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晋三

政令第二百八号
農業機械化促進法を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
内閣は︑農業機械化促進法を廃止する等の法律︵平成二十九年法律第十九号︶の施行に伴い︑この
政令を制定する︒
︵農業機械化促進法施行令の廃止︶
第一条 農業機械化促進法施行令︵昭和四十年政令第二百九号︶は︑廃止する︒
︵国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令の一部改正︶
第二条 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令︵平成十五年政令第三百八十九
号︶の一部を次のように改正する︒
第二条中﹁第十五条第二号﹂を﹁第十五条第三号﹂に改める︒
︵消費税法施行令の一部改正︶
第三条 消費税法施行令︵昭和六十三年政令第三百六十号︶の一部を次のように改正する︒
第十二条第一項第一号ハ中﹁農業機械化促進法︵昭和二十八年法律第二百五十二号︶第六条第一
項︵検査︶の検査その他の特定事務で︑
﹂
を削る︒
︵公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正︶
第四条 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令︵平成十七年政令第百四十六号︶の一部を
次のように改正する︒
第百三十二号を削り︑第百三十一号を第百三十二号とし︑
第百三十号の二を第百三十一号とする︒
︵行政不服審査法施行令の一部改正︶
第五条 行政不服審査法施行令︵平成二十七年政令第三百九十一号︶の一部を次のように改正する︒
第十五条第二項中第十七号を削り︑第十八号を第十七号とし︑第十九号から第四十二号までを一
号ずつ繰り上げる︒
︵農林水産省組織令の一部改正︶
第六条 農林水産省組織令︵平成十二年政令第二百五十三号︶の一部を次のように改正する︒
第六条第一項中第十一号を削り︑第十二号を第十一号とし︑第十三号から第二十四号までを一号
ずつ繰り上げ︑同条第二項中﹁第十一号︑第十三号﹂を﹁第十二号﹂に︑﹁第十四号から第二十四号
まで﹂を﹁第十三号から第二十三号まで﹂に改め︑同条第三項中﹁第十二号及び第十三号﹂を﹁第
十一号及び第十二号﹂に改める︒
第五十五条第五号を削る︒
第八十九条第三項及び第百十六条第三項中﹁第四条第一項第八十五号﹂を﹁第四条第一項第八十
四号﹂に改める︒
︵農業資材審議会令の一部改正︶
第七条 農業資材審議会令︵平成十二年政令第二百八十八号︶の一部を次のように改正する︒
第五条第一項の表農業機械化分科会の項を削る︒
附 則
︵施行期日︶
１ この政令は︑平成三十年四月一日から施行する︒

内閣総理大臣

農業機械化促進法を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令をここに公布す
る︒

揪
(号外第 揧揬揪 号)

報
官
金曜日
平成 揨揯 年 揭 月 揨揮 日

内閣総理大臣 安倍 晋三
総務大臣 高市 早苗
財務大臣 麻生 太郎
農林水産大臣 山本 有二

︵公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置︶
２ 第四条の規定による改正前の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第百三十二号に掲
げる法律に係るこの政令の施行の日前の犯罪行為の事実及び農業機械化促進法を廃止する等の法律
附則第三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日以後の犯罪行為の事実
については︑なお従前の例による︒
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内閣総理大臣

安倍

晋三

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法
律の施行期日を定める政令をここに公布する︒
御

平成二十九年七月二十八日

内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣

安倍
高市
麻生
松野
塩崎
山本
世耕
石井

晋三
早苗
太郎
博一
恭久
有二
弘成
啓一

政令第二百九号
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正す
る法律の施行期日を定める政令
内閣は︑企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改
正する法律︵平成二十九年法律第四十七号︶附則第一条の規定に基づき︑この政令を制定する︒
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法
律の施行期日は︑平成二十九年七月三十一日とする︒
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内閣総理大臣
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企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法
律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する︒
御

平成二十九年七月二十八日

政令第二百十号
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正す
る法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は︑企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改
正する法律︵平成二十九年法律第四十七号︶の施行に伴い︑並びに地域経済牽引事業の促進による地
域の成長発展の基盤強化に関する法律︵平成十九年法律第四十号︶第二条第三項第五号︑第二十一条
第一項及び第二項︑第二十三条第一項及び第二項並びに中小企業信用保険法︵昭和二十五年法律第二
百六十四号︶第四条の規定に基づき︑この政令を制定する︒

記載した申請書に︑申請に係る特許発明が承認地域経済牽引事業︵法第十七条に規定する承認地
域経済牽引事業をいう︒以下同じ︒
︶
の成果に係る特許発明又は当該特許発明を実施するために承
認地域経済牽引事業計画︵法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう︒以下
同じ︒
︶
に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係る特許発明であることを証する書
面︑申請人が法第二条第三項に規定する中小企業者であることを証する書面及び承認地域経済牽
引事業計画の写しを添付して︑特許庁長官に提出しなければならない︒
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る特許発明の特許出願の番号又は特許番号
三 特許料の軽減を受けようとする旨
２ 特許庁長官は︑前項の申請書の提出があったときは︑特許法
︵昭和三十四年法律第百二十一号︶
第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当す
る額を軽減するものとする︒
︵特許出願についての出願審査の請求の手数料の軽減︶
第四条 法第二十一条第二項の規定により特許出願についての出願審査の請求の手数料の軽減を受
けようとする者は︑次に掲げる事項を記載した申請書に︑申請に係る発明が承認地域経済牽引事
業の成果に係る発明又は当該発明を実施するために承認地域経済牽引事業計画に従って承継した
特許を受ける権利に係る発明であることを証する書面︑申請人が法第二条第三項に規定する中小
企業者であることを証する書面及び承認地域経済牽引事業計画の写しを添付して︑特許庁長官に
提出しなければならない︒
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る発明の特許出願の表示
三 出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨
２ 特許庁長官は︑前項の申請書の提出があったときは︑特許法等関係手数料令︵昭和三十五年政
令第二十号︶第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の
二分の一に相当する額を軽減するものとする︒
︵商標登録出願等に係る登録料の軽減︶
第五条 法第二十三条第一項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は︑次に掲げる事項を
記載した申請書に︑申請に係る地域団体商標の商標登録︵商標法︵昭和三十四年法律第百二十七
号︶第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう︒第二号及び次条第一項におい
て同じ︒
︶
が承認地域経済牽引事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面及び承
認地域経済牽引事業計画の写しを添付して︑特許庁長官に提出しなければならない︒
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る地域団体商標の商標登録出願の番号又は登録番号
三 登録料の軽減を受けようとする旨

けん

︵企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律施行令の一部改
正︶
第一条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律施行令︵平成
十九年政令第百七十八号︶の一部を次のように改正する︒
題名を次のように改める︒
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令
第一条第一項中﹁企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律
︵﹂を﹁地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律︵平成十九年法律
第四十号︒
﹂
に︑﹁第三条第六項第五号﹂を﹁第二条第三項第五号﹂に︑﹁従業員﹂を﹁常時使用する従
業員﹂に改め︑同条第二項中﹁第三条第六項第八号﹂を﹁第二条第三項第八号﹂に改める︒
本則に次の四条を加える︒
︵特許料の軽減︶
第三条 法第二十一条第一項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は︑次に掲げる事項を
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２ 特許庁長官は︑前項の申請書の提出があったときは︑商標法第四十条第一項若しくは第二項又
は第四十一条の二第一項若しくは第七項の規定により納付すべき登録料の金額の二分の一に相当
する額を軽減するものとする︒
︵商標登録出願の手数料の軽減︶
第六条 法第二十三条第二項の規定により商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする者は︑次
に掲げる事項を記載した申請書に︑申請に係る地域団体商標の商標登録が承認地域経済牽引事業
に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面及び承認地域経済牽引事業計画の写しを
添付して︑特許庁長官に提出しなければならない︒
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る地域団体商標の商標登録出願の表示
三 商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする旨
２ 特許庁長官は︑前項の申請書の提出があったときは︑特許法等関係手数料令第四条第二項の表
第一号の規定により計算される商標登録出願の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減する
ものとする︒
︵中小企業信用保険法施行令の一部改正︶
第二条 中小企業信用保険法施行令︵昭和二十五年政令第三百五十号︶の一部を次のように改正する︒
第二条第四項中﹁第十条第六項の規定に係る債務の保証﹂の下に﹁︑地域経済牽引事業の促進に
よる地域の成長発展の基盤強化に関する法律︵平成十九年法律第四十号︶第二十九条の規定に係る
債務の保証﹂を加える︒
︵法人税法施行令の一部改正︶
第三条 法人税法施行令︵昭和四十年政令第九十七号︶の一部を次のように改正する︒
第五条第一項第三号ロ中﹁第二項第九号﹂を﹁第二項第八号﹂に改める︒
︵独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正︶
第四条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令︵平成十六年政令第百八十二号︶の一部を次の
ように改正する︒
第二条中﹁第十五条第二項第九号ロ﹂を﹁第十五条第二項第八号ロ﹂に改める︒
第二十条中﹁第十号﹂を﹁第十一号﹂に改める︒
︵経済産業省組織令の一部改正︶
第五条 経済産業省組織令︵平成十二年政令第二百五十四号︶の一部を次のように改正する︒
第三十一条第四号中﹁企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する
法律﹂を﹁地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律﹂に改める︒
附 則
この政令は︑企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部
を改正する法律の施行の日︵平成二十九年七月三十一日︶から施行する︒
総務大臣 高市 早苗
財務大臣 麻生 太郎
厚生労働大臣 塩崎 恭久
農林水産大臣 山本 有二
経済産業大臣 世耕 弘成
国土交通大臣 石井 啓一
内閣総理大臣 安倍 晋三
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内閣総理大臣

安倍

晋三

農地法施行令及び農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布す
る︒
御

平成二十九年七月二十八日

