八条の二 （略）
２～４ （略）
５ 国家公務員退職手当法第七条第二項及び第四項の規
定は、前項ただし書に規定する自衛官としての在職期
間の計算について準用する。この場合において、同条
第二項中「職員となつた日」とあるのは「学生又は生
徒としての正規の課程を終了し、引き続いて自衛官に
任用された日」と、「退職した日」とあるのは「事務
官等となつた日又は退職した日」と、同条第四項中「
前三項の規定による」とあるのは「防衛省の職員の給
与等に関する法律第二十八条の二第五項において準用
する第二項の規定による」と、「月数（国家公務員法
第百八条の六第一項ただし書若しくは特定独立行政法
人の労働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百
五十七号）第七条第一項ただし書に規定する事由又は
これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要
しなかつた期間については、その月数）を前三項」と
あるのは「月数を同項」と読み替えるものとする。

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）（第二百七条関係）
（傍線部分は改正部分）
改
第二十八条の二 （略）
２～４ （略）
５ 国家公務員退職手当法第七条第二項及び第四項の規
定は、前項ただし書に規定する自衛官としての在職期
間の計算について準用する。この場合において、同条
第二項中「職員となつた日」とあるのは「学生又は生
徒としての正規の課程を終了し、引き続いて自衛官に
任用された日」と、「退職した日」とあるのは「事務
官等となつた日又は退職した日」と、同条第四項中「
前三項の規定による」とあるのは「防衛省の職員の給
与等に関する法律第二十八条の二第五項において準用
する第二項の規定による」と、「月数（国家公務員法
第百八条の六第一項ただし書若しくは行政執行法人の
労働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十
七号）第七条第一項ただし書に規定する事由又はこれ
らに準ずる事由により現実に職務をとることを要しな
かつた期間については、その月数）を前三項」とある
のは「月数を同項」と読み替えるものとする。

- 562 -

○

正

案

防衛省設置法（昭和二十九年法律第百六十四号）（第二百八条関係）

改

現

行

（傍線部分は改正部分）

名称
（略）

法律

（略）

名称

（略）

法律

（設置）
第十三条 別に法律で定めるところにより防衛省に置か
れる審議会等は、次の表の上欄に掲げるものとし、当
該審議会等については、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。）の定めるところ
による。

（略）

捕虜資格認定等審査会

武力攻撃事態における捕虜
等の取扱いに関する法律（
平成十六年法律第百十七号
）

（設置）
第十三条 別に法律で定めるところにより防衛省に置か
れる審議会等は、次の表の上欄に掲げるものとし、当
該審議会等については、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。）の定めるところ
による。

捕虜資格認定等審査会

武力攻撃事態における捕虜
等の取扱いに関する法律（
平成十六年法律第百十七号
）
（削る）

独立行政法人評価委員会

（削る）

独立行政法人通則法（平成
十一年法律第百三号）
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○

自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）（第二百九条関係）

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

（職務に専念する義務）
第六十条 （略）
２ 隊員は、法令に別段の定めがある場合を除き、防衛
省以外の国家機関の職若しくは独立行政法人通則法（
平成十一年法律第百三号）第二条第二項に規定する特
定独立行政法人（次項及び第六十三条において「特定
独立行政法人」という。）の職を兼ね、又は地方公共
団体の機関の職に就くことができない。
３ 隊員は、自己の職務以外の防衛省の職務を行い、又
は防衛省以外の国家機関の職若しくは特定独立行政法
人の職を兼ね、若しくは地方公共団体の機関の職に就
く場合においても、防衛省令で定める場合を除き、給
与を受けることができない。

正

（職務に専念する義務）
第六十条 （略）
２ 隊員は、法令に別段の定めがある場合を除き、防衛
省以外の国家機関の職若しくは独立行政法人通則法（
平成十一年法律第百三号）第二条第四項に規定する行
政執行法人（次項及び第六十三条において「行政執行
法人」という。）の職を兼ね、又は地方公共団体の機
関の職に就くことができない。
３ 隊員は、自己の職務以外の防衛省の職務を行い、又
は防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の
職を兼ね、若しくは地方公共団体の機関の職に就く場
合においても、防衛省令で定める場合を除き、給与を
受けることができない。

（他の職又は事業の関与制限）
第六十三条 隊員は、報酬を受けて、第六十条第二項に
規定する国家機関、特定独立行政法人及び地方公共団
体の機関の職並びに前条第一項の地位以外の職又は地
位に就き、あるいは営利企業以外の事業を行う場合に
は、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣の承認
を受けなければならない。

改

（他の職又は事業の関与制限）
第六十三条 隊員は、報酬を受けて、第六十条第二項に
規定する国家機関、行政執行法人及び地方公共団体の
機関の職並びに前条第一項の地位以外の職又は地位に
就き、あるいは営利企業以外の事業を行う場合には、
防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣の承認を受
けなければならない。
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○

案

現

行

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法（平成十一年法律第二百十七号）（第二百十条関係）
（傍線部分は改正部分）
正

（特定独立行政法人）
第四条 機構は、通則法第二条第二項に規定する特定独
立行政法人とする。

改
（行政執行法人）
第四条 機構は、通則法第二条第四項に規定する行政執
行法人とする。

（役員の任期）
第九条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期
は二年とする。

（積立金の処分）
第十一条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規
定する中期目標の期間（以下この項において「中期目
標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則法
第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行っ
た後、同条第一項の規定による積立金があるときは、
その額に相当する金額のうち防衛大臣の承認を受けた
金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に
係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画（
同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、そ
の変更後のもの）の定めるところにより、当該次の中
期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充
てることができる。
２ 防衛大臣は、前項の規定による承認をしようとする
ときは、あらかじめ、防衛省の独立行政法人評価委員
会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければ
ならない。
３・４ （略）

（理事長及び理事の任期等）
第九条 通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める
期間は、四年とする。
理事の任期は、二年とする。

２

（積立金の処分）
第十一条 機構は、毎事業年度に係る通則法第四十四条
第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条
第一項の規定による積立金があるときは、その額に相
当する金額のうち防衛大臣の承認を受けた金額を、翌
事業年度に係る通則法第三十五条の十第一項の認可を
受けた事業計画（同項後段の規定による変更の認可を
受けたときは、その変更後のもの）の定めるところに
より、翌事業年度における前条に規定する業務の財源
に充てることができる。

（略）

２ 防衛大臣は、前項の規定による承認をしようとする
ときは、財務大臣に協議しなければならない。

３・４
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（主務大臣等）
第十二条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務
省令は、それぞれ防衛大臣及び防衛省令とする。

（主務大臣等）
第十二条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省
及び主務省令は、それぞれ防衛大臣、防衛省及び防衛
省令とする。
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