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参照条 文

高齢 者の医療の 確保に関す る法律︵ 昭和五十七 年法律第八 十号︶︵抄 ︶

難病の患 者に対する 医療等に関 する法律 案
◎
︵被保険 者︶
後期 高齢者医療 広域連合の 区域内に住 所を有す る七十五歳 以上の者

次の 各号のい ずれかに該 当する者は ︑後期高齢 者医療広 域連合が行 う後期高齢 者医療の被 保険者と する︒

一

後期高齢者 医療広域 連合の区域 内に住所を 有する六十 五歳以上 七十五歳未 満の者であ つて︑厚生 労働省令 で定めると ころにより ︑政令で 定める

第五 十条
二

程度の障 害の状態に ある旨の当 該後期高齢 者医療広 域連合の認 定を受けた もの
︵適用除外 ︶

生活保 護法︵昭 和二十五年 法律第百四 十四号︶に よる保護 を受けてい る世帯︵そ の保護を 停止されて いる世帯を 除く︒︶に 属する者

前 条の規定に かかわら ず︑次の各 号のいずれ かに該当す る者は︑ 後期高齢者 医療広域連 合が行う後 期高齢者 医療の被保 険者としな い︒

一

前号に掲げ るもののほ か︑後期高 齢者医療 の適用除外 とすべき特 別の理由 がある者で 厚生労働省 令で定める もの
児童福祉法 ︵昭和二十 三年法律第 百六十四 号︶︵抄︶

二

第五 十一条

◎

この法 律で︑保護 者とは︑親 権を行う者 ︑未成年 後見人その 他の者で︑ 児童を現 に監護する 者をいう︒

健 康保険法 ︵大正十一 年法律第七 十号︶︵抄 ︶

第六条
◎
︵療養 の給付︶
一

薬剤又 は治療材料 の支給

診察

被保険者 の疾病又は 負傷に関 しては︑次 に掲げる療 養の給付を 行う︒

二

処 置︑手術そ の他の治 療

第六十三条

三

1

２

３

五

四
病院又は 診療所への 入院及びそ の療養に伴 う世話そ の他の看護

居宅 における療 養上の管 理及びその 療養に伴う 世話その他 の看護

食事の提供 である療 養であって 前項第五号 に掲げる 療養と併せ て行うもの ︵医療法︵ 昭和二十 三年法律第 二百五号︶ 第七条第二 項第四号 に規定

次に 掲げる療養 に係る給付 は︑前項 の給付に含 まれないも のとする︒
一

する療養 病床︵以下 ﹁療養病床 ﹂という ︒︶への入 院及びその 療養に伴う 世話その 他の看護で あって︑当 該療養を受 ける際︑ 六十五歳に 達する日

の属 する月の翌 月以後で ある被保険 者︵以下﹁ 特定長期入 院被保険 者﹂という ︒︶に係る ものを除 く︒以下﹁ 食事療養﹂ という︒︶

次に 掲げる療養 であって前 項第五号に 掲げる療 養と併せて 行うもの︵ 特定長期 入院被保険 者に係るも のに限る︒ 以下﹁生 活療養﹂と いう︒︶
食事の提供 である療養

二
イ
温度 ︑照明及び 給水に関す る適切な療 養環境の 形成である 療養

厚生労働大 臣が定める 高度の医 療技術を用 いた療養そ の他の療 養であって ︑前項の給 付の対象と すべきも のであるか 否かについ て︑適正な 医療

ロ
三

被保険者の 選定に係る 特別の病 室の提供そ の他の厚生 労働大臣が 定める療 養︵以下﹁ 選定療養﹂ という︒ ︶

の効率的な 提供を図 る観点から 評価を行う ことが必 要な療養と して厚生労 働大臣が定 めるもの ︵以下﹁評 価療養﹂と いう︒︶
四

第一項 の給付を 受けようと する者は︑ 厚生労働省 令で定め るところに より︑次に 掲げる病院 若しくは 診療所又は 薬局のうち ︑自己の 選定するも の

厚生労 働大臣の 指定を受け た病院若し くは診療所 ︵第六十 五条の規定 により病床 の全部又は 一部を除 いて指定を 受けたとき は︑その 除外された

から 受けるもの とする︒
一
二

健 康保険組 合である保 険者が開設 する病院 若しくは診 療所又は薬 局

特定の 保険者が管 掌する被 保険者に対 して診療又 は調剤を 行う病院若 しくは診療 所又は薬局 であって ︑当該保険 者が指定し たもの

病床 を除く︒以 下﹁保険医 療機関﹂と いう︒︶ 又は薬局︵ 以下﹁保険 薬局﹂とい う︒︶
三

︵保険 医療機関 又は保険薬 局の指定の 更新︶

第六十三 条第三項第 一号の指 定は︑指定 の日から起 算して六 年を経過し たときは︑ その効力を 失う︒

保 険医療機関 ︵第六十 五条第二項 の病院及び 診療所を 除く︒︶又 は保険薬局 であって厚 生労働省 令で定める ものについ ては︑前項 の規定に よりそ

第六十八条
２

の指定の効 力を失う日 前六月から 同日前三 月までの間 に︑別段の 申出がない ときは︑ 同条第一項 の申請があ ったもの とみなす︒

被保 険者︵特 定長期入院 被保険者を 除く︒以下 この条に おいて同じ ︒︶が︑厚 生労働省 令で定める ところによ り︑第六十 三条第三 項各号

︵入院時食 事療養費︶
第八十 五条

2

に掲げる 病院又は診 療所のう ち自己の選 定するもの から同条第 一項第五 号に掲げる 療養の給付 と併せて受 けた食事 療養に要し た費用につ いて︑入 院
時食 事療養費 を支給する ︒

入院 時食事療養 費の額は︑ 当該食事 療養につき 食事療養に 要する平均 的な費用 の額を勘案 して厚生労 働大臣が 定める基準 により算定 した費用の 額

３

厚生労働大 臣は︑食事 療養標準 負担額を定 めた後に食 費の状況 その他の事 情が著しく 変動したと きは︑速 やかにその 額を改定し なければな らない︒

厚生 労働大臣は ︑前項の基 準を定めよ うとする ときは︑中 央社会保険 医療協議 会に諮問す るものとす る︒

２

︵そ の額が現に 当該食事 療養に要し た費用の額 を超える ときは︑当 該現に食事 療養に要し た費用の 額︶から︑ 平均的な家 計における 食費の状 況を勘

案して厚 生労働大臣 が定める額 ︵所得の 状況その他 の事情をし ん酌して厚 生労働省 令で定める 者について は︑別に 定める額︒ 以下﹁食事 療養標準負

４

被保 険者が第六 十三条第三 項第一号又 は第二号 に掲げる病 院又は診療 所から食事 療養を受 けたときは ︑保険者は ︑その被 保険者が当 該病院又は 診

担額 ﹂という︒ ︶を控除 した額とす る︒

５

療所 に支払うべ き食事療養 に要した 費用につい て︑入院時 食事療養 費として被 保険者に対 し支給すべ き額の限 度において ︑被保険者 に代わり︑ 当該
前項の規定 による支払 があった ときは︑被 保険者に対 し入院時食 事療養費 の支給があ ったものと みなす︒

病院又は診 療所に支 払うことが できる︒
６

被保険 者が第六 十三条第三 項第三号に 掲げる病院 又は診療 所から食事 療養を受け た場合にお いて︑保 険者がその 被保険者の 支払うべ き食事療養 に

第 六十四条 ︑第七十条 第一項︑第 七十二条第 一項︑第 七十三条︑ 第七十六条 第三項か ら第六項ま で︑第七十 八条及び前 条第一項 の規定は︑ 第六十

働省令で定 めるところ により︑ 領収証を交 付しなけれ ばならな い︒

第六十三条 第三項各号 に掲げる病 院又は診 療所は︑食 事療養に要 した費用に つき︑そ の支払を受 ける際︑当 該支払を した被保険 者に対し︑ 厚生労

みなす︒

要し た費用のう ち入院時食 事療養費と して被保 険者に支給 すべき額に 相当する 額の支払を 免除したと きは︑入院 時食事療 養費の支給 があったも のと

７

８
９

三条第三項 各号に掲げ る病院又 は診療所か ら受けた食 事療養及び これに伴 う入院時食 事療養費の 支給につ いて準用す る︒
︵入院時生 活療養費︶

特定長期 入院被保険 者が︑厚生 労働省令 で定めると ころにより ︑第六十三 条第三項 各号に掲げ る病院又は 診療所のう ち自己の 選定す

入 院時生活療 養費の額 は︑当該生 活療養につ き生活療養 に要する 平均的な費 用の額を勘 案して厚 生労働大臣 が定める基 準により算 定した費 用の額

るものから 同条第一項 第五号に掲 げる療養 の給付と併 せて受けた 生活療養に 要した費 用について ︑入院時生 活療養費 を支給する ︒

第八十 五条の二
２

︵その額が 現に当該生 活療養に要 した費用 の額を超え るときは︑ 当該現に生 活療養に 要した費用 の額︶から ︑平均的 な家計にお ける食費及 び光熱水

費の状 況並びに病 院及び診 療所におけ る生活療養 に要する 費用につい て介護保険 法第五十一 条の二第 二項第一号 に規定する 食費の基準 費用額及 び同

3

項第二号 に規定する 居住費の 基準費用額 に相当する 費用の額を 勘案して 厚生労働大 臣が定める 額︵所得の 状況︑病 状の程度︑ 治療の内容 その他の 事
厚生 労働大臣は ︑前項の基 準を定め ようとする ときは︑中 央社会保険 医療協議 会に諮問す るものとす る︒

情を しん酌し て厚生労働 省令で定め る者につい ては︑別 に定める額 ︒以下﹁生 活療養標準 負担額﹂ という︒︶ を控除した 額とする ︒
３

厚生労働大 臣は︑生 活療養標準 負担額を定 めた後に 勘案又はし ん酌すべき 事項に係る 事情が著 しく変動し たときは︑ 速やかにそ の額を改 定しなけ

第六十四条 ︑第七十 条第一項︑ 第七十二条 第一項︑第 七十三条 ︑第七十六 条第三項か ら第六項ま で︑第七 十八条︑第 八十四条第 一項及び 前条第五

ればなら ない︒

４
５

項から第 八項までの 規定は︑第 六十三条第 三項各号 に掲げる病 院又は診療 所から受 けた生活療 養及びこれ に伴う入院 時生活療 養費の支給 について準
用す る︒

被保険 者が︑厚生 労働大臣が 指定する 者︵以下﹁ 指定訪問看 護事業者﹂ という︒ ︶から当該 指定に係る 訪問看護事 業︵疾病 又は負傷に よ

︵訪 問看護療養 費︶
第八十八条

り︑ 居宅におい て継続して 療養を受 ける状態に ある者︵主 治の医師が その治療 の必要の程 度につき厚 生労働省 令で定める 基準に適合 していると 認め

たものに限 る︒︶に 対し︑その 者の居宅に おいて看護 師その他 厚生労働省 令で定める 者が行う 療養上の世 話又は必要 な診療の補 助︵保険 医療機関等

又は 介護保険法 第八条第二 十七項に規 定する介 護老人保健 施設による ものを除 く︒以下﹁ 訪問看護﹂ という︒︶ を行う事 業をいう︒ ︶を行う事 業所

３

２

訪 問看護療 養費の額は ︑当該指定 訪問看護に つき指定 訪問看護に 要する平均 的な費用 の額を勘案 して厚生労 働大臣が定 めるとこ ろにより算 定した

指定訪 問看護を受 けようと する者は︑ 厚生労働省 令で定める ところに より︑自己 の選定する 指定訪問 看護事業者 から受ける ものとする ︒

前項の訪問 看護療養費 は︑厚生労 働省令で 定めるとこ ろにより︑ 保険者が必 要と認め る場合に限 り︑支給す るものと する︒

により行わ れる訪問 看護︵以下 ﹁指定訪問 看護﹂とい う︒︶を 受けたとき は︑その指 定訪問看護 に要した 費用につい て︑訪問看 護療養費 を支給する ︒

４

費用の額か ら︑その額 に第七十 四条第一項 各号に掲げ る場合の区 分に応じ ︑同項各号 に定める割 合を乗じ て得た額︵ 療養の給付 に係る同項 の一部負
５

被 保険者が指 定訪問看 護事業者か ら指定訪問 看護を受 けたときは ︑保険者は ︑その被保 険者が当 該指定訪問 看護事業者 に支払うべ き当該指 定訪問

厚生労 働大臣は︑ 前項の定め をしよう とするとき は︑中央社 会保険医 療協議会に 諮問するも のとする︒

担金に ついて第 七十五条の 二第一項各 号の措置が 採られる べきときは ︑当該措置 が採られ たものとし た場合の額 ︶を控除し た額とす る︒
６

看護に要し た費用につ いて︑訪問 看護療養 費として被 保険者に対 し支給すべ き額の限 度において ︑被保険者 に代わり ︑当該指定 訪問看護事 業者に支
７

第 七十五条の 規定は︑ 第六項の場 合において 第四項の規 定により 算定した費 用の額から 当該指定 訪問看護に 要した費用 について訪 問看護療 養費と

前項の 規定による 支払があっ たときは︑ 被保険者 に対し訪問 看護療養費 の支給が あったもの とみなす︒

払うこ とができ る︒
８

4

９

◎

して支給 される額に 相当する 額を控除し た額の支払 について準 用する︒

指定訪問 看護事業者 は︑指定訪 問看護に要 した費用 につき︑そ の支払を受 ける際︑当 該支払を した被保険 者に対し︑ 厚生労働 省令で定め るところ
により︑ 領収証を交 付しなけれ ばならな い︒

保険 者は︑指定 訪問看護 事業者から 訪問看護療 養費の請 求があった ときは︑第 四項の定め 及び第九 十二条第二 項に規定す る指定訪問 看護の事 業の

運営に関 する基準︵ 指定訪問看 護の取扱 いに関する 部分に限る ︒︶に照ら して審査 の上︑支払 うものとす る︒
保険 者は︑前項 の規定に よる審査及 び支払に関 する事務を 基金又は 国保連合会 に委託する ことがで きる︒
指定訪問 看護は︑第 六十三条第 一項各号に 掲げる療 養に含まれ ないものと する︒

前各 項に定める もののほか ︑指定訪 問看護事業 者の訪問看 護療養費 の請求に関 して必要な 事項は︑厚 生労働省 令で定める ︒
社会保険診 療報酬支払 基金法︵ 昭和二十三 年法律第百 二十九号︶ ︵抄︶
基金 は︑第一条 の目的を 達成するた め︑次の業 務を行う︒

各保険 者から︑ 毎月︑その 保険者が過 去三箇月に おいて最 高額の費用 を要した月 の診療報 酬の政令で 定める月数 分に相当す る金額の 委託を受け

五

四

三

二

前各号 に掲げるも ののほか ︑第一条の 目的を達成 するために 必要な業 務

前 各号の業 務に附帯す る業務

前二号 に準じ︑訪 問看護療 養費又は家 族訪問看護 療養費の 支払及び審 査を行うこ と︒

診療担当者 の提出する 診療報酬請 求書の審 査︵その審 査について 不服の申出 があつた 場合の再審 査を含む︒ 以下同じ ︒︶を行う こと︒

診療担 当者の提 出する診療 報酬請求書 に対して︑ 厚生労働 大臣の定め るところに より算定し たる金額 を支払うこ と︒

基 金は︑前 項に定める 業務のほか ︑生活保護 法︵昭和 二十五年法 律第百四十 四号︶第五 十三条第 三項︑児童 福祉法︵昭 和二十二 年法律第百 六十四

六

るこ と︒

一

第十 五条

２

号︶第二十 一条の三第 三項︵同法 第二十四 条の二十一 及び母子保 健法︵昭 和四十年法 律第百四十 一号︶第 二十条第七 項において 準用する場 合を含む ︒

︶︑戦 傷病者特 別援護法︵ 昭和三十八 年法律第百 六十八号 ︶第十五条 第三項︵第 二十条第 三項におい て準用する 場合を含む ︒︶︑原 子爆弾被爆 者に

対する援護 に関する法 律︵平成六 年法律第 百十七号︶ 第十五条第 三項若しく は第二十 条第一項︑ 感染症の予 防及び感 染症の患者 に対する医 療に関す

る法律 ︵平成十 年法律第百 十四号︶第 四十条第五 項︑心神 喪失等の状 態で重大な 他害行為を 行った者 の医療及び 観察等に関 する法律 ︵平成十五 年法

律第百十号 ︶第八十四 条第三項︑ 石綿によ る健康被害 の救済に関 する法律︵ 平成十八 年法律第四 号︶第十四 条第一項 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︵ 平成十七年 法律第百 二十三号︶ 第七十三条 第三項の規 定により 医療機関の 請求するこ とのできる 診療報酬 の額

5

10
13 12 11

３

４
５

又は被爆 者一般疾病 医療機関 若しくは保 険医療機関 等若しくは 生活保護 指定医療機 関に支払う べき額の決 定につい て意見を求 められたと きは︑意 見

を述 べ︑また ︑生活保護 法第五十三 条第四項︑ 戦傷病者 特別援護法 第十五条第 四項︵第二 十条第三 項において 準用する場 合を含む ︒︶︑原子 爆弾被

爆者に対 する援護に 関する法律 第十五条 第四項若し くは第二十 条第二項 ︑児童福祉 法第二十一 条の三第四 項︵同法 第二十四条 の二十一及 び母子保健

法第 二十条第七 項におい て準用する 場合を含む ︒︶︑感 染症の予防 及び感染症 の患者に対 する医療 に関する法 律第四十条 第六項︑心 神喪失等 の状態

で重大な 他害行為を 行った者の 医療及び 観察等に関 する法律第 八十四条第 四項︑石 綿による健 康被害の救 済に関す る法律第十 四条第二項 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 七十三条 第四項の規 定により医 療機関に 対する診療 報酬又は一 般疾病医療 費若しく は医療

費に相当 する額の支 払に関する 事務を委託 されたと きは︑その 支払に必要 な事務を 行うことが できる︒防 衛省の職員 の給与等 に関する法 律︵昭和二

十七 年法律第二 百六十六 号︶第二十 二条第三項 の規定によ り︑療養 を担当する 者が国に対 して請求す ることが できる診療 報酬の額の 審査に関 する事

務及びそ の診療報酬 の支払に関 する事務を 委託され たとき︑並 びに精神保 健及び精神 障害者福 祉に関する 法律︵昭和 二十五年 法律第百二 十三号︶第

二十 九条の七又 は麻薬及び 向精神薬 取締法︵昭 和二十八年 法律第十 四号︶第五 十八条の十 五の規定に より︑こ れらの条に 規定する審 査︑額の算 定又
は診療報酬 の支払に 関する事務 を委託され たときに おいても︑ 同様とする ︒

基金は︑前 二項に定め る業務の 遂行に支障 のない範囲 内で︑国︑ 都道府県 ︑市町村又 は独立行政 法人︵独立 行政法人 通則法︵平 成十一年法 律第百

三号︶第二 条第一項 に規定する 独立行政法 人をいう︒ 以下同じ ︒︶の委託 を受けて︑ 国︑都道 府県︑市町 村又は独立 行政法人が 行う医療 に関する給

付で あつて厚生 労働大臣の 定めるもの について 医療機関が 請求するこ とができ る費用の額 の審査及び 支払に関す る事務を 行うことが できる︒

基金は ︑前三項の 業務を行 う場合には ︑定款の定 めるとこ ろにより︑ 保険者︑国 ︑都道府県 ︑市町村 若しくは独 立行政法人 又は厚生労 働大臣若 し
くは 都道府県知 事とそれぞ れ契約を締 結するも のとする︒

基金は︑前 条第一項 第三号及び 第四号︑第 二項並びに 第三項の 審査︵厚生 労働大臣の 定める診療 報酬請求 書の審査を 除く︒︶を 行うため ︑

基金は ︑第一項第 六号に掲 げる業務を 行おうとす るときは︑ 厚生労働 大臣の認可 を受けなけ ればなら ない︒

第十六条

従たる 事務所ご とに︑審査 委員会を設 けるものと する︒

審査委 員会の委員 は︑診療担 当者を代 表する者︑ 保険者を代 表する者 及び学識経 験者のうち から︑定款 の定める ところによ り︑それぞ れ同数を幹

前項の 委嘱は︑診 療担当者を 代表する 者及び保険 者を代表す る者につい ては︑そ れぞれ所属 団体の推薦 により行 わなければ ならない︒

２
３

国民健康保険法︵昭和三十三年法律第百九十二号︶︵抄︶

事長が 委嘱する ︒

◎
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保険者は︑ 療養の給付 に関する費 用を保険 医療機関等 に支払うも のとし︑保 険医療機 関等が療養 の給付に関 し保険者 に請求する ことがで

︵保険医 療機関等の 診療報酬 ︶
第四 十五条

きる費用 の額は︑療 養の給付に 要する費 用の額から ︑当該療養 の給付に 関し被保険 者︵第五十 七条に規定 する場合 にあつては ︑世帯主又 は組合員︶

前項 の療養の給 付に要する 費用の額 の算定につ いては︑健 康保険法第 七十六条 第二項の規 定による厚 生労働大臣 の定めの 例による︒

が当 該保険医療 機関等に 対して支払 わなければ ならない 一部負担金 に相当する 額を控除し た額とす る︒
２

保険者は︑ 都道府県 知事の認可 を受け︑保 険医療機関 等との契 約により︑ 当該保険医 療機関等に おいて行 われる療養 の給付に関 する第一 項の療養

前各項 に規定する もののほ か︑保険医 療機関等の 療養の給付 に関する 費用の請求 に関して必 要な事項は ︑厚生労 働省令で定 める︒

る要件 に該当す る者に行わ せなければ ならない ︒

前項の 規定により 厚生労働 大臣の定め る診療報酬 請求書の審 査に係る 事務の委託 を受けた者 は︑当該 診療報酬請 求書の審査 を厚生労働 省令で定 め

こと ができる︒

労働省令で 定める要 件に該当し ︑当該事務 を適正かつ 確実に実 施すること ができると 認められる ものとし て厚生労働 大臣が指定 するもの に委託する

ち厚 生労働大臣 の定める診 療報酬請求 書の審査 に係るもの を︑一般社 団法人又 は一般財団 法人であつ て︑審査に 関する組 織その他の 事項につき 厚生

国民健 康保険団 体連合会は ︑前項の規 定及び健康 保険法第 七十六条第 五項の規定 による委託 を受けて 行う診療報 酬請求書の 審査に関 する事務の う

療報 酬支払基金 に委託する ことがで きる︒

区域内の保 険者の総 数の三分の 二に達しな いものを 除く︒︶又 は社会保険 診療報酬支 払基金法 ︵昭和二十 三年法律第 百二十九号 ︶による 社会保険診

保険者は︑ 前項の規定 による審 査及び支払 に関する事 務を都道府 県の区域 を区域とす る国民健康 保険団体 連合会︵加 入している 保険者の数 がその

び前項の 定めに照ら して審査し た上︑支払 うものと する︒

保険者は︑ 保険医療機 関等から 療養の給付 に関する費 用の請求 があつたと きは︑第四 十条に規定 する準則 並びに第二 項に規定す る額の算定 方法及

の給付に 要する費用 の額につき ︑前項の規 定により 算定される 額の範囲内 において ︑別段の定 めをするこ とができる ︒

３
４
５

６

７
８
︵審査委員 会︶

第四 十五条第 五項の規定 による委託 を受けて 診療報酬請 求書の審査 を行うため ︑都道府 県の区域を 区域とする 連合会︵加 入してい る保険

連合会 は︑前項の 規定による 事務の遂行 に支障の ない範囲内 で︑健康保 険法第七 十六条第五 項の規定に よる委託 を受けて行 う診療報酬 請求書の審

置く︒

者の数がそ の区域内の 保険者の総 数の三分 の二に達し ないものを 除く︒︶に ︑国民健 康保険診療 報酬審査委 員会︵以 下﹁審査委 員会﹂とい う︒︶を

第八十 七条

２

査を審 査委員会に 行わせる ことができ る︒

7

◎

行政不服審査法︵昭和 三十七年法 律第百六十 号︶ ︵抄︶
︵不 服申立ての 種類︶

この法律に よる不服申 立ては︑ 行政庁の処 分又は不作 為について 行なうも のにあつて は審査請求 又は異議申 立てとし ︑審査請求 の裁決を経 た

審査 請求は︑処 分をした行 政庁︵以下 ﹁処分庁 ﹂という︒ ︶又は不作 為に係る 行政庁︵以 下﹁不作為 庁﹂という ︒︶以外 の行政庁に 対してする も

後さ らに行なう ものにあ つては再審 査請求とす る︒

第三条
２
のと し︑異議申 立ては︑ 処分庁又は 不作為庁に 対してする ものとす る︒
介護保険法 ︵平 成九年法律 第百二十三 号︶︵抄︶
︵略︶

◎
第八 条
︵ 略︶

この法律に おいて﹁訪 問看護﹂と は︑居宅 要介護者︵ 主治の医師 がその治 療の必要の 程度につき 厚生労働省 令で定め る基準に適 合している と認め

8

２・３
４

たものに限 る︒︶に ついて︑そ の者の居宅 において看 護師その 他厚生労働 省令で定め る者により 行われる 療養上の世 話又は必要 な診療の 補助をいう ︒

た者が 同項の規定 により指 定された期 限までにそ の納付す べき金額を 納付しない ときは︑当 該歳入並 びに当該歳 入に係る前 項の手数料 及び延滞 金に

普通地 方公共団体 の長は︑分 担金︑加入 金︑過料 又は法律で 定める使用 料その他 の普通地方 公共団体の 歳入につ き第一項の 規定による 督促を受け

収する ことがで きる︒

普通地 方公共団体 の長は︑前 項の歳入 について同 項の規定に よる督促を した場合 においては ︑条例の定 めるとこ ろにより︑ 手数料及び 延滞金を徴

方公共 団体の長 は︑期限を 指定してこ れを督促し なければ ならない︒

分担金︑使 用料︑加 入金︑手数 料及び過料 その他の 普通地方公 共団体の歳 入を納期限 までに納 付しない者 があるとき は︑普通地

︵督促 ︑滞納処 分等︶

地方 自治法︵昭 和二十二年 法律第六十 七号︶︵ 抄︶

５〜

３

２

第二百三十 一条の三

◎

27

４
５
６

ついて︑ 地方税の滞 納処分の 例により処 分すること ができる︒ この場合 におけるこ れらの徴収 金の先取特 権の順位 は︑国税及 び地方税に 次ぐもの と
する ︒

第一 項の歳入並 びに第二項 の手数料 及び延滞金 の還付並び にこれらの 徴収金の 徴収又は還 付に関する 書類の送 達及び公示 送達につい ては︑地方 税
の例 による︒

普通 地方公共団 体の長以外 の機関が した前四項 の規定によ る処分につ いての審 査請求は︑ 普通地方公 共団体の長 が処分庁 の直近上級 行政庁でな い
場合 においても ︑当該普 通地方公共 団体の長に 対してする ものとす る︒

第一 項から第四 項までの規 定による処 分につい ての審査請 求又は異議 申立てに 関する行政 不服審査法 第十四条第 一項本文 又は第四十 五条の期間 は
︑当 該処分を受 けた日の 翌日から起 算して三十 日以内とす る︒

普通 地方公共団 体の長は︑ 第一項から 第四項ま での規定に よる処分に ついての審 査請求又 は異議申立 てがあつた ときは︑ 議会に諮問 してこれを 決
議会は ︑前項の 規定による 諮問があつ た日から 二十日以内 に意見を述 べなければ ならない ︒

７
８

第七項の審 査請求又は 異議申立 てに対する 裁決又は決 定を受けた 後でなけ れば︑第一 項から第四 項までの規 定による 処分につい ては︑裁判 所に出

定し なければな らない︒
９

三

二

一

生 活保護に 関する事務

身体障 害者の福祉 に関する事 務

民 生委員に 関する事務

児童福 祉に関する 事務

9

訴すること ができな い︒
第三 項の規定に よる処分中 差押物件の 公売は︑ その処分が 確定するま で執行を 停止する︒
第三項の規 定による処 分は︑当 該普通地方 公共団体の 区域外に おいても︑ また︑これ をすること ができる ︒

政 令で指定す る人口五十 万以上の 市︵以下﹁ 指定都市﹂ という︒ ︶は︑次に 掲げる事務 のうち都道 府県が法 律又はこれ に基づ

四

社会福祉 事業に関 する事務

行旅病 人及び行旅 死亡人の取 扱に関す る事務

五の二

五

きる︒

く政令の定 めるところ により処 理すること とされてい るものの全 部又は一 部で政令で 定めるもの を︑政令 で定めると ころにより ︑処理する ことがで

第二百 五十二条 の十九

︵指定都市 の権能︶
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２

知的障害者 の福祉に 関する事務

母子家庭 及び寡婦の 福祉に関す る事務

五の三
六
老人福祉に 関する事務

母子保健に 関する事 務

六の二
七
介護保険に 関する事務

障害者の自 立支援に 関する事務

七の二
八
食品 衛生に関す る事務
結 核の予防に 関する事務

九
十一
土地区画 整理事業に 関する事 務

精神保健及 び精神障 害者の福祉 に関する事 務

十二
屋外 広告物の 規制に関す る事務

十

十三

指定都市が その事務を 処理する に当たつて ︑法律又は これに基づ く政令の 定めるとこ ろにより都 道府県知事 若しくは 都道府県の 委員会の許 可︑認

可︑承認そ の他これ らに類する 処分を要し ︑又はその 事務の処 理について 都道府県知 事若しく は都道府県 の委員会の 改善︑停止 ︑制限︑ 禁止その他

これ らに類する 指示その他 の命令を受 けるもの とされてい る事項で政 令で定め るものにつ いては︑政 令の定める ところに より︑これ らの許可︑ 認可

等の処分を 要せず︑ 若しくはこ れらの指示 その他の命 令に関す る法令の規 定を適用せ ず︑又は都 道府県知 事若しくは 都道府県の 委員会の 許可︑認可

等の 処分若しく は指示その 他の命令に 代えて︑ 各大臣の許 可︑認可等 の処分を要 するもの とし︑若し くは各大臣 の指示そ の他の命令 を受けるも のと
する︒
◎地方財政 法︵昭和二 十三年法 律第百九号 ︶︵抄︶

地方公共 団体が法 令に基づい て実施しな ければな らない事務 であつて︑ 国と地方公 共団体相 互の利害に 関係がある 事務のうち ︑その円 滑な運

︵国がその 全部又は一 部を負担す る法令に 基づいて実 施しなけれ ばならな い事務に要 する経費︶
第十条

二

一

義 務教育諸学 校の建物 の建築に要 する経費

削除

義 務教育職 員の給与︵ 退職手当︑ 退職年金及 び退職一 時金並びに 旅費を除く ︒︶に要す る経費

営を期する ためには︑ なお︑国が 進んで経 費を負担す る必要があ る次に掲げ るものに ついては︑ 国が︑その 経費の全 部又は一部 を負担する ︒

三
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九

八

七

六

五

四

身体障害者 の更生援 護に要する 経費

麻薬 ︑大麻及び あへんの慢 性中毒者 の医療に要 する経費

精神保健及 び精神障 害者の福祉 に要する経 費

臨時 の予防接種 並びに予防 接種を受 けたことに よる疾病︑ 障害及び 死亡につい て行う給付 に要する経 費

感染症の 予防に要す る経費

生活 保護に要す る経費

知的障害 者の援護 に要する経 費

婦人 相談所に要 する経費

十一

後 期高齢者医 療の療養の 給付並びに 入院時食 事療養費︑ 入院時生活 療養費︑保 険外併用 療養費︑療 養費︑訪問 看護療養 費︑特別療 養費︑移送

十
十二
十三

児童一時 保護所︑未 熟児︑身 体障害児及 び骨関節結 核その他の 結核にか かつている 児童の保護 ︑児童福 祉施設︵地 方公共団体 の設置する 保育

介護 保険の介 護給付及び 予防給付並 びに財政 安定化基金 への繰入れ に要する経 費

費︑ 高額療養費 及び高額介 護合算療 養費の支給 並びに財政 安定化基金 への繰入 れに要する 経費
十四
十五

国民 健康保険 の療養の給 付並びに入 院時食事療 養費︑入 院時生活療 養費︑保険 外併用療養 費︑療養 費︑訪問看 護療養費︑ 特別療養 費︑移送費

児童手当 に要する経 費

所及び幼保 連携型認 定こども園 を除く︒︶ 並びに里親 に要する 経費
十六

︑高 額療養費及 び高額介護 合算療養費 の支給並 びに前期高 齢者納付金 及び後期高 齢者支援 金並びに介 護納付金の 納付並び に特定健康 診査及び特 定
原子爆弾 の被爆者に 対する介護 手当の支 給及び介護 手当に係る 事務の処理 に要する 経費

保健指導に 要する経費
十七

重度 障害児に対 する障害 児福祉手当 及び特別障 害者に対す る特別障 害者手当の 支給に要す る経費

家畜伝 染病予防に 要する経費

十八

二十一

民 有林の森林 計画︑保安 林の整備 その他森林 の保続培養 に要する経 費

児童扶養 手当に要す る経費

二十二

森林病 害虫等の防 除に要する 経費

十九

二十三

国 土交通大臣 が定める特 定計画又 は国土調査 事業十箇年 計画に基づ く地籍調 査に要する 経費

職業 能力開発校 及び障害者 職業能力 開発校の施 設及び設備 に要する 経費

二十四

特別支援 学校への 就学奨励に 要する経費

二十

二十五
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◎

二十八

二十 七

二十六

武力攻撃事 態等におけ る国民の 保護のため の措置及び 緊急対処 事態におけ る緊急対処 保護措置に 要する経 費並びにこ れらに係る 損失の補償

消防 庁長官の指 示により出 動した緊急 消防援助 隊の活動に 要する経費

公営住宅の 家賃の低 廉化に要す る経費

若し くは実費の 弁償︑損 害の補償又 は損失の補 てんに要 する経費並 びに国の機 関と共同し て行う国 民の保護の ための措置 及び緊急対 処保護措 置に
ついての 訓練に要す る経費
公立高 等学校に 係る授業料 の不徴収及 び高等学校 等就学支 援金の支給 に要する経 費

新 型インフル エンザ等緊 急事態にお ける臨時 の医療施設 における医 療の提供 並びに埋葬 及び火葬に 要する経費 並びに新 型インフル エンザ等対

二十 九
三十
策に 係る損失の 補償若しく は実費の 弁償又は損 害の補償に 要する経 費

子ども・子 育て支援法 及び就学 前の子ども に関する教 育︑保育等 の総合的 な体挙の推 進に関する 法律の一 部を改正す る法律の施 行に伴う関 係法律
の整備等に 関する法 律︵平成二 十四年法律 第六十七 号︶

地方財 政法︵昭和 二十三年法 律第百九 号︶の一部 を次のよう に改正す る︒

︵地方財政 法の一部 改正︶
第十 条

子ども のための教 育・保育給 付に要す る経費︵地 方公共団体 の設置する 教育・保 育施設に係 るものを除 く︒︶

第十条第十 四号中﹁保 育所﹂の 下に﹁及び 幼保連携型 認定こど も園﹂を加 え︑同条に 次の一号を 加える︒
三十 一

行 政手続にお ける特定の 個人を識別 するため の番号の利 用等に関す る法律︵ 平成二十五 年法律第二 十七号︶の 一部を次 のように改 正する︒

︵行政手続 における特 定の個人 を識別する ための番号 の利用等 に関する法 律の一部改 正︶
第六十 五条
市町村 長

域子ども・ 子育て支援 事業の実施 に関する 事務であっ て主務省令 で定める もの

子 ども・子育 て支援法 ︵平成二十 四年法律第 六十五号 ︶による子 どものため の教育・保 育給付の 支給又は地

別表第一の 八の項中﹁ 実施﹂の 下に﹁若し くは措置﹂ を加え︑同 表に次の ように加え る︒
九十四

市 町村長

子ども・ 子育て支 援法による 子どもの

︵略︶

別表第 二の十二の 項中﹁実 施﹂の下に ﹁又は措置 ﹂を加え ︑同表に次 のように加 える︒
百十六

ための 教育・保育 給付の支 給又は地域
子ども・子 育て支援事 業の実施に 関す
る事務 であって主 務省令で 定めるもの
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◎
則

生活困窮 者自立支援 法︵平成二 十五年法律 第百五号 ︶︵抄︶
附
地方財 政法︵昭 和二十三年 法律第百九 号︶の一部 を次のよ うに改正す る︒

︵地方財 政法の一部 改正︶
第五 条

生活困 窮者自立相 談支援事 業に要する 経費及び生 活困窮者 住居確保給 付金の支給 に要する経 費

第十条に 次の一号を 加える︒
三十 二
︵地方財 政法の一部 改正に伴う 調整規定︶

子ども ・子育て支 援法及び 就学前の子 どもに関す る教育︑保 育等の総 合的な提供 の推進に関 する法律 の一部を改 正する法律 の施行に伴 う関係

年金生 活者支援給 付金の支 給に関する 法律︵平成 二十四年 十一月二十 六日法律第 百二号︶︵ 抄︶

自立相談支 援事業に 要する経費 及び生活困 窮者住居確 保給付金 の支給に要 する経費﹂ とする︒

正規 定中﹁三十 二生活困窮 者自立相 談支援事業 に要する経 費及び生活 困窮者住 居確保給付 金の支給に 要する経 費﹂とある のは︑﹁三 十一生活困 窮者

法律の整備 等に関す る法律︵平 成二十四年 法律第六 十七号︶の 施行の日が この法律の 施行の日 後となる場 合には︑前 条のうち地 方財政法 第十条の改

第六 条

◎

︵略 ︶

給に関 する事務 であって主 務省令で定 めるもの

年金生 活者支援給 付金の支給 に関する 法律︵平成 二十四年法 律第百二号 ︶による 年金生活者 支援給付金 の支

行 政手続にお ける特定の 個人を識別 するため の番号の利 用等に関す る法律︵ 平成二十五 年法律第二 十七号︒以 下﹁番号 利用法﹂と いう︒

︵行政手続 における特 定の個人 を識別する ための番号 の利用等 に関する法 律の一部改 正︶
第二十 一条
︶の一部を 次のように 改正する ︒
厚 生労働大臣

別表第 一に次の ように加え る︒
九十五

別表第二に 次のように 加える︒
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

平成二十 五年

法律第六十 三号附則

有す るものとさ れた平成二 十五年法 律

百十八

第三条 第十一号に 規
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◎

基金

定する存 続厚生年金
の 厚生年金保 険法による 年金であ る給

第六十 三号第一条 の規定によ る改正前
付又は一 時金の支給 に関する事 務であ
って 主務省令で 定めるも の

災害対策基 本法等の 一部を改正 する法律︵ 平成二十五 年法律第 五十四号︶ ︑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 ︶及び生活 保護法の一 部を改正 する法律︵ 平成二十五 年法律第百 四号︶に よる改正後 の行政手続

︵第 九条関係︶
地方公 務員等共済 組合法

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 された平成 二十五

平成 二十三年法 律第五十六 号による年 金である 給付の支給 に関する事 務であっ て主務省令 で定めるも の

︵略︶

にお ける特定の 個人を識 別するため の番号の利 用等に関す る法律︵ 平成二十五 年法律第二 十七号︶︵ 抄︶
別表 第一
︵略︶
九十 三
の一部を改 正する法 律︵平成二
十三 年法律第五 十六号︒以 下﹁
平成二十三 年法律第 五十六号﹂
とい う︒︶附則 第二十三条 第一
項第三号に 規定する存 続共済会
公的年 金制度の健 全性及

年 法律第六十 三号第一条 の規定に よる改正前 の厚生年金 保険法によ る年金で ある給付又 は一時金の 支給に関

九十四
び信頼性の 確保のため の厚生年

する事務 であって 主務省令で 定めるもの

平成二 十五年法律 第六十三 号による年 金である給 付又は一時 金の支給 に関する事 務であって 主務省令で 定め

金保険 法等の一 部を改正す る法
律︵平成二 十五年法律 第六十三
号︒以 下﹁平成 二十五年法 律第
六十三号﹂ という︒︶ 附則第三
条第十 一号に規 定する存続 厚生
平成二十 五年法律 第六十

年金基金
九十五
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三号附則 第三条第十 三号に規 定

るもの

生活保護法 による保護 の決定及び

事務
︵略︶

情報提 供者

災害救助 法による救 助若しくは 扶助金の 支給︑児童 福祉法によ

︵ 略︶

特 定個人情報

る療育 の給付若 しくは障害 児入所給付 費の支給又 は母子及 び寡

都道 府県知事

令で 定めるもの

婦福祉法に よる資金 の貸付けに 関する情報 であって 主務省令で
定め るもの
︵略 ︶

災害救助 法による 救助若しく は児童福祉 法による障 害児入所 支

援若し くは措置︵ 同法第二 十七条第一 項第三号又 は第二項の 措

都 道府県知事

の作 成に関する 事務であっ て主務

置 をいう︒ ︶に関する 情報︑障害 者関係情報 又は精神 保健及び

中 国残留邦人 等支援給付 の支給に

都道府 県知事

︵略︶

︵略︶

災害救助法 による救助 若しくは 扶助金の支 給︑児童福 祉法によ

︵略 ︶

︵略︶

る療育 の給付若し くは障害児 入所給付費 の支給又 は母子及び 寡

関する事 務であって 主務省令で 定

って主務省 令で定める もの

精神障 害者福祉 に関する法 律による入 院措置に 関する情報 であ

省令で定め るもの

災害対 策基本法に よる被災者 台帳

︵略︶

実施に関 する事務で あって主 務省

︵第十九 条︑第二十 一条関係 ︶

する 存続連合 会又は企業 年金連
合会
別表第二

都道府 県知事

情報 照会者
︵略︶
二十 六
等

︵略 ︶
市町村長

都道府県 知事

五十六の二

︵略︶
八十七
等

めるも の

婦福祉法に よる資金の 貸付けに関 する情報 であって主 務省令で
定める もの
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︵略︶
法律第六 十三号附則
の 効力を有す るものとさ れた平成

第五条第 一項の規 定によりな おそ

平成二十五 年法律第六 十三号附 則

第三 条第十一号 に規
二十五年 法律第六 十三号第一 条の

平成二 十五年

定する存 続厚生年金
規 定による改 正前の厚生 年金保険

百十 六

基金
法による 年金である 給付又は一 時
金の 支給に関す る事務であ って主
務省令で定 めるもの
る年金で ある給付又 は一時金の 支

平 成二十五 年法律第六 十三号によ

法律第六十 三号附則

給に 関する事 務であって 主務省令

平成二 十五年

第三 条第十三号 に規
で定める もの

百十 七

定する存続 連合会又
は企 業年金連合 会

︵略︶

︵略︶

︵略 ︶

︵ 略︶

︵ 略︶

︵略︶

行 政手続に おける特定 の個人を識 別するため の番号の 利用等に関 する法律の 施行に伴 う関係法律 の整備等に 関する法律 ︵平成二 十五年法律 第八十
一号︶

住民基 本台帳法 の一部を次 のように改 正する︒

︵住民基本 台帳法の一 部改正︶
第十九 条
︵略︶
都 道府県教育 委員会

特別支援学 校への就学 奨励に関す る法律に よる同法第 二条第一項 の特別支 援学校への 就学のため 必要

別表第 三の五の項 の次に次 のように加 える︒
五の二

な経費 の支弁に関 する事務 であつて総 務省令で定 めるもの
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◎

五の三
五の四
委員 会
五の五
五の六

都道府県教 育委員会
都道府県知 事又は都道 府県教育
都道府県知 事
都道府県知 事

学校保健 安全法によ る同法第 二十四条の 医療に要す る費用につ いての援 助に関する 事務であつ て総務
省令 で定める もの

公立高等 学校に係る 授業料の 不徴収及び 高等学校等 就学支援金 の支給に 関する法律 による同法 第七条

第一 項の就学 支援金の支 給に関する 事務であつ て総務省 令で定める もの

予防接種 法による同 法第六条第 一項又は 第二項の予 防接種の実 施に関する 事務であ つて総務省 令で定
める もの

感染症の 予防及び感 染症の患者 に対する 医療に関す る法律によ る同法第十 九条第一 項若しくは 第三項

︑第 二十条第一 項若しくは 第二項︵ これらの規 定を同法第 二十六条 において準 用する場合 を含む︒︶

若しくは 第四十六条 第一項若し くは第二項 の入院の 勧告若しく は入院の措 置︑同法第 三十七条 第一項

若し くは第三十 七条の二第 一項の費 用の負担又 は同法第四 十二条第一 項の療養 費の支給に 関する事務
であつて総 務省令で 定めるもの

公 立高等学 校に係る授 業料の不徴 収及び高等 学校等就 学支援金の 支給に関す る法律によ る同法第 七条第一項 の就学支援 金の支給 に関する

別表 第五第六号 の次に次の 三号を加 える︒
六の二
六の三

感染症 の予防及び 感染症の患 者に対す る医療に関 する法律に よる同法第 十九条第 一項若しく は第三項︑ 第二十条 第一項若し くは第二項 ︵

予 防接種法に よる同法 第六条第一 項又は第二 項の予防 接種の実施 に関する事 務であつて 総務省令 で定めるも の

事務 であつて総 務省令で定 めるもの
六の 四

これらの規 定を同法第 二十六条 において準 用する場合 を含む︒ ︶若しくは 第四十六条 第一項若し くは第二 項の入院の 勧告若しく は入院の措 置︑

同法第 三十七条 第一項若し くは第三十 七条の二 第一項の費 用の負担又 は同法第四 十二条第 一項の療養 費の支給に 関する事務 であつて 総務省令で
定めるもの
厚生労 働省設置法 ︵平成十一 年法律第 九十七号︶

疾 病の予防及 び治療に 関する研究 その他所掌 事務に関す る科学技 術に関する 重要事項

厚生労 働大臣の諮 問に応じて 次に掲げ る重要事項 を調査審議 すること︒

厚生科学 審議会は ︑次に掲げ る事務をつ かさどる︒

︵厚生科学 審議会︶
第八条
一
イ
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２

前号ロに 掲げる重要 事項に関し ︑厚生労働 大臣又は 関係行政機 関に意見を 述べること ︒

公衆 衛生に関す る重要事項

二

厚生 労働大臣又 は文部科学 大臣の諮 問に応じて 保健師︑助 産師︑看 護師︑准看 護師︑理学 療法士︑作 業療法士 ︑あん摩マ ッサージ指 圧師︑はり

ロ
三

感染 症の予防及 び感染症の 患者に対 する医療に 関する法律 ︵平成十年 法律第百 十四号︶︑ 予防接種法 ︵昭和二 十三年法律 第六十八号 ︶︑検疫法

師︑ きゅう師又 は柔道整 復師の学校 又は養成所 若しくは 養成施設の 指定又は認 定に関する 重要事項 を調査審議 すること︒
四

︵昭 和二十六年 法律第二 百一号︶及 び生活衛生 関係営業の 運営の適 正化及び振 興に関する 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
ること︒

前項に定め るもののほ か︑厚生 科学審議会 の組織︑所 掌事務及 び委員その 他の職員そ の他厚生科 学審議会 に関し必要 な事項につ いては︑政 令で定
める︒
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