(号外特第 揫 号)

報
官
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平成 揩揧 年 揩 月 揨揯 日
揩揬揩

四号若しくは第五号︑
第四百十七条第二項︑

百九十九条︵同法第四百十七条第四項にお
いて準用する場合を含む︒
︶
︑第四百一条第

四︑第三百二十一条の十四第四項若しくは
第六項︑第三百二十一条の十五第一項若し
くは第三項︑第三百四十九条の四第六項若
しくは第七項︑第三百五十四条の二︵同法
第七百四十五条第一項において読み替えて
準用する場合を含む︒
︶
︑第三百八十九条第
一項若しくは第四項︵同法第四百十七条第
三項において準用する場合を含む︒
︶
︑第三

又は第七十二条の二十九第二項において準
用する場合を含む︒
︶
︑第七十二条の三十九
の三︑第七十二条の三十九の五︑第七十二
条の四十︑
第七十二条の四十八の二第二項︑
第四項︑第六項︑
第八項若しくは第十二項︑
第七十二条の四十九の二︑第七十二条の五
十第三項︑第七十二条の五十四第三項︑第
七十二条の五十七の三︑第七十二条の九十
四︑第七十三条の十八第三項︑第七十三条
の二十一第三項若しくは第四項︑第七十三
条の二十二︑第七十三条の二十三︑第七十
四条の十九︑第百四十四条の八第四項︑第
百四十四条の九第二項若しくは第九項︑第
百四十四条の三十四第四項︑第百四十四条
の三十五第四項︑第三百二十一条の七の十

二項︑第三項︑第五項若しくは第七項︑第
五十三条第四十二項若しくは第四十三項︑
第五十五条の三︑第五十五条の五︑第五十
八条第四項若しくは第六項︑第六十三条︑
第七十二条の二十五第二項
︵同条第六項
︵同
法第七十二条の二十八第二項又は第七十二
条の二十九第二項において準用する場合を
含む︒
︶
︑同法第七十二条の二十八第二項又
は第七十二条の二十九第二項において準用
する場合を含む︒
︶
︑第四項︵同法第七十二
条の二十五第七項︵同法第七十二条の二十
八第二項又は第七十二条の二十九第二項に
おいて準用する場合を含む︒
︶
︑第七十二条
の二十八第二項又は第七十二条の二十九第
二項において準用する場合を含む︒
︶
若しく
は第五項︵同法第七十二条の二十八第二項

四号若しくは第五号︑第四百十七条第二項︑

三︑第三百二十一条の十四第四項若しくは
第六項︑第三百二十一条の十五第一項若し
くは第三項︑第三百四十九条の四第六項若
しくは第七項︑第三百五十四条の二︵同法
第七百四十五条第一項において読み替えて
準用する場合を含む︒︶︑第三百八十九条第
一項若しくは第四項︵同法第四百十七条第
三項において準用する場合を含む︒︶︑第三
百九十九条︵同法第四百十七条第四項にお
いて準用する場合を含む︒︶︑第四百一条第

又は第七十二条の二十九第二項において準
用する場合を含む︒
︶
︑第七十二条の三十九
の三︑第七十二条の三十九の五︑第七十二
条の四十︑
第七十二条の四十八の二第二項︑
第四項︑第六項︑
第八項若しくは第十二項︑
第七十二条の四十九の二︑第七十二条の五
十第三項︑第七十二条の五十四第三項︑第
七十二条の五十七の三︑第七十二条の九十
四︑第七十三条の十八第三項︑第七十三条
の二十一第三項若しくは第四項︑第七十三
条の二十二︑第七十三条の二十三︑第七十
四条の十九︑第百四十四条の八第四項︑第
百四十四条の九第二項若しくは第九項︑第
百四十四条の三十四第四項︑第百四十四条
の三十五第四項︑第三百二十一条の七の十

二項︑第三項︑第五項若しくは第七項︑第
五十三条第四十二項若しくは第四十三項︑
第五十五条の三︑第五十五条の五︑第五十
八条第四項若しくは第六項︑第六十三条︑
第七十二条の二十五第二項︵同条第六項︵同
法第七十二条の二十八第二項又は第七十二
条の二十九第二項において準用する場合を
含む︒
︶
︑同法第七十二条の二十八第二項又
は第七十二条の二十九第二項において準用
する場合を含む︒
︶
︑第四項︵同法第七十二
条の二十五第七項︵同法第七十二条の二十
八第二項又は第七十二条の二十九第二項に
おいて準用する場合を含む︒︶︑第七十二条
の二十八第二項又は第七十二条の二十九第
二項において準用する場合を含む︒︶若しく
は第五項︵同法第七十二条の二十八第二項
の規定とする︒

第一項若しくは第二項又は第七百四十四条

五十五︑第七百四十二条︑第七百四十三条

四百七十九条︑第六百五条︑第七百一条の

第四百十九条第一項︑第四百二十一条︑第

の規定とする︒

第一項若しくは第二項又は第七百四十四条

五十五︑第七百四十二条︑第七百四十三条

四百七十九条︑第六百五条︑第七百一条の

第四百十九条第一項︑第四百二十一条︑第

後
法別表第一の五十九の項の主務

正

正

前

第四十六条 法別表第一の五十九の項の主務

改

附 則
この命令は︑平成三十一年四月一日から施行する︒
内閣府
〇総務省令第三号
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︶別表第一の規定に基づき︑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
する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める︒
平成三十一年三月二十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三
総務大臣 石田 真敏
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別表第一の主務省令
で定める事務を定める命令の一部を改正する命令
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別表第一の主務省令で定
める事務を定める命令︵平成二十六年内閣府・総務省令第五号︶の一部を次のように改正する︒
次の表により︑改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める︒
改
第四十六条

一

高齢者の医療の確保に関する法律によ

﹇同上﹈

省令で定める事務は︑次のとおりとする︒
﹇略﹈

二

省令で定める事務は︑次のとおりとする︒
一

高齢者の医療の確保に関する法律によ

定疾病療養受療証又は限度額適用・標準

る被保険者証︑被保険者資格証明書︑特

二

負担額減額認定証に関する事務︵前号に

る被保険者証︑被保険者資格証明書︑特
定疾病療養受療証︑限度額適用認定証又

掲げるものを除く︒︶

同上﹈

は限度額適用・標準負担額減額認定証に

﹇三〜八

関する事務︵前号に掲げるものを除く︒︶

﹈の記載は注記である︒

略﹈
表中の﹇

﹇三〜八
備考

附 則
この命令は︑平成三十一年四月一日から施行する︒
内閣府
〇総務省令第四号
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︶別表第二の規定に基づき︑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
する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令を次のように
定める︒
平成三十一年三月二十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三
総務大臣 石田 真敏

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別表第二の主務省令
で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
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別表第二の主務省令で定

正

後

応するものを掲げていないものは︑これを加える︒
改

正

前

法別表第二の四十二の項の主務

省令で定める事務は︑次の各号に掲げる事

第二十五条

省令で定める事務は︑次の各号に掲げる事

務とし︑同項の主務省令で定める情報は︑

法別表第二の四十二の項の主務

務とし︑同項の主務省令で定める情報は︑

当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各

同上﹈

当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各

﹇一〜十五

号に定める情報とする︒

略﹈

用する同令第二十条第一項の限度額適用

行規則第六十六条の二第六項において準

する事務

準負担額減額認定証の検認又は更新に関

る同令第二十条第一項の限度額適用・標

行規則第六十七条第六項において準用す

高齢者の医療の確保に関する法律施

当

十一

認定証の検認又は更新に関する事務

減額認定証に係る被保険者又は当該者と

高齢者の医療の確保に関する法律施

該限度額適用認定証に係る被保険者又は

同一の世帯に属する者に係る市町村民税

十一

当該者と同一の世帯に属する者に係る市

法別表第二の八十一の項の
る事務とし︑同項の主務省令で定める情報

は︑当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

る事務とし︑同項の主務省令で定める情報

主務省令で定める事務は︑次の各号に掲げ

第四十三条の二

﹇号を加える︒
﹈

﹇号を加える︒﹈

に関する情報

当該限度額適用・標準負担額

町村民税に関する情報
高齢者の医療の確保に関する法律施
行規則第六十七条第一項の限度額適用・

十二

当該申請を

標準負担額減額認定の申請に係る事実に
ついての審査に関する事務

行う者又は当該者と同一の世帯に属する
高齢者の医療の確保に関する法律施

者に係る市町村民税に関する情報
十三

行規則第六十七条第六項において準用す
る同令第二十条第一項の限度額適用・標
当該限度額適用・標準負担額

準負担額減額認定証の検認又は更新に関
する事務

減額認定証に係る被保険者又は当該者と
同一の世帯に属する者に係る市町村民税

国民健康保険法施行規則第二十七条

に関する情報

十六

の十四の四第一項の市町村又は組合の認

国民健康保険法施行規則第二十七条

の十四の四第一項又は同令第二十七条の

定の申請に係る事実についての審査に関

法別表第二の八十一の項の

は︑当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする︒

同上﹈

該各号に定める情報とする︒

主務省令で定める事務は︑次の各号に掲げ

第四十三条の二

十四の五の市町村若しくは組合の認定の

と同一の世帯に属する者に係る市町村民

当該申請を行う者又は当該者

する事務

事務

法別表第二の八十の項の主務省

税に関する情報

法別表第二の八十の項の主務省

関する情報
第四十三条

﹇一〜五

六

当該申請を行う者に係る年金給

高齢者の医療の確保に関する法律施行

規則第六十七条第一項の限度額適用認定

略﹈
規則第六十六条の二第一項の限度額適用

の申請に係る事実についての審査に関す

る事務
当該申請を行う者に係る年

高齢者の医療の確保に関する法律施行

令で定める事務は︑次の各号に掲げる事務

認定の申請に係る事実についての審査に

﹇一〜五

令で定める事務は︑次の各号に掲げる事務

とし︑同項の主務省令で定める情報は︑当

関する事務

高齢者の医療の確保に関する法律施行

付関係情報

同令第二十条第一項の限度額適用・標準

規則第六十七条第六項において準用する

七

金給付関係情報
高齢者の医療の確保に関する法律施行
する同令第二十条第一項の限度額適用認

当該限度額適用・標準負担額減

関係情報

額認定証に係る被保険者に係る年金給付

る事務

負担額減額認定証の検認又は更新に関す
年金給付関係情報

限度額適用認定証に係る被保険者に係る

定証の検認又は更新に関する事務

当該

規則第六十六条の二第六項において準用

七

六

とし︑同項の主務省令で定める情報は︑当

該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号

同上﹈

に定める情報とする︒
﹇一〜九

高齢者の医療の確保に関する法律施行
規則第六十七条第一項の限度額適用認定

十

の申請に係る事実についての審査に関す
当該申請を行う者又は当該者と

に関する情報

同一の世帯に属する者に係る市町村民税

る事務

規則第六十六条の二第一項の限度額適用

民税に関する情報

者と同一の世帯に属する者に係る市町村

関する事務 当該申請を行う者又は当該

認定の申請に係る事実についての審査に

高齢者の医療の確保に関する法律施行

略﹈

該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号

十

﹇一〜九

に定める情報とする︒

第四十三条

一の世帯に属する者に係る市町村民税に

当該申請を行う者又は当該者と同

申請に係る事実についての審査に関する

十六

﹇一〜十五

号に定める情報とする︒

第二十五条

改

象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し︑改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対

傍線を付した規定︵以下﹁対象規定﹂という︒
︶
は︑その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対

規定の傍線を付した部分のように改め︑改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重

次の表により︑改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる

る︒

める事務及び情報を定める命令︵平成二十六年内閣府・総務省令第七号︶の一部を次のように改正す

揩揬揪
(号外特第 揫 号)

報
官
金曜日
平成 揩揧 年 揩 月 揨揯 日

興

庁

令

〇復興庁令第二号
東日本大震災復興特別区域法︵平成二十三年法律第百二十二号︶第四条第一項︑第六条第一項︑第
三十七条︑第三十八条︑第三十九条︑第四十条︑第四十一条︑第四十二条並びに第四十四条第五項及
び第八項の規定に基づき︑東日本大震災復興特別区域法施行規則の一部を改正する庁令を次のように
定める︒
平成三十一年三月二十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三
東日本大震災復興特別区域法施行規則の一部を改正する庁令
東日本大震災復興特別区域法施行規則︵平成二十三年内閣府令第六十九号︶の一部を次のように改
正する︒
第十七条第一項第三号イ中﹁第四十二条の四第二項﹂を﹁第四十二条の四第四項﹂に︑﹁第六十八条
の九第二項﹂を﹁第六十八条の九第四項﹂に改める︒
別記様式第１の１から別記様式第８の２までの様式中﹁日本工業規格﹂を﹁日本産業規格﹂に改め
る︒

復

省

令

附 則
﹇号を加える︒
﹈
八 高齢者の医療の確保に関する法律施行
この庁令は︑平成三十一年四月一日から施行する︒ただし︑別記様式第１の１から別記様式第８の
規則第六十七条第一項の限度額適用・標
２までの改正規定は︑平成三十一年七月一日から施行する︒
準負担額減額認定の申請に係る事実につ
いての審査に関する事務 当該申請を行
う者に係る年金給付関係情報
﹇号を加える︒
﹈
九 高齢者の医療の確保に関する法律施行
〇総務省令第三十八号
規則第六十七条第六項において準用する
地方税法等の一部を改正する法律︵平成三十一年法律第二号︶及び地方税法施行令等の一部を改正
同令第二十条第一項の限度額適用・標準
する政令︵平成三十一年政令第八十七号︶の施行に伴い︑並びに地方税法︵昭和二十五年法律第二百
負担額減額認定証の検認又は更新に関す
二十六号︶︑自動車重量譲与税法︵昭和四十六年法律第九十号︶及び地方税法施行令︵昭和二十五年
る事務 当該限度額適用・標準負担額減
政令第二百四十五号︶の規定に基づき︑地方税法施行規則及び自動車重量譲与税法施行規則の一部を
額認定証に係る被保険者に係る年金給付
改正する省令を次のように定める︒
関係情報
平成三十一年三月二十九日
総務大臣 石田 真敏
十 ﹇略﹈
八 ﹇同上﹈
地方税法施行規則及び自動車重量譲与税法施行規則の一部を改正する省令
第五十九条の二 ﹇略﹈
第五十九条の二 ﹇同上﹈
︵地方税法施行規則の一部改正︶
﹈
第五十九条の二の二 法別表第二の百十七の ﹇条を加える︒
第一条 地方税法施行規則︵昭和二十九年総理府令第二十三号︶の一部を次のように改正する︒
項の主務省令で定める事務は︑年金生活者
第一条の十七を第一条の十九とする︒
支援給付金の支給に関する法律︵平成二十
第一条の十六︵見出しを含む︒︶中﹁第三十七条の二第四項及び第三百十四条の七第四項﹂を﹁第
四年法律第百二号︶
による給付に係る申請︑
三十七条の二第十三項及び第三百十四条の七第十三項﹂に改め︑同条を第一条の十八とする︒
届出その他の行為
︵以下この条において
﹁申
第一条の十五の次に次の二条を加える︒
請等﹂という︒
︶
に係る事実についての審査
︵法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の提出方法等︶
に関する事務とし︑同項の主務省令で定め
第一条の十六 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定による指定︵以下この
る情報は︑当該申請等に係る者に係る次に
条及び次条において﹁指定﹂という︒
︶
を受けようとする都道府県︑市町村又は特別区︵以下この
掲げる情報とする︒
条及び次条において﹁都道府県等﹂という︒︶
は︑指定対象期間の初日の属する年の七月一日から
一 道府県民税又は市町村民税に関する情
報
同月三十一日までの間に︑法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出
二 住民票に記載された住民票関係情報
書及び書類︵次条第二項第四号において﹁申出書等﹂という︒︶
を総務大臣に︵市町村又は特別区
にあつては︑都道府県知事を経由して総務大臣に︶提出するものとする︒
備考 表中の﹇ ﹈の記載は注記である︒
２ 前項に規定する指定対象期間とは︑毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間をいう︒
附 則
︵法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の記載事項等︶
この命令は︑平成三十一年四月一日から施行する︒ただし︑
第五十九条の二の二に係る改正規定は︑
第一条の十七 法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する第一号寄附金の募
年金生活者支援給付金の支給に関する法律の施行の日︵平成三十一年十月一日︶から施行する︒
集の適正な実施に関し総務省令で定める事項は︑次に掲げる事項︵法第三十七条の二第二項及び
第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等︵次項第五号において﹁返礼品等﹂という︒︶
を提供
しない場合には︑第一号及び第四号に掲げる事項︶とする︒
一 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する第一号寄附金の募集の適正
な実施に係る基準に適合する旨
二 法第三十七条の二第二項第一号及び第三百十四条の七第二項第一号に掲げる基準に適合する
旨
三 法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号に掲げる基準に適合する
旨
四 前各号に掲げるもののほか︑指定に関し必要な事項
２ 法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書に添えるこれらの規定
に規定する書類は︑次に掲げる書類とする︒
一 都道府県等の法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄
附金︵以下この項において﹁第一号寄附金﹂という︒︶の募集の取組及び当該都道府県等が受領
した第一号寄附金の額の実績について総務大臣が実施した調査の結果に関する書類

(号外特第 揫 号)
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