産業 競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案
（参照法令一覧）
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○産業競争力強化法施行令（平成二十六 年政令第十三号）
産業競争力強化法施行令をここに公布する。
産業競争力強化法施行令

内閣は、 産業競争力 強化法（平成 二十五年法律 第九十八号 ）第二条第 十四項、第十 七項第五号及 び第八号並びに第二十六項、第二十八条第一項

、第三十四 条第一項及 び第三項、第 三十五条第一項、第三十九条第一 項各号、第四十一条第一項第一号及び 第四項第一号、第五十四条第三項、第

五十五条第 三項、第六十一 条第一項、第 七十五条、第九十九条第二項ただし書、第百十五条第四項及び第五項、第百二十一条第三項及び第八項、

第百二十八条第六項並びに第百三十三条第一号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

産業競争力 強化法（第 十二条第十三号を除き、以下「法」という。） 第二条第十四項の政令で定める法律は、金融機関等の更生手続の特

（事業再生から除外する手続 ）
第一条
例等に関する法律 （平成八年法律第九十五号）とする。

法第 二条第十七項 第五号の政令 で定める業種並び にその業種ごとの資本金の額又は出資の 総額及び常時使用する従業員の数は、 次の表の

（中小企 業者の範囲）
第二条

三百人

九百人

常時使用する従業員の数

とおりとする。
ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ 三億円

業種

三億円

二百人

資本金の額又は出資の 総額

ソフトウェア業又は情報処理サー ビス業

五千万円

業を除く。）

事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会

法第二条第十七項第八号の政令で定 める組合及び連合会は、次のとおりと する。
一

水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

一

二

旅館業

及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造

三
２
二
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四

三

生 活衛生同業 組合、生活 衛生同業小組 合及び生活衛 生同業組合 連合会であっ て、その直接又は間接の 構成員の三分の二以上が五千万円（卸

商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

商工組合及び商工組合連合会

技術研究組合 であって、 その直接又 は間接の構成 員の三分の二 以上が法 第二条第十七項第一号から第七号までに規定する中小企業者である

をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの

内航海 運組合及び内 航海運組合連 合会であ って、その直 接又は間接の 構成員たる内 航海運事業を営む者の三分の二以上が 三億円以下の金額

もの

の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人（酒類卸売業者については、百人）以下の従業員を使用する者である

酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円（酒類卸売業者については、一億円）以下

を その資本金の 額若しくは 出資の総額 とする法人又 は常時三百人 以下の従業 員を使用する 者であるもの 並びに酒販 組合、酒販 組合連合会及び

酒造組 合、酒造組合連 合会及び酒 造組合中央 会であって、 その直接又は 間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が 三億円以下の金額

はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人）以下の従業員を使用する者である もの

売業を主たる事業とする事業者については、一億円）以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人（卸売業又

五

六

七
八
もの
（特定信用状の発 行に係る金融機関）

七

六

五

四

三

二

一

漁業協同組合及び漁業協同組合連合会

農業協同組合及び農業協同組合連合会

信用 協同組合及び信用協同組合連合会

労働金庫及び 労働金庫連合会

信用金庫及び信用金庫連合会

株式会社日本政策投資銀 行

株式会社商工組合中央金庫

銀行

法 第二条第二十七項の政令で定める金融 機関は、次のとおりとする。

八

農林中央金庫

第三条

九
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十

保険会社

新事業活動 （法第二 条第三項に規 定する新事業活動をいう。以下この条において同じ。）として商工会議所、商工会又は都道府県商工会

（資金決済に関する法律施行令第四条第二項の規定に係る規制の特例措置）
第四条

連合会（ 新事業活動 を遂行するた めに必要と認 められる内 閣府令・経 済産業省令で 定める基準に 適合する財産的基礎を有するものに限り、資金

決済に関 する法律（平 成二十一年法 律第五十九 号）第十条 第一項第四号 、第七号、第八 号又は第九号に該当するものを除く。）によりその発行

が行われる 同法第三条第一 項に規定す る前払式支 払手段（その 対価を上回る 金額を代価の弁済に充てることができる金額とし て定めているもの

で あることその 他内閣府令・ 経済産業 省令で定める 要件を満たす ものに限る 。）についての資金決済に関する法律施 行令（平成二十二年政令第
十九号）第四条第二項の規定 の適用については、同項中「六月」と あるのは、「三年」とする。
（公正取引委員会との協議）
法 第二十七条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

当該事 業再編関連措 置（法第二十 七条第一 項に規定する 事業再編関連 措置をいう。 以下この条において同じ。）が、事業 者が当該事業再編

当該 事業再編関 連措置が、二 以上の事業者 により共同 して行われ るものであっ て、当該事業 者のうち、いずれか一の事業者に係る国内売上

により届け出なければなら ないものである場合

定により適用される場合を含む。）、第十五条第二項、第十五条の二第二項若しくは第三項、第十五条の三第二項又は第十六条第二項の規定

関連措置を行 うに際して、 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）第十 条第二項 （同条第五項の規

第五条
一

二

高合計額（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第二項に規定する国内売上高合計額をいう。以下この号において同じ。）

が二百億円 を超え、かつ 、他のいず れか一の事業 者に係る国内 売上高合計額 が五十億 円を超える場 合（当該事業 再編関連措 置を行おう とする
全ての事業者が同一の企業結合集団（同項に規定する企業結合集団をいう。 ）に属する場合を除く。）

法第三十条 第五項の規 定により会社法（平成十七年法律第八十六号） の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術

（認定事業者が行う株式等売 渡請求について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え）
第六条

読み替え られる字句

産業競争力強化法第百四十七条第二項に規定する

読み替える字句

的読替えは、次の 表のとおりとする。
読み替える会 社法の規定

法務省令

主務省令

主務省令（以下単に「主務省令」と いう。）

第百 七十九条の五第一項第四号

第 百 七 十 九 条 の 十 第 一 項 及 び 第 百 八 十 九 条 法務省令
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第二 項第六号

法第三十二 条第一項 の規定により 会社法の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおり

（認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分について 会社法の規定を適用する場合の技術的読替え）
第七条
読み替える会社法の規定
前項各号

読み替え られる字句

前項各号（第三号を除く。）

読み替 える字句

とする。
第百九十九条第二項

同法第三十二条第一項の規定により読み替えて適

産業競争力強化法第三十二条第一項の規定により

用する第百九十九条第一 項第四号

同条第一項第四号
第百九十九条第一項第四号

第二百一条第三項
第二百八条第二項

読み替えて適用する第百九十九条第一項第四号

法第三十 二条第三項 の規定によ り会社法 の規定を準用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおり

（認定事業者である株式会社が行う株 式の発行又は自己株式の処分について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え）
第八条

読み替えられる字 句

第五編（第七百九十六条第三項の規定を産業競争

読み替える字句

とする。
読み替える会社法の規定

第五編

読み替えて準用する第七百九十六条第二項ただし

第七百九十五条第二項各号に掲げる場合及び 産 業 競 争 力 強 化 法 第 三 十 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ り

て準用する場合を含む。）

力強化法第三十二条第三項の規定により読み替え

第三百九条第二項第十二号

第七百九十七条第一項

第七百九十六条第一項ただし書

書

法第 三十七条第一 項第一号の政 令で定める措置は 、生産性向上設備等（法第二条第十三項 に規定する生産性向上設備等をいう。）の導入

（認定事 業再編関連措置等）
第九条

と 併せて行う事業 再編（法第 二条第十一 項に規定する 事業再編をい う。第三 十一条第一項第二号において同じ。）のための措置であって、その

実施に長期資金（資金需要の期間が五年以上の資金をいう。次項に おいて同じ。）の借入れを必要とする ものとする。
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２

法第三十七条第一項第二号の政令で 定める措置は、その実施に長期資金の 借入れを必要とするものとする。

事業再編促 進円滑化 業務（法第三 十七条第一項に規定する事業再編促進円滑化業務をいう。）が行われる場合には、株式会社日本政策金

（株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用）
第十条

融公庫法 施行令（平 成二十年政令 第百四十三号 ）第三十条 第一項並び に第三十一条 第一項各号及 び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは

、「産業 競争力強化法（平成二十五年法律第九十八号）第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とす る。
（指定金融機関）

四

三

二

一

信用金庫及び信用金庫連合会

株式 会社日本政策投資銀行

株式会社商工 組合中央金庫

長期信用銀行

銀行

法第三十九条第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。

五
労働金庫及び労働金庫連合会

第十一条

六

信 用協同組合 及び協同組 合連合会（中 小企業等協同 組合法（昭 和二十四年法 律第百八十一号）第九条 の九第一項第一号及び第二号の事業を

農林中央金庫

じ。）

同じ。）及び水産加工業協同組合連合会（同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第十三条第三号において同

号において同じ。）、水産加工業協同組合（同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第十三条第三号において

十三条第三号において同じ。）、漁業協同組合連合会（同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。第十三条第三

漁業協同組 合（水産業協 同組合法 （昭和二十三 年法律第二百 四十二号） 第十一条第一項第三号及び第四号の事業 を併せ行うものに限る。第

第三号 において同じ。）及び農業協同組合連合 会（同項第二号及び第三号の事業を併 せ行うものに限る。同条第三号において同じ。）

農業 協同組合（農 業協同組合法 （昭和二十 二年法律第 百三十二号） 第十条第一項 第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。第十三条

併せ行うものに限 る。第十三条第一号において同じ。）

七
八
九

十

法第三十九条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

（指定金融機関の指定の基準となる法律）
第十二条
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八

七

六

五

四

三

二

一

農林中央金庫法（平成十三年法律第九十三号）

銀行法（昭和五十六年法 律第五十九号）

労働金庫法（昭和二十八年法律第 二百二十七号）

長期信用銀行法（昭和二十七年法律第百八 十七号）

信用 金庫法（昭和二十六年法律第二百三十八号）

協同組合によ る金融事業に関する法律（昭和二十四年 法律第百八十三号）

中小企業等協同組合法

水産業協同組合法

農業協同組合法

株 式会社商工組合中央金庫法（平成十九 年法律第七十四号）

九
十一

株式会社日本政策投資銀行法（ 平成十九年法律第八十五号）

株式会社日本 政策金融公庫法（平成十九年法律第五十七号）

十二
産業競争力強化法

十

十三

主務大臣 は、法第三十 九条第一項の規定による指定（以下この条に おいて単に「指定」という。）、法第 四十一条第一項の認可、同条

（内閣総理大臣等への通知）
第十三条

第二項若 しくは法第四 十四条の規定 による命令 若しくは法 第四十六条第 一項若しくは 第二項の規定による指定の取消し（以下この条において「

処分」と総 称する。）を したとき、又 は法第四十 五条第一項の 規定による届 出（以下この条において単に「届出」という。） を受理したときは

、 速やかに、そ の旨を、当該 処分を受 け、又は届出 を行った指定 金融機関（ 法第三十九条第一項の規定により指定さ れた指定金融機関をいう。
銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び協同組合連合会

）が次の各号に掲げるもので ある場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
一

労働金庫及び 労働金庫連合会

経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣

内閣総理大臣

二

農業協 同組合、農業 協同組合連合 会、漁業 協同組合、漁 業協同組合連 合会、水産加 工業協同組合、水産加工業協同組合連 合会及び農林中央

内閣総理大臣及び厚生労働大臣

三

株式会社商工組合中央金庫

財務大臣 （株式会社日 本政策投資 銀行が株式会 社日本政策投資銀行法第 九条第一項の承認を受けた場合にあっ

農林水産大臣及び内閣総理大臣

四

株式会社日本政策投資銀行

金庫
五
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ては、財務大臣及び内閣総理大臣）

法第五十 二条第三 項の政令で定 める率は、保証をした借入れの期間（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）第

（事業再生円滑化関連保証に係る保険料率）
第十四条

二条第一 項に規定す る借入れの期 間をいう。次 条及び第二 十六条にお いて同じ。） 一年につき、 普通保険（中小企業信用保険法（昭和二十五年

法律第二 百六十四号） 第三条第一項 に規定する 普通保険を いう。次条に おいて同じ。） 及び無担保保険（同法第三条の二第一項に規定する無担

保保険をい う。次条及び第 二十五条に おいて同じ 。）にあって は一・六九パ ーセント（手形割引等特殊保証（同令第二条第一 項に規定する手形

割 引等特殊保証 をいう。以下 この条、 次条及び第二 十六条におい て同じ。） 及び当座貸越し特殊保証（同令第二条第 一項に規定する当座貸越し

特殊 保証をいう。 以下この条 、次条及び第 二十六条にお いて同じ。 ）の場合は 、一・四四パーセント）、特別小口保険（同法第三条の三第一項

に規定す る特別小 口保険をいう 。次条におい て同じ。）に あっては 〇・四パーセ ント（手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、
〇・三四パーセン ト）とする。

法 第五十三条第 三項の政令で 定める率は、保証 をした借入れの期間一年につき、普通保 険及び無担保保険にあっては〇・四一 パーセン

（事業再 生計画実施関連保証に係る保険料率）
第十五条

ト（ 手形割引等特 殊保証及び 当座貸越し 特殊保証の場 合は、〇・三 五パーセ ント）、特別小口保険にあっては〇・一九パーセント（手形割引等
特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント） とする。

法人 にあっては 、次のいずれ かに該当する こと及び当 該法人に対し 、その発行済 株式の総数 、出資口数の総数又は出資価額の総額 の二分の

その事業を開始した日以後十年を経過していないこと。

）以下であること。

常時使用す る従業員の 数が二十人 （商業又はサ ービス業に属 する事業を 主たる事業として営む者にあ っては、五人。次号イにおいて同じ。

個人にあっては、次のいずれかに該当する こと。

法第六十六条第一項の政令で定める要 件は、次のとおりとする。

（特許料の軽減等 の要件）

ロ

イ

第十六条
一

二

一以上に相 当する数又は 額の株式又 は出資を単 独で所有する 関係その他そ の事業活動 を実質的に 支配すること が可能なもの として経済産業省
イ

資本金の額又は出資の総額（資本金又は出資を有しない法人にあっては、経済産業省令で定める額）が三億円以下であって、その設立の

常時使用する従業員の数が二十 人以下であること。

令で定める関係を有する法人がないこと。
ロ
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日以後十年を経過していないこと。
（特許料の軽減）

法第六十 六条第一 項の規定によ り特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が前条第一号又は

二

一
特許料の軽減を受けようとする旨

申請に係る特許発明の特許出願の番号又は 特許番号

申請 人の氏名又は名称及び住所又は居所

前項の 規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

年までの各年分の特許料の金額の三分の二に相当する額を軽減するものとする。

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

三

第二号に掲げる要 件に該当する者であることを証する書面 を添付して、特許庁長官に提出しなけ ればならない。

第十七条

２
３
（出願審 査の請求の手数料の軽減）

法 第六十六条第 二項の規定に より出願審査の請 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 、申請人

二

一

出願 審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨

申請に係る発 明の特許出願の表示

申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

前項の規定により算定し た出願審査の請求の手数料の金額に十円 未満の端数があるときは、その端数は 、切り捨てる。

より計算される出願審査の請求の手数 料の金額の三分の二に相当する額を軽 減するものとする。

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

三

が第十六条第一号又は第二号に掲げる要件に該当する者であることを証する 書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。

第十八条

２
３

法第六十 六条第三項の 規定により国際出願（特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律（昭和五十三 年法律第三十号）第二条に規

（国際出願に係る手数料の軽減）
第十九条

定する国際 出願をいう。 以下この条に おいて同 じ。）に係る 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、申請人
一

申請に係る発明の国際出願の表示

申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

が第十六条第一号又は第二号に掲げる要件に該当する者であることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
二
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２
３

三

国際出願に係る手数料の軽減を受 けようとする旨

特許庁長官は 、前項の申 請書の提出 があった ときは、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令（昭和五十三年政令第二百九十一

号）第二条第二項第一号及び第三号の規定による手数料の金額の三 分の二に相当する額を軽減するものと する。

前項の規定により算定した国際出願に係る手数料の金 額に十円未満の端数があるときは、その 端数は、切り捨てる。
法第六十九条第一項の政令で 定める期間は、三年とする。

（認定技 術等情報漏えい防止措置認証機関の認定の有効期間）
第二十条
（機構による支援決定）
法第百八条第二 項ただし書の政令で定める出資は、次の 各号のいずれにも該当するものとする 。

自らの経営資源以外の経営資源を活用し、新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動を行う事 業者に対するものであること。

第二十一条
一

その 額（株式会 社産業革新投 資機構（以下 「機構」と いう。）が当 該直接資金供 給（法第九 十五条第一項第四号に規定する直接資 金供給を

そ の額と機構 が既に行っ た出資（その 出資に係る株 式について 法第百一条第 一項第十三号の譲渡その 他の処分を行ったものを除く。）の額

）を行った場合にあっては、その既 に行った出資の額とその行おうとする出 資の額との合計額）が十億円を超えな いものであること。

既に出資（法 第百八条第二 項ただし 書の規定によ り経済産業大臣 に意見を述 べる機会を 与えないで決 定したものに 限る。次 号において同じ。

いう。）の 対象となる事 業者に対し 、当該直接 資金供給に係 る特定事業活 動（法第二 条第二十項 に規定する特 定事業活動を いう。）に関して

二

三

との合計額が、九 百億円を超えないものであること。

法第百十二 条第三項の評価 委員（次項及び第二十四条第一項において単に「評価委員」という。）は、次に掲げる者につき経済産業

（評価委 員の任命及び機構が譲受けを行う特定株式の評価等）
第二十二条
財務省の職員

大臣が任命する。
一
経済産業省の職員

一人

二

対象 会社（機構 が法第百十二 条第一項の規 定により譲 受けを行い、 又は法第百十 四条第一項 の規定により譲渡を行おうとする法第 百十一条

機構の取締役

一人

十四条第二項において「担当府省」 という。）の職員

一人

認可した大臣 の分担管理す る行政事 務をつかさど る機関たる各 省（当該大臣 が内閣総理 大臣である場 合にあっては 、内閣府 。第三項及び第二

に規定する 特定株式に係 る法第二条 第二十二項 に規定する特 定政府出資会 社をいう。 第三項及び 第二十四条第 二項において 同じ。）の設立を

一人

三

四
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三人

法第百十二条第三項の評価は、評価委員の過半数の一致によるも のとする。

学識経験のある者

２

法 第百十二条第 三項の評 価に関する庶 務は、経済産業省経済産業政策局産業創造課並びに担当府省の部局に置かれる対象会社の組織及び運営

五
３

一般に関する事務 を所掌する課（担当府省が内閣府である 場合にあっては、内閣府本府に置かれ る政策統括官）において処理する。

読み替える字句

法第百十三条 の規定により 会社法の規定を準用する場合における同条の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりと

（機構の 株主のうち政府以外のものが行う株式買取請求について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え）
第二十三条
読み替えられる字句

ならない。ただし、機構は、特定株式譲受けの対

する。
読み替える会社法の規定
ならない。

をしなければならない。

百十二条第三項の評価委員の評価を踏まえて協議

書の規定による決定において踏まえるべき同法第

て読み替えて適用する第百九十九条第二項ただし

きは、産業競争力強化法第百十二条第二項におい

価として株式の発行又は自己株式の処分をすると

第四百七十条第一項

（機構が 譲渡を行おうとする特定株式の評価等）
法第百十四条第二項の評価 は、評価委員の過半数の一致によるものとする。

法第百十四 条第二項の評 価に関する 庶務は、経済産業 省経済産業政策局産業創造課並びに担当府省の部局に置かれる対象会社の組織 及び運営

第二十四条
２

一般に関する事務を所掌する 課（担当府省が内閣府である場合にあっては、内閣府本府に置かれる政策統括官）において処理する。

法第百 二十九条第四 項の政令で指定する無担保保険の保険関係は、中小企業信用保険法第三条の二第一 項に規定する債務の保証（同

（創業関連保証に係る中小企業信用保険法の特例）
第二十五条

法以外の法 律に規定する もの並びに同 法第十二 条に規定する 経営安定関連 保証及び同法 第十五条に規定する危機関連保証を除 く。）に係る保険

関係、中小企 業等経営強化 法（平成十 一年法律第 十八号）第四 条第一項に規 定する創業等関連保証に係る保険関係及び法第百二十九条第一項に

法第百 二十九条 第五項の政令 で定める率は、保証をした借入れの期間一年 につき、〇・二九パーセント（手形割引等特殊保証及び当

規定する創業関連保証に係る保険関係とし、同条第四項の政令で定める限度 額は、八千万円とする。
第二十六条
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座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五 パーセント）とする。

法第百 三十五条 第一項に規定 する中小企業再生支援協議会（以下この条及び第三十条において「協議会」という。）の委員は、五人

（中小企業再生支援協議会の組織）
第二十七条

４

３

２

認定支援機関（法第百三 十四条第二項に規定する認定支援機関を いう。第二十九条及び第三十条におい て同じ。）に、協議会の事務局を置く。

協議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合における会長の職務を代理する者を定めておか なければならない。

会長は、協議会の会務を総理する。

協議会 に会長一人を置き、委員のうちから、 委員の互選によってこれを定める。

以上でなければな らない。

５
（委員の任期）

委員の任期は、三年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

第二十八条
２
（委員の解任）

認定 支援機関の 長は、委員 が破産手 続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならな

認定 支援機関の 長は、委員が 心身の故障のため職務の執行ができないと認 めるとき、又は委員に職務上の義務違 反その他委員たるに適しない

い。

第二十九条
２

非行があ ると認めるときは、これを解任することができる。
（定足数及び議決の方法）

協議会は、委員及び認定支援機関の長の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができな い。

協議会の決議は、出席し た委員及び認定支援機関の長の過半数を もって行う。可否同数のときは、会長 が決する。

第三十条
２

法第百 四十条第一号 の政令で定める投資事業有限責任組合は、次に掲げる者に対して投資事業有限責任 組合契約に関する法律（平成

（独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の範囲）
第三十一条

法第二十四条第一項に規定する認定事業再編事業者又は法第二十六条第一項に規定する認定特別事業再編事業者

十年法律 第九十号）第三条第一項各号に掲げる 事業の全部又は一部を営むことを約した 投資事業有限責任組合とする。
一

事業再編を実施する事業者であって、次のいずれかに該当するもの

次の⑴から⑶までのい ずれかに掲げる額の前事業年度終了の日における純資産の額に対する割合が百 分の二を超えるものであること。

二
イ
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２

三

ロ

⑶

⑵

⑴
前事業年度終了の日における欠損の額

前事業年度前三年度のいずれか の事業年度から前事業年度までの各年 度に生じた純損失の額の合計額

前事業年度において生じた純損失の額

前事業年度終 了の日における貸借対照表上の負債の額が資産の額を超えるものであること。
前二 号に掲げる事業者の関係事業者
則

抄

前項第二号イに規定する純資産、純 損失及び欠損の額並びに同号ロに規定する負債及び資産の額の算定の方法は、経済産業省令で定める。
附

この政令は 、法の施行 の日（平成二十六年一月二十日）から施行する 。ただし、第十六条から第十九条までの規定及び附則第十三条中経

（施行期日）
第一条

済産業省 組織令（平 成十二年政令 第二百五十四 号）第五十 七条の改正規 定は、法附則 第一条第二 号に掲げる規定の施行の日（同年四月 一日）か
ら施行す る。

産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行 令（平成十一年政令第二百五十八号）は、廃止する。

（産業活力の再生及び産業活動の革新 に関する特別措置法施行令の廃止）
第二条

法附則第十 二条の規定に よりなおその効力を有することとされた法附 則第四条の規定による廃止前の産業活 力の再生及び産業活動の革新

（公庫の行う損失補填業務に関する経過措置）
第三条

に関する 特別措置法（ 平成十一年法 律第百三十 一号。次条 及び附則第五 条において「 旧産活法」という。）第二十四条の二第一項の損失の補填

に係る株式 会社日本政策 金融公庫（次 条において 「公庫」とい う。）の業務 については、前条の規定による廃止前の産業活力 の再生及び産業活

動 の革新に関す る特別措置法 施行令（ 以下この条、 次条及び附則 第五条にお いて「旧産活法施行令」という。）第九 条（同条の表中第十六条第

三項 の項及び第二 十二条第三 項の項を除く 。）の規定は 、この政令 の施行後も 、なおその効力を有する。この場合において、旧産活法施行令第

九条中「 法第二十 四条の二第二 項」とあるの は「産業競争 力強化法 （平成二十五 年法律第九十八号）附則第十二条の規定によりなおその効力を

有するこ ととされた 同法附則第四 条の規定によ る廃止前の 産業活力の再 生及び産業活 動の革新に 関する特別措置法（平成十一年法律第 百三十一

号）第二十 四条の二第二 項」と、同条 の表第二 十一条第一項 第二号の項中 「産業活力の 再生及び産業活動の革新に関する特別 措置法」とあるの

は「産業競争 力強化法（平 成二十五年 法律第九十 八号）附則第 十二条の規定 によりなおその効力を有することとされた同法附則第四条の規定に

よ る廃止前の産業 活力の再生 及び産業活 動の革新に関 する特別措置 法（平成 十一年法律第百三十一号。第二十二条第一項において「旧産活法」

という。）」と、同表第二十二条第一項の項中「産業活力の再生及 び産業活動の革新に関する特別措置法 」とあるのは「旧産活法」とする。
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法附則第 十三条の規 定によりな おその効 力を有することとされた旧産活法第二十四条の三第一項に規定する公庫の事業再構築等促進円滑

（公庫の行う事業再構築等促進円滑化 業務に関する経過措置）
第四条

化業務 については 、旧産活法 施行令第十一 条の規定は、 この政令の 施行後も、な おその効力を有する。こ の場合において、同条中「法第二十四

条の三第 一項」とあ るのは「産業 競争力強化法 （平成二十 五年法律第 九十八号）附 則第十三条の 規定によりなおその効力を有することとされた

同法附則 第四条の規定 による廃止前 の産業活力 の再生及び 産業活動の革 新に関する特別 措置法（平成十一年法律第百三十一号）第二十四条の三

第一項」と 、「産業活力の 再生及び産 業活動の革 新に関する特 別措置法（平 成十一年法律第百三十一号）第二十四条の三第二 項」とあるのは「

産 業競争力強化 法（平成二十 五年法律 第九十八号） 附則第十三条 の規定によ りなおその効力を有することとされた同 法附則第四条の規定による

廃止前の産業活力の再生及び 産業活動の革新に関する特別措置法（ 平成十一年法律第百三十一号）第二十四条の三第二項」とする。

法 附則第十 四条の規定に よりなおその効力を有することとされた旧産活法第二十四条の五第一項に規定する 指定金融機関の行う同項に規

（旧産活法第二十四条の五第一項に規定する指定金融機関の行う事業再構築等促進業務に関する経過措置 ）
第五条

定する事業 再構築等促進 業務について は、旧産 活法施行令第 十四条の規定 は、この政令 の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において

、同条中「法 第二十四条の 五第一項」 とあるのは 「産業競争力強 化法（平成 二十五年法律第九十八号）附則第十四条の規定によりなおその効力

を有 することとさ れた同法附 則第四条の 規定による廃 止前の産業活 力の再生 及び産業活動の革新に関する特別措置法（平成十一年法律第百三十

一号。 以下この条 において「 旧産活法」と いう。）第二 十四条の五 第一項」と、 「法第二十四条の七第一 項」とあるのは「旧産活法第二十四条

の七第一 項」と、「 法第二十四条 の十」とある のは「旧産 活法第二十 四条の十」と 、「法第二十 四条の十二第一項」とあるのは「旧産活法第二
則

（平成二七年四月一日政令第一六九 号）

十四条の 十二第一項」と、「法第二十四条の十一第一項」とあるのは「旧産活法第二十四条の十一第一項」とする。
附
則

（平成二七年四月三〇日政令第二二五号）

この政令は、公布の日から施行する。
附
則

（平成 二八年一月二二日政令第一八号）

抄

この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日（平成二十七年五月一日）から施行する。
附

則

（平成二八年二月二四日政 令第四八号）

抄

この政令は、特許法等の一部を 改正する法律の施行の日（平成二十八 年四月一日）から施行する。

（施行期 日）
第一条
附

（施行期日）
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第一条

この 政令は、電気 事業法等の一 部を改正する等の 法律（以下「改正法」という。）附則第 一条第三号に掲げる規定の施行の日（ 平成二十
則

（平成二八年六月三〇日政令第二四八号）

八年四月一日）から施行する。
附
則

（平成 二九年三月二三日政令第四〇号）

抄

この政令は、中小 企業の新たな事業活動の促進に関する法 律の一部を改正する法律の施行の日（ 平成二十八年七月一日）から施行する。
附

則

（平成二九年一〇月二五日政令第二六二号）

この政令は、第五号施行日（平成二十九年四月一日）から施行する。

（施行期日）
第一条
附

（平成三〇年七月六日政令第一九九号）

抄

この政令 は、中小 企業の経営の 改善発達を促 進するための 中小企業 信用保険法等 の一部を改正する法律の施行の日（平成三十年四月一日）から
則

施行する。
附
（施行期日）
（平成三〇年九月二一日政令第二六五号）

抄

この政令は、改正法の施行の日（平成三十年七月九日）から 施行する。
則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（罰則に関する経過措置）

この政 令は、産業競争力強化法等の一部を改 正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成三十年九月二十五 日）から施行する。

（施行期日）

附

第一条

１
２

○中小企業等経営強 化法施行令（平成十一年政令第二百一号）
中小企業経営革新 支援法施行令をここに公布する。
中小企業等経営強化法施行令

内閣は、中小 企業経営革新 支援法（平 成十一年法 律第十八号） 第二条第一項 第三号及び第六号並びに第二項、第六条第四項、第七条、第十条第
一項並びに第十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
（中小企業者の範囲）
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第一条

中小 企業等経営強 化法（平成十 一年法律第十八号 。以下「法」という。）第二条第一項第 五号に規定する政令で定める業種並び にその業

種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表 のとおりとする。

資 本 金 の 額 又 は 出 常時使用する従業

九百人

業種

一 ゴム製品 製造業（自動 車又は航空機 用タイヤ及びチューブ製造業並びに工 業用ベルト製造業を除く。 三億円

三百人

員の数

三億円

二百人

資の総額

二 ソフトウェア業又は情報処理サービ ス業

五千万 円

三

二

一

商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

商工組合及び商工組合連合会

水産 加工業協同組合及び水産加工業協同組 合連合会

事業協同組合 及び事業協同小組合並びに協同組合連合会

法第二条第一項 第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。

）
三 旅館業
２

四

生 活衛生同業 組合、生活 衛生同業小組 合及び生活衛 生同業組合 連合会であっ て、その直接又は間接の 構成員の三分の二以上が五千万円（卸

技術研究組合 であって、 その直接又 は間接の構成 員の三分の二 以上が法 第二条第一項第一号から第七号までに規定する中小企業者であるも

をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの

内航海 運組合及び内 航海運組合連 合会であ って、その直 接又は間接の 構成員たる内 航海運事業を営む者の三分の二以上が 三億円以下の金額

もの

の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人（酒類卸売業者については、百人）以下の従業員を使用する者である

酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円（酒類卸売業者については、一億円）以下

を その資本金の 額若しくは 出資の総額 とする法人又 は常時三百人 以下の従業 員を使用す る者であるもの 並びに酒販 組合、酒販 組合連合会及び

酒造組 合、酒造組合 連合会及び酒 造組合中央 会であって、 その直接又は 間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が 三億円以下の金額

はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人）以下の従業員を使用する者である もの

売業を主たる事業とする事業者については、一億円）以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人（卸売業又

五

六

七
八
の
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（中小企業者等の範囲）
法第二条第二項第三号の政令で定める資本金の額又は出資の 総額は、十億円とする。

一
歯科 医業を主たる事業とする法人

医業を主たる 事業とする法人

法第二条第二項第三号の政令で定める法人は、次のとおりとする。

第二条
２
二

医業を主たる事業とする 法人

法第二条第二項第四号の政令で定め る常時使用する従業員の数は、二千人とする。
一
歯科医業を主たる事業とする法人

３

二

社会福祉法（ 昭和二十六年法律第四十五号）第二十二条に規定する社会福祉法人（前二号に 掲げる法人を除く。）

法第二条第二項第四号の政令で定める法人は、次のとおりとする。

三

特定 非営利活動促進法（平成十年法律第七 号）第二条第二項に規定する特定非営利 活動法人（第一号及び第二号に掲げる法人を除く。）

４

四
（新規中小企業者に係る要件）

法第二条 第四項第三 号の政令で 定める費 用は、新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特

法第二条第四項第三号の政令で定め る収入金額に対する割合は、百分の五とする。

条第二十 一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額とし、個人にあっては事業所得に係る総収入金額とする。

法第 二条第四項 第三号の政令 で定める収入金額は、法人にあっては総収入 金額から固定資産又は法人税法（昭和 四十年法律第三十四号）第二

別に支出される費用とする。

第三条
２
３

法第二条 第六項の政 令で定める要 件は、 当該一般社団法人の直接又は間接の構 成員の三分の二以上が同条第一項に規定 する中小企業者で

（一般社団法人の要件）
第四条
あることとする。

法 第四条第三項 の政令で指定 する無担保保険の保険関係は、中小企業信用保険法（昭和二十五年法 律第二百六十四号）第三条の二第一項

（創業等関連保証 に係る中小企業信用保険法の特例）
第五条

に規定する債 務の保証（同 法以外の法 律に規定す るもの並びに 同法第十二条 に規定する経営安定関連保証及び同法第十五条に規定する危機関連

保 証を除く。）に 係る保険関 係、産業競 争力強化法（ 平成二十五年 法律第九 十八号）第百二十九条第一項に規定する創業関連保証に係る保険関

係及び法第四条第一項に規定する創業等関連保証に係る保険関係と し、同条第三項の政令で定める限度額 は、八千万円とする。
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第六条

法第 四条第四項の 政令で定める 率は、保証をした 借入れの期間（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） 第二条第

一項 に規定する借 入れの期間 をいう。以 下同じ。）一 年につき、〇 ・四パー セント（手形割引等特殊保証（同項に規定する手形割引等特殊保証

をいう 。以下同じ 。）及び当 座貸越し特殊 保証（同項に 規定する当 座貸越し特殊 保証をいう。以下同じ。 ）の場合は、〇・三四パーセント）と
する。

法 第十条第五項の 政令で定める 率は、保証をした借入れの期間一年につき、中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険（以下

（社外高 度人材活用新事業分野開拓関連保証に係る保険料率）
第七条

「 普通保険」と いう。）及び 同法第三 条の二第一項 に規定する無 担保保険（ 以下「無担保保険」という。）にあって は〇・四一パーセント（手

形割 引等特殊保証 及び当座貸 越し特殊保証 の場合は、〇 ・三五パー セント）、 同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険（以下「特別小口

保険」という。）にあっては〇・一九パーセント（手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は 、〇・一五パーセント）とする。
（経営力向上計画 に係る特定許認可等）
旅館業法（昭和二十三年法律第百 三十八号）第三条第一項の許可

法第十七条第四項の政令で定める許認可等（以下この条において「特定許認可 等」という。）は、次のとおりとする。

一

建設業法（昭和二十四年法律第百号）第三条第一項の許可
道路運送法（ 昭和二十六年法律第百八十三号）第四条 第一項の許可

二
四

ガス 事業法（昭和二十九年法律第五十一号）第三十五条の許可

火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）第三条又は第 五条の許可

五

貨物自動車運送事業法（平成元年法律第八 十三号）第三条の許可

主務大 臣は、法第十 七条第七項の 規定により特定許認可等をした行政庁に協議する場合においては、前 項の規定により添付された書類を当該

画に記載する場合 には、当該申請書には、当該書類を添付しなければならない。

法第 十七条第一 項の認定の 申請を行う者が前項の規定により行政庁が書類 を定めた特定許認可等に基づく地位を当該申請に係る経営力向上計

めることができる。

特定許認可 等に係る行政 庁は、当該 特定許認可等をす る根拠となる規定の趣旨を考慮して、法第十七条第七項の同意のために必要な 書類を定

六

三

第八条

２
３
４

行政庁に送付するものとする。

法第二十二 条第九項 の政令で定め る率は、保証をした借入れの期間一年につき 、普通保険及び無担保保険にあっては〇・四一パーセント

（経営革新関連保証及び経営力向上関連保証に係る保険料率）
第九条
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（手形割引等 特殊保証及び 当座貸越し 特殊保証の場 合は、〇・三 五パーセン ト）、特別小口保険にあっては〇・一九 パーセント（手形割引等特
殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント）とする。

法第五十四 条第五項及び 第五十五条第五項の政令で定める率は、保証 をした借入れの期間一年につき、普通 保険及び無担保保険にあって

（事業継続力強化関連保証及び連携事業継続力強化関連保証に係る 保険料率）
第十条

は〇・四 一パーセント （手形割引等 特殊保証及 び当座貸越 し特殊保証の 場合は、〇・三 五パーセント）、特別小口保険にあっては〇・一九パー
セント（手形割引等特殊保証及び当座貸越し特 殊保証の場合は、〇・一五パーセント）とする。

法第七 条に規定す る経済産業大 臣の権 限に属する事務は、特定新規中小企業 者の主たる事務所の所在地を管轄する都 道府県知事が行う

（都道府県が処理する事務）
第十一条
こととする。
（権限の委任）

法第八条第一 項、第九条第 一項及び第二項、第六十四条第一項並びに第六十五条第一項の規定に よる主務大臣の権限（経済産業大臣に

法 第八条第一項 、第九条 第一項及び第 二項、第六十四条第一項並びに第六十五条第 一項の規定による主務大臣の権限（経済産業大臣に属する

に委任されるものとする。

属するものに 限る。）は、 社外高度人 材活用新事 業分野開拓計画 を作成した 新規中小企業者等の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長

第十二条

２

）

当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成した新規中小企業者等の主た

当該社外高度人

社 外高度人材 活用新事業 分野開拓計画 であって当該 社外高度人 材活用新事業 分野開拓計画に従って行 われる社外高度人材活用新事業分野開

材活用新事業 分野開拓計画 を作成し た新規中小企 業者等の主た る事務所の所 在地を管轄 する国税局長 （沖縄国税事 務所長を 含む。以下同じ。

拓に係る事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限（国税庁の所掌に係るものに限る。）

社外 高度人材活 用新事業分野 開拓計画であ って当該社 外高度人材活 用新事業分野 開拓計画に 従って行われる社外高度人材活用新事 業分野開

る事務所の所在地を管轄する総合通信局長（沖縄総合通信事務所 長を含む。以下同じ。）

一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限

十 三条の六第一 号の総務省 令で定める 業務をいう。 次条第二項第 二号及び第 十四条第一 号において同じ 。）に係る ものを除く 。）の全部又は

拓に係る事 業（行政書士 業務（行政 書士法（昭和 二十六年法律 第四号）第一 条の二第 一項及び第一 条の三第一項 に規定する 業務並びに 同法第

社外 高度人材活用 新事業分野開 拓計画であ って当該社 外高度人材活 用新事業分野 開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開

ものを除く。）の うち、次の各号に掲げるものは、当該各 号に定める者に委任されるものとする。
一

二

三
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四

五

二

一

拓に係る事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するものに関する農林水産大臣の権限

当該 社外高度人材 活用新事 業分野開拓計画を

作成した新規中小企業者等の主たる 事務所の所在地を管轄する地方農政局長 又は北海道農政事務所長

当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画を

社 外高度人材 活用新事業 分野開拓計画 であって当該 社外高度人 材活用新事業 分野開拓計画に従って行 われる社外高度人材活用新事業分野開
拓に係る事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するものに関する国土交通大臣の権限

作成した新規中小企業者等の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長（国土交通省設置法（平成十

一年法律第 百号）第四条第 一項第十 五号、第十八 号、第八十六 号、第八十七 号、第九 十二号、第九 十三号及び第 百二十八号 に掲げる事 務並び

に 同項第八十六 号に掲げる 事務に係る 同項第十九号 及び第二十二 号に掲げる 事務（次条第 二項第十号に おいて「海 事に関する 事務」という。
）に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。）

社外 高度人材 活用新事業分 野開拓計画で あって当該社 外高度人 材活用新事業 分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開

拓に係る事業（第一種動物取扱業（動物の愛護及び管理に関する法律（昭和四十八年法律第百五号）第十条第一項に規定する第一種動物取扱

当該社 外高度人材活 用新事業分野 開拓計画 を作成した新規中

業をいう。 以下同じ。） 及び第二種 動物取扱業 （同法第二十 四条の二の二 に規定する 第二種動物 取扱業をいう 。以下同じ。 ）に係るものを除
く。）の全部又は一部が環境大臣の所管に属するものに関する環境大臣の権限
小企業者等の主たる事務所の所在地 を管轄する地方環境事務所長

当該作成した者の主た

法第十四 条第一項 、第十五条第 一項及び第二項、第六十四条第二項並びに第 六十五条第二項の規定による行政庁の権限（経済産業大臣

その地区が一 の経済産業局の管轄区域を超えない地 区組合

当該経済産業局長

イ

その行う事業が一の経済産業局の管轄区域 内に限られる法第二条第六項に規定する一般社団法人

法第十四 条第一項、第 十五条第一項 及び第二項、第六 十四条第二項並びに第六十五条第二項の 規定による行政庁の権限（都道府県の知事及び

ロ

ものに関する権限

該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む経済産業局又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る経済産業局が同一である

中小企業者 等が共同で作 成した経 営革新計画で あって、その 代表者が個 別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲 げる者からなり、かつ、当

る事務 所の所在地を管轄する経済産業局長

法第 二条第一項第 八号に掲げる 者（全国を 地区とする ものを除く。 ）が単独で作 成した経営革新計画に関する権限

に属するものに限 る。）のうち、次の各号に掲げるものは 、当該各号に定める者に委任されるものとする。

第十三条

２

法 第二条第一 項第八号に 掲げる者（全 国を地区とす るものを除 く。）が単独 で作成した経営革新計画 であって当該経営革新計画に従って行

経済産業大臣に属するものを除く。）のうち、次の各号に掲げるものは、当 該各号に定める者に委任されるものとする。
一
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二

三

四

五

六

われる経営革新のための事業の全部又は一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限
地を管轄する総合通信局長

当該作成し た者の主 たる事務所の所在

中 小企業者及 び組合等が 共同で作成し た経営革新計 画であって 当該経営革新 計画に従って行われる経 営革新のための事業（行政書士業務に

係るものを除く。）の全部又は一部が総務大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者か

その地区が一の総合通信局の管轄区域を超えない地区組合

当該総合通信局長

らなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む総合通信局（沖縄総合通信事務所を含む。以下この号にお
イ

その行う事業が一の総合通信局の管轄区域内に限られる法第二条第六項に規定する一般社団法人

いて同 じ。）又は次のイ若しくはロに掲げる者 に係る総合通信局が同一であるものに 関する総務大臣の権限
ロ

法第 二条第一 項第八号に掲 げる者（全国 を地区とする ものを除 く。）が単独 で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行

われる経営革新のための事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限（国税庁の所掌に係るものに限る。）
当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄 する国税局長

中小企業 者及び組合等 が共同で作 成した経営 革新計画であっ て当該経営 革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が

財務大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の

その地区が一の国税局の管轄区域を超えない地区組合

当該国税局長

主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む国税局（沖縄国税事務所を含む。以下この号において同じ。）又は次のイ若しくはロに掲げる者
イ

そ の行う事業が一の国税局の管轄区域内に 限られる法第二条第六項に規定する一 般社団法人

に係る国税局が同 一であるものに関する財務大臣の権限（国税庁の所掌に係るものに限る。）
ロ

法第二条第 一項第八号に 掲げる者 （全国を地区 とするものを 除く。）が 単独で作成した経営革新計画であって当 該経営革新計画に従って行

われる経営革新のための事業（職業紹介（職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第四条第一項に規定する職業紹介をいう。次号及び

次条第三号において同じ。）、労働者供給（同条第七項に規定する労働者供給をいう。次号及び次条第三号において同じ。）及び労働者派遣

（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（昭和六十年法律第八十八号）第二条第一号に規定する労働者派

当該作成した 者の主た る事務所の所 在地を管轄す る地方厚生局 長（四国厚 生支局の管轄 する区域にあ っては、 四国厚生支局長。

遣をいう。 次号及び次条 第三号にお いて同じ。 ）に係るもの を除く。）の 全部又は一 部が厚生労 働大臣の所管 に属するもの に関する厚生労働
大臣の権限

次号及び次条第三号において同じ。 ）

中 小企業者及 び組合等が 共同で作成し た経営革新計 画であって 当該経営革新 計画に従って行われる経 営革新のための事業（職業紹介、労働
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七

八

九

十

者供給、労働 者派遣及び社 会保険労 務士業務（社会 保険労務士法 （昭和四十 三年法律第 八十九号）第 二条第一項及 び第二条 の二第一項に規定

する業務並びに同法第二十五条の九第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める業務をいう。次条第三号において同じ。）に係るものを除

く。）の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、

その地区が一の地方厚生局の管轄区域を超えない地区組合

当該地

かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方厚生局（四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支

局。以下この号において同じ。）又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方厚生局が同一であるものに関する厚生労働大臣の権限
イ

その行う事業が一の地方厚生局の管轄区域内に限られる法第二条第六項に規定する一般社団法人

方厚生 局長
ロ

当該作成した者の主たる事務

法第 二条第一 項第八号に掲 げる者（全国 を地区とする ものを除 く。）が単独 で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行

われる経営革新のための事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するものに関する農林水産大臣の権限
所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道 農政事務所長

中小企業 者及び組合等 が共同で作 成した経営 革新計画であっ て当該経営 革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が

農林水産大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業

者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方農政局又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方農政局が同一であるものに関する農
その地区が一の地方農政局の管轄区域を超えない地区組合

当該地方農政局長

イ

そ の行う事業が一の地方農政局の管轄区域 内に限られる法第二条第六項に規定す る一般社団法人

林水産大臣の権限
ロ

当該作成した者の主たる事務

法第二条第 一項第八号に 掲げる者 （全国を地区 とするものを 除く。）が 単独で作成した経営革新計画であって当 該経営革新計画に従って行

われる経営革新のための事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するものに関する国土交通大臣の権限
所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長又は地方運 輸局長

中小 企業者及び 組合等が共同 で作成した経 営革新計画 であって当該 経営革新計画 に従って行 われる経営革新のための事業の全部又 は一部が

国土交通大 臣の所管に属 するものの うち、その 代表者が個別 中小企業者又 は次のイ若 しくはロに 掲げる者から なり、かつ、 当該個別中小企業

者の主たる事 務所の所在地 をその管 轄区域に含む 地方整備局若 しくは地方運 輸局（海事 に関する事務 に係るものに ついては 、運輸監理部を含
当該地方整備 局長又は地方運輸局長

む 。以下この号に おいて同 じ。）又は次 のイ若しくは ロに掲げる 者に係る地 方整備局若し くは地方運輸 局が同一で あるものに 関する国土交通
大臣の権限
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イ

その行う事業が一の地方整備局 又は地方運輸局の管轄区域内に限られる 法第二条第六項に規定する一般社団法 人

その地区が一の地方整備局又は地方運輸局の管轄区域を超えない地区組合

法第二条第 一項第八号 に掲げる者（ 全国を地区と するものを 除く。）が単 独で作成した経営革新計 画であって当該経営革新計画に従って

ロ
十一

行われる経営革新のための事業（第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係るものを除く。）の全部又は一部が環境大臣の所管に属するも
当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務 所長

中小 企業者及び組合 等が共同で 作成した経 営革新計画で あって当該経 営革新計画に従って行われる経営革新のための事 業（第一種動物取

のに関する環境大臣の権限
十二

扱 業及び第二種 動物取扱業 に係るもの を除く。）の 全部又は一部 が環境大臣 の所管に属す るもののうち 、その代表 者が個別中 小企業者又は次

のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方環境事務所又は次のイ若

当該地方環境事務 所長

その地区が一 の地方環境事務所の管轄区域を超えな い地区組合

しくはロに掲げる者に係る地方環境事務所が同一であるものに関 する環境大臣の権限
イ

その行う事業が一の地方環境事務所の管轄 区域内に限られる法第二条第六項に規定する一般社団法人

法 第十七条第一 項及び第七項 、第十八条第一項 から第三項まで、第十九条、第二十七条 第二項及び第三項、第六十四条第三項 並びに第

ロ
第十四条

六十 五条第二項（ 認定経営力 向上計画の 実施状況に係 るものに限る 。）の規 定による主務大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各

当該作成した者（共同で当該経営力向上

当該作成した者の主たる事務所の所在地

当該 作成した者の主た

中 小企業者等 が単独で又 は共同で作成 した経営力向 上計画であ って当該経営 力向上計画に従って行わ れる経営力向上に係る事業の全部又は

る事務所の所在地を管轄する地方厚 生局長

働大臣の権限（法第十七条第七項、第十八条第三項並びに第二十七条第二項及び第三項の規定によるものを除く。）

、労働者供 給、労働者派 遣及び社会 保険労務士 業務に係るも のを除く。） の全部又は 一部が厚生 労働大臣の所 管に属するも のに関する厚生労

中小 企業者等が 単独で又は共 同で作成した 経営力向上 計画であって 当該経営力向 上計画に従 って行われる経営力向上に係る事業（ 職業紹介

を管轄する国税局長

一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限（国税庁の所掌に係るものに限る。）

中小企業者 等が単独で又 は共同で 作成した経営 力向上計画で あって当該 経営力向上計画に従って行われる経営力 向上に係る事業の全部又は

計画を 作成した場合にあっては、その代表者。 以下この条において同じ。）の主たる 事務所の所在地を管轄する総合通信局長

業務に係るものを除く。）の全部又は一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限

中小 企業者等が 単独で又は共 同で作成した 経営力向上 計画であっ て当該経営力 向上計画に従 って行われる経営力向上に係る事業（行政書士

号に定める者に委任されるものとする。
一

二

三

四
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五
六

七

一部が農林水産大臣の所管に属するものに関する農林水産大臣の権限
北海道農政事務所長

当該 作成した者 の主たる事務 所の所在地を 管轄する 地方農政局長又は

当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長

中 小企業者等 が単独で又 は共同で作成 した経営力向 上計画であ って当該経営 力向上計画に従って行わ れる経営力向上に係る事業の全部又は
一部が経済産業大 臣の所管に属するものに関する経済産業大臣の権限

当該 作成した 者の主たる事 務所の所在地 を管轄する 地方整備局 長、北

中小 企業者等が単 独で又は共同 で作成した 経営力向上 計画であって 当該経営力向上 計画に従って行われる経営力向上に係る事業の全部又は
一部が国土交通大臣の所管に属するものに関する国土交通大臣の権限
海道開発局長又は地方運輸局長

当該作成した

中小企業者等 が単独で又 は共同で作成 した経営力向 上計画であ って当該経 営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業（第一種動

物取扱業及び第二種動物取扱業に係るものを除く。）の全部又は一部が環境大臣の所管に属するものに関する環境大臣の権限
者の主たる事務所 の所在地を管轄する地方環境事務所長

法第三十一条 第一項、第三 項及び第四項、法第三十三条第二項において準用する法第三十一条第 一項及び第三項、法第三十四条から第

法第 六十七条第 十一項の規定 により金融庁長官に委任された権限（認定経 営革新等支援機関である金融機関のう ち金融庁長官の指定するもの

務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。

属す るものに限る 。）は、認 定経営革新 等支援機関（ 法第三十一条 第一項の 認定を受けようとする者を含む。次項において同じ。）の主たる事

三十六条まで 並びに法第六 十五条第四 項（経営革 新等支援業務の 実施状況に 係るものに限る。）の規定による主務大臣の権限（経済産業大臣に

第十五条

２

に関する ものを除く。 ）は、認定経 営革新等支 援機関の主 たる事務所の 所在地を管轄 する財務局長（福岡財務支局の管轄する区域にあっては、
福岡財務支局長）に委任されるものとする。

法第 五十条第一項 並びに第五 十一条第一項及び 第二項の規定による経済産業大臣の権限並びに法第六十四条第五項及び第六十 五条第五

則

この政令は、法の施行の日（平成十一年七月二日）から施行する。

附

所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。

規定による 経済産業大臣 の権限（認定 連携事業 継続力強化を 行う者に関す るものに限る 。）は、連携事業継続力強化計画の代 表者の主たる事務

法第五 十二条第 一項並びに第 五十三条第一項及び第二項の規定による経済産業大臣の権限並びに法第六十四条第 五項及び第六十五条第五項の

たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。

項の 規定による経 済産業大臣 の権限（認定 事業継続力強 化を行う者 に関するも のに限る。）は、事業継続力強化計画を作成した中小企業者の主

第十六条

２

１
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２

平成十三 年三月三十一 日までに成立 している普通保険 、無担保保険又は特別小口保険の保険関 係であって、法第二十二条第一項に規 定する経

営革 新関連保証に 係るものに ついての第 九条の規定の 適用について は、同条 中「〇・四一パーセント」とあるのは「〇・四パーセント」と、「
則

（平成一一年八月二七日政令第二五八号）

抄

〇・二九パーセント」とあるのは「〇・二八パーセント」と、「〇 ・一九パーセント」とあるのは「〇・ 一八パーセント」とする。
附
この政令は、平成十一年九月一 日から施行する。

（施行期 日）
第一条
（新事業創出促進法施行令等の一部改 正に伴う経過措置）

（平成一一年一二月三日政令第三八六号）

（平成一二年三月二九日政令第一三一号）

（平成一二年六 月七日政令第三一一号）

抄

抄

抄

抄

この 政令の施行 前に成立し ている中小企業経営革新支援法（平成十一年法 律第十八号）第六条第一項に規定する経営革新関連保証の保険関係

第五条
２
則

に係る保険料率に ついては、なお従前の例による。
附

則

この政令は、公布の日から施行する。

（施行期日）
第一条
附
（施行期日）
（平成一二年三月二九日政令第一三 二号）

こ の政令は、公布の日から施行する。
則

則

この政令は、平成十二年 四月一日から施行する。

（施行期日）

附

第一条

１
附

則

（平成一二年九月一三日政令第四二 三号）
（平成一二年一二月一三日政令第五一五号）

抄

この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施 行の日（平成十三年一月六日）から施行 する。

（施行期日）
第一条
附
則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附
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１
則

（平成一四年三月六日政令 第四一号）

この政令は、公布の日から施行する 。
附
則

（平成一四年六月七日政令第二〇〇号）

この政令は、公布の日から施行する。
附

則

（平成一六年三月三一日政令第一〇五号）

抄

この政令は、平成十四年七月一 日から施行する。

（施行期 日）
第一条
附

則

（平成 一七年四月一三日政令第一五三号）

この政令は 、平成十六年四月一日から施行する。

（施行期日）
第一条
附

抄

抄

この政令は、中小企業経営革新 支援法の一部を改正する法律（以下「 改正法」という。）の施行の日から施行する。

（施行期 日）
第一条
（施行の日＝平成一七年四月一三日）
（中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法施行令及び 新事業創出促進法施行令の廃止）
中小 企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法施行令（平成七年政令第百七十八号）

次に掲げる政令は、廃止する。

一

新事業創出促進法施行令（平成十一年政令 第七号）

第二条
二

（中小企業経営革新支援法の一部を改 正する法律の施行に伴う経過措置）

改正法に よる改正前 の中小企業経 営革新 支援法（以下この条において「旧法」 という。）第四条第一項の規定により承 認の申請がされた

前二項の規定 に基づき従 前の例によ り承認又 は変更の承認を受けた経営革新計画は、改正法附則第二条の規定の適用については、それぞれ旧

かの処分がされていないものについての行政庁の承認については、なお従前の例による。

改正法 の施行前に旧 法第五条第一 項の規定により変更の承認の申請がされた経営革新計画であって改正 法の施行の際同項の承認をするかどう

ないものについて の行政庁の承認については、なお従前の例による。

同項の経 営革新計 画（以下この 条において「 経営革新計画 」という 。）であって 改正法の施行の際同項の承認をするかどうかの処分がされてい

第五条

２
３

法第四条第一項又は第五条第一項の規定により行政庁の承認又は変 更の承認を受けた経営革新計画とみな す。
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附

則

則

（平成一八年三月三一日政令第一六 五号）

（平成一八年四月二六日政令第一八〇号）

抄

抄

この政令は、整備法の施行の日（平成十八年四月一日）から施行する。

（施行期日）
第一条
附

則

（平成一九年三月二日政令第三九号）

この政令は、会社法の施行の日 （平成十八年五月一日）から施行する。

（施行期 日）
第一条
附

（平成 一九年三月三〇日政令第九二号）

抄

この政令は、一般社団法人及 び一般財団法人に関する法律の施行の 日から施行する。
則

（施行の日＝平成二〇年一二月一日）
附

則

（平成一九年八月三日政令 第二四〇号）

抄

この政令は、平成十九年四月一 日から施行する。

（施行期 日）
第一条
附

則

（平成 一九年八月三日政令第二四二号）

抄

この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を 改正する法律の施行の日（平成十九年八 月六日）から施行する。

（施行期日）
第一条
附

則

（平成二一年六月一二日政令第一五五号）

抄

この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年八月四日）から施行する。

（施行期日）
第一条
附

こ の政令は 、我が国にお ける産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法 律の施行の日（平成二十一年

（施行期日）
第一条
則

（平成二三年三月三〇日政令第四九 号）

六月二十 二日）から施行する。
附

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

（施行期日）
第一条
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則

（平成二四年八月二九日政令第二一九号）

この政令の施行前に成立している保険関係については、なお 従前の例による。

（経過措置）
第二条
附

この政令 は、中小企 業の海外にお ける商品の需 要の開拓の 促進等のた めの中小企業 の新たな事業 活動の促進に関する法律等の一部を改正する法
則

（平成二五年九月一九日政令第二七 六号）

律の施行の 日（平成二十四年八月三十日）から施 行する。
附

（平成二六年一 月一七日政令第一三号）

抄

こ の政令は、小 規模企業の事 業活動の 活性化のため の中小企業基 本法等の一 部を改正する等の法律の施行の日（平成 二十五年九月二十日）から
則

施行する。
附

則

（平成二六年七月一六日政令第二六 一号）

抄

この政令は、法の施行の日（平成二十六年一月二十日）から施行する。

（施行期日）
第一条
附
（施行期日）

（平成 二七年二月四日政令第三五号）

（平成二七年三月一八日政令第七四号）
（平成 二八年三月二四日政令第七一号）

抄

抄

この政令は 、公布の 日から施行す る。ただし、附則第六条から第十一条まで、 第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日か
則

則
則

この政令 は、地域の自 主性及び自立 性を高めるための 改革の推進を図るための関係法律の整備 に関する法律（平成二十七年法律第五十号）附

（施行期 日）

附

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

（施行期日）

附

ら施行する。

第一条

１

１

則第一条第四号に掲げる規定（同法第十五条の規定に限る。）の施行の日（ 平成二十八年四月一日）から施行する。
（確認及び申請に関する経過措置）
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２

１

この政令 の施行前に中 小企業の新た な事業活動の促進 に関する法律第八条の規定により経済産 業大臣がした確認又はこの政令の施行 の際現に

同条 の規定により 経済産業大 臣に対して されている確 認の申請は、 それぞれ この政令による改正後の中小企業の新たな事業活動の促進に関する
則

（平成二八年三月三一日政令第一〇三号）

（平成二八年六月三〇日政令第二四八号）

抄

法律施行令第九条の二の規定により都道府県知事がした確認又は同 条の規定により都道府県知事に対して された確認の申請とみなす。
附
（施行期 日）
則

この政令は、平成二十八年四月一日 から施行する。
附
則

（平成二九年一 〇月二五日政令第二六二号）

この政令は、中小企業の新た な事業活動の促進に関する法律の一部 を改正する法律の施行の日（平成二十八年七月一日）から施行する。
附

（平成三〇年三月三〇日政令第一〇 一号）

この政令 は、中小企 業の経営の改 善発達を促進 するための 中小企業信用 保険法等の一 部を改正す る法律の施行の日（平成三十年四月一 日）から
則

施行する。
附

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

（施行期日）
第一条
（処分、手続等に 関する経過措置）

こ の政令の施 行前に総合通 信局長（沖縄総合通信事務所長を 含む。以下この条において同じ。）が 中小企業等経営強化法（以下「法」と

この政 令の施行 前に法の規定 により総合通信局長に対して報告その他の手続をしなければならない事項（行政書 士業務に係る事業に係るもの

の行為（行政書士業務に係る事業に係るものに限る。以下この項において同じ。）は、総務大臣に対して された申請その他の行為とみなす。

にお いて同じ。） は、総務大 臣がした認定 その他の処分 とみなし、 この政令の 施行前に法の規定により総合通信局長に対してされた申請その他

令 」という。） 第十一条第二 項第二号 に規定する行 政書士業務を いう。以下 この条において同じ。）に係る事業に係 るものに限る。以下この項

いう。）の 規定によりし た認定その他 の処分（行 政書士業務（ この政令によ る改正後の中小企業等経営強化法施行令（次条第 一項において「新

第二条

２

に限る。） であって、こ の政令の施行 前に当該 手続がされて いないものに ついては、こ れを、総務大臣に対して当該手続がさ れていないものと

この政令 の施行前に 地方厚生局 長（四国 厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局長。以下この条において同じ。）が法の規定

みなして、当該法の規定を適用する。
第三条

により した認定そ の他の処分 （社会保険労 務士業務（新 令第十一条 第二項第六号 に規定する社会保険労務 士業務をいう。以下この条において同
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２

３

４
５

じ。）に係る 事業に係るも のに限る。 以下この項に おいて同じ。 ）は、厚生 労働大臣がした認定その他の処分とみな し、この政令の施行前に法

の規 定により地方 厚生局長に 対してされ た申請その他 の行為（社会 保険労務 士業務に係る事業に係るものに限る。以下この項において同じ。）
は、厚生労働大臣に対してされた申請その他の行為とみなす。

この 政令の施行 前に法の規定 により地方厚生局長に対して報告その他の手 続をしなければならない事項（社会保 険労務士業務に係る事業に係

るものに 限る。）であ って、この政 令の施行前 に当該手続 がされていな いものについて は、これを、厚生労働大臣に対して当該手続がされてい
ないものとみなして、当該法の規定を適用する 。

この政令の 施行前に厚生 労働大臣に 対してされた法第十三条第一項の認定又は法第十四条第一項の変更の認定（それぞれ職業紹介（ 職業安定

法（ 昭和二十二年 法律第百四 十一号）第四 条第一項に規 定する職業 紹介をいう 。第五項において同じ。）、労働者供給（同条第七項に規定する

労働者供 給をいう 。第五項にお いて同じ。） 、労働者派遣 （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（昭和六

十年法律 第八十八号 ）第二条第一 号に規定する 労働者派遣 をいう。同項 において同じ 。）及び社 会保険労務士業務に係る経営力向上（ 法第二条

第十項に規 定する経営力 向上をいう。 第五項に おいて同じ。 ）に係る事業 に係るものを 除く。以下この項及び次項において同 じ。）の申請であ

って、この政 令の施行前に 認定又は変 更の認定を するかどうかの 処分がされ ていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例に
よる。

こ の政令の施行 前に厚生 労働大臣がし た法第十三条第一項の認定又は法第十四条第 一項の変更の認定（それぞれ前項の規定によりなお従前の

例によりされたも のを含む。）は、地方厚生局長がした法 第十三条第一項の認定又は法第十四条第一項の変更の認定とみなす。

この政 令の施行前 に法第四十七 条第一項（法第十四条第二項に規 定する認定経営力向上計画の実施状況 に係るものに限る。）の規定により厚

生労働大臣 に対して報告 しなければな らない事項 （職業紹介、 労働者供給、 労働者派遣及び社会保険労務士業務に係る経営力 向上に係る事業に
則

（平成三〇年七月六日政令第一九九号）

抄

係るものを除く。）であって、この政 令の施行前に報告がされていないもの についての報告については、なお従前の 例による。
附
（施行期日）
（平成三〇年九月二一日政令第二六五号）

抄

こ の政令は、改正法の施行の日（平成三十年七月九日）から施行する。
則

則

（令和元年七月一二日政令第五八号）

抄

この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律附則第一 条第二号に掲げる規定の施行の日（平成三十年九月二十五日）から施行する。

（施行期日）

附

第一条

１
附
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この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小 企業等経営強化法等の一部を改正する法律（次条において「改正法」という。

（施行期日）
第一条
）の施行の日（令和元年七月十六日）から施行する。

こ の政令の施 行前にされた 改正法第一条の規定による改正前 の中小企業等経営強化法（平成十一年 法律第十八号。以下この条において「

（経過措置）
第二条

旧法」とい う。）第十三条 第一項の認 定の申請（ 当該申請に係 る同項に規定 する経営力向上計画（当該経営力向上計画に従っ て行われる経営力

向 上に係る事業 （行政書士業 務（第一 条の規定によ る改正前の中 小企業等経 営強化法施行令第十二条第二項第二号に 規定する行政書士業務をい

う。 以下この条に おいて同じ 。）並びに第 一種動物取扱 業（動物の 愛護及び管 理に関する法律（昭和四十八年法律第百五号）第十条第一項に規

定する第 一種動物 取扱業をいう 。以下この条において同じ。）及び第二種動物取扱業（同法第二十四条の二に規定する第二種動物取扱業をいう。

以下この 条において 同じ。）に係 るものを除く 。）の全部 又は一部が総 務大臣、財務 大臣、農林 水産大臣、経済産業大臣、国土交通大 臣又は環

境大臣の所 管に属するも のに限る。） に旧法第 十三条第四項 に規定する特 定許認可等に 基づく被承継等中小企業者等の地位が 記載されている場

合に限る。） 又は旧法第十 四条第一項 の規定によ る変更の認定の 申請（当該 申請に係る同条第二項に規定する認定経営力向上計画（当該認定経

営力 向上計画に従 って行われ る経営力向 上に係る事業 （行政書士業 務並びに 第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係るものを除く。）の全

部又は 一部が総務 大臣、財務 大臣、農林水 産大臣、経済 産業大臣、 国土交通大臣 又は環境大臣の所管に属 するものに限る。）に従って旧法第二

条第十項 に規定する 事業承継等が 行われる前に 当該申請が され、かつ 、当該変更が 旧法第十四条 第三項各号のいずれかに該当するものである場

合に限る 。）に係る旧 法第十三条第 六項、第十 四条第三項 並びに第二十 三条第二項及 び第三項の規定による主務大臣の権限（総務大臣、財務大

（令和元年一一月七日政令第一五二号）

抄

臣、農林水 産大臣、経済 産業大臣、国 土交通大臣 又は環境大臣 に属するもの （財務大臣に属するものにあっては、国税庁の所 掌に係るものに限
則

る。）に限る。）については、なお従 前の例による。
附
則

（令和 二年九月一六日政令第二八六号）

抄

この政令は、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（令和二年六月一日） から施行する。
附

この 政令は、中小 企業の事業承 継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に 関する法律等の一部を改正する法律（次条第二

（施行期 日）
第一条
則

（令和二年一一月一一日政令第三一九号）

項において「改正法」という。）の施行の日（令和二年十月一日）から施行 する。
附
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この政令は、令和三年四月一日から施 行する。
○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）
独立行政法人中小 企業基盤整備機構法施行令をここに公布 する。
独立行政法人中 小企業基盤整備機構法施行令

内閣は、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）第二条第一項第五号及び第八号、第十五条第 三項、第十九条第

六 項、第二十二 条第七項、第 三十一条、 第三十二条並びに附則第五条第一項及び第五項、第六条第二項及び第六項並びに第十五条並びに 同法第十

九条 第四項の規定 により読み 替えて適用す る独立 行政法人通則法（平成十一年法律第百 三号）第四十四条第一項ただし書の規定 に基づき、この政
令を制定する。

三百人

九百人

資本金の額又は出資の総額 従業員の数

独 立行政法人中 小企業基盤整 備機構法（以下「法」という。）第二条第一項第五号に規定する政令 で定める業種並びにその業種ごとの資

（中小企業者の範 囲）
第一条

本金の額又は出資の総額及び従業員の 数は、次の表のとおりとする。
業種

一 ゴム 製品 製造業 （自動 車又 は航空機 用タ イヤ及びチュ ーブ製造業並びに 工業用ベルト製 造 三億円
三 億円

二百人

業を除く。）
二 ソフトウェア業又は情報処理サービス業

五千万円

四

三

二

一

生活衛生 同業組合、生 活衛生同業 小組合及び 生活衛生同業 組合連合会で あって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円（卸

商店 街振興組合及び商店街振興組合連合会

商工組合及び 商工組合連合会

水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

事業協同組合及び事業協 同小組合並びに協同組合連合会

法第二条第一項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。

三 旅館業
２

五

売 業を主たる事業 とする事 業者について は、一億円） 以下の金額 をその資本 金の額若しく は出資の総額 とする法人 又は常時五 十人（卸売業又
はサービス業を主たる事業 とする事業者については、百人）以下の従業員を使用する者であるもの
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六

七
八

酒造組合 、酒造組合連 合会及び酒 造組合中央会 であって、そ の直接又は 間接の構成員たる酒類製造業者の三分の 二以上が三億円以下の金額

をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び

酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円（酒類卸売業者については、一億円）以下

の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人（酒類卸売業者については、百人）以下の従業員を使用する者である
もの

内航海 運組合及び内航 海運組合連 合会であっ て、その直接 又は間接の構 成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が 三億円以下の金額

技術研究組合 であって、 その直接又は 間接の構成員 の三分の二 以上が法第 二条第一項第一号から第七号までに規定する中小企業者であるも

をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業 員を使用する者であるもの
の
（貸付けの対象と なる中小企業団体）
一
協業組合

企業組合

法第十五条第二項第七号ロの政令で定めるものは、次のとおりとする。

二

農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）第七十二条 の十第一項第二号の事業を行う農事組 合法人

第二条

三

法 第十五条第 三項の政令で 定める同条第一項第三号ロに掲げ る業務の範囲は、次に掲げる事業を行 うのに必要な資金の貸付けを行う都道

（業務の範囲等）
第三条

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（平成十七年法律第八十五号）第二条第十七号に規定する中小企業者が実施しようとす

項に規定する振興事業であって、経 済産業省令で定める基準に適合しているもの

て同項の承認を受けたもの（同法第七条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの）に従って行う同法第五条第一

下請中 小企業振興法 （昭和四十 五年法律第 百四十五号） 第五条第一項 に規定する 特定下請組 合等が、同項 に規定する振 興事業計画であっ

新のための事業 であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの

であって同項の承認を受けたもの（同法第十五条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの）に従って行う経営革

中小企業等経営強化法（平成十一年法律第十八号）第十四条第一項に規定する中小企業者等が共同で行おうとする経営革新に関する計画

次に掲げる中小企業者の事業の連 携に係る事業

府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする 。
一
イ

ロ

ハ
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二

三

四

イ

る同条第二号に規定する流通業務総合効率化事業についての計画であって同法第四条第一項の認定を受けたもの（同法第五条第一項の規定

による変更の認定があったときは、その変更後のもの）に従って行う当該流通業務総合効率化事業であって、経済産業省令で定める基準に
適合しているもの
次に掲げる中 小企業者の事業の共同化に係る事業

特定中小企業団体（事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、商工組合若しくは商工組合連合会、商店街振興組合若しく

は商店街振興組合連合会であってその直接若しくは間接の構成員たる事業者の三分の二以上が中小事業者（法第二条第一項第一号から第五

号までの各号のいずれかに該当する者をいう。以下この項において同じ。）であるもの又は中小企業者である生活衛生同業組合、生活衛生
企業組合又は協業組合が行う事業であって経済産業省令で定 める基準に適合しているもの

同業小組合若しくは生活衛生同業組合連合会をいう。）が行う事業であっ て経済産業省令で定める基準に適合し ているもの
ロ

中小企業者が会社である他の中小企業者と合併する場合において、当該合併後存続する会社（中小企業者である会社に限る。以下ハにお

一般社団法人（経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。）が会社に対して出資をする場合において、当該出資を受けた会社が

おいて同じ。）が当該出資を行った 中小企業者と共同して行う事業であっ て、経済産業省令で定める基準に適合しているもの

中小企業 者が会社であ る他の中 小企業者に対 して出資をする 場合におい て、当該出 資を受けた会 社（中小企業 者である 会社に限る。ホに

いて同じ。）又は当該合併により設立した会社が行う 事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの

ハ
ニ
ホ

行う事業であって、経済 産業省令で定める基準に適合しているもの

事業 協同組合若し くは事業協同 組合若しく は事業協同 小組合のみを 会員とする協 同組合連合会（以下この号において「事業協同組合等」と

いう。）又 は当該事業協 同組合等の 中小企業者で ある組合員若 しくは所属員 （中小事 業者である組 合員又は所属 員について は、資本金 の額若

し くは出資の総 額が三億円 （小売業又 はサービス業 （ソフトウェ ア業及び情 報処理サー ビス業を除く。 ）に属する 事業を主た る事業として営

む者については五千万円、卸売業に属する事業を主たる事業として営む者については一億円）以下の会社又は常時使用する従業員の数が三百

人（小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業（ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除

く。）に属する事業を主たる事業として営む者については百人）以下の会社若しくは個人（以下「特定中小事業者」という。）であるものに

限る。以下 この号におい て同じ。） が、当該事 業協同組合等 が作成する計 画であって その内容が 経済産業省令 で定める基準 に適合しているも

のに基づき、 当該事業協同 組合等の 組合員又は所 属員が一の団 地又は主とし て一の建物 に集合して事 業を行うため 、工場、 事業場、店舗その
他の施設を整備する事業

事 業協同組合 若しくは協 同組合連合会 、商店街振興 組合若しく は商店街振興 組合連合会であってその 直接若しくは間接の構成員である事業
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２

３

者の三分の二 以上が中小事 業者であ るもの又はこれ らの組合若し くは連合会 の中小企業 者である組合 員若しくは所 属員（中 小事業者である組

合員又は所属員については、特定中小事業者であるものに限る。以下この号において同じ。）が、当該組合又は連合会が作成する計画であっ

てその内容が経済産業省令で定める基準に適合しているものに基づき、当該組合又は連合会の組合員又は所属員の相当部分が集積している区

域において、当該 組合又は連合会の組合員又は所属員の経営の合理化を図るため、工場、事業場、店舗その他の施設を整備する事業

法第十 五条第三項 の政令で定め る同条第一項第三号ハに掲げる業 務の範囲は、次に掲げる事業を行うの に必要な資金の貸付けを行う都道府県

特定会 社、一般社団 法人等又は商 工会等が、 主として一の 商店街の区域 において又は一の団地若しくは主として一の建物 に集合して小売商

業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの

向上を図るためのものに限る。）を共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行うことを支援するために施設を整備する事

中小事業者等」という。）が事業（当該特定中小企業団体の組合員若しくは所属員又は当該特定中小事業者等の経営管理の合理化又は技術の

「商工会等」という。）又は市町村（特別区を含む。）が、特定中小企業団体又は特定中小事業者、企業組合若しくは協業組合（以下「特定

拠出されてい るものに限る 。以下「 一般社団法人 等」という。） 若しくは商 工会、商工 会連合会、商 工会議所若し くは日本 商工会議所（以下

いるもの、 一般財団法人 にあっては 設立に際し て拠出された 財産の価額の 二分の一以 上が中小企 業者その他の 経済産業省令 で定める者により

一般財団法人（一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者その他の経済産業省令で定める者が有して

金の額若しくは出資の総額の二分の一未満となることが確実と認められるものを含む。以下「特定会社」という。）、一般社団法人若しくは

備機構（以下「機構」という。）が出資を行う場合にあっては、機構の出資後において中小企業者以外の会社による出資の額の合計額が資本

中小企業者 以外の会社に よる出資 の額の合計額 が資本金の額 若しくは出 資の総額の二分の一未満である会社（独 立行政法人中小企業基盤整

に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。
一

二

業 の事業を行う 特定中小事 業者等の経 営の合理化を 支援するため に店舗又は 駐車場、休 憩所、集会場そ の他の当該 特定中小事 業者等及び一般
公衆の利便を図るための施設を整備する事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの

法第 十五条第三 項の政令で 定める同条第一項第四号に掲げる業務の範囲は 、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付け（都道府県から当

前 項各号に掲 げる事業で あって、当該 事業により支 援を受ける こととなる中 小企業者の当該事業に係 る事務所若しくは事業所の所在地が二

道府県の区域から他の都道府県の区 域に移転するもの

所在地が二以 上の都道府県 の区域に わたるもの又 はこれらの中 小企業者の大 部分が当該 事業の実施に 関しその事務 所若しく は事業所を一の都

第一項 各号に掲げる 事業であって 、当該事 業に直接若し くは間接に参 加しようとす る中小企業者の当該事業に係る事務所 若しくは事業所の

該資金の一部の貸 付けを受けて行うものに限る。）とする。
一

二
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４
５

以上の都道府 県の区域にわ たるもの 又はこれらの中 小企業者の大 部分が当該 事業の実施 に関しその事 務所若しくは 事業所を 一の都道府県の区
域から他の都道府県の区域に移転す るもの

法 第十五条第三 項の政令 で定める同条 第一項第五号イに掲げる業務の範囲は、中小企業等経営強化法第二条第三項第二号に掲げる創業者が行

う新商品、新技術 又は新たな役務の開発、企業化又は需要 の開拓のための事業を行うのに必要な 資金の出資とする。

法第十 五条第三項 の政令で定め る同条第一項第五号ハに掲げる業 務の範囲は、特定会社又は一般社団法 人等が第二項各号に掲げる事業を行う
のに必要な資金の出資とする。

法第十八 条第一項第 三号に掲げる 業務に 係る勘定における法第十九条第三項の 規定により読み替えて適用する独立行政 法人通則法（以下

（毎事業年度において国庫に納付すべ き額の算定方法）
第四条

「通則法 」という 。）第四十四 条第一項ただ し書の政令で 定めると ころにより計 算した額（第九条において「毎事業年度において国庫に納付す
べき額」という。 ）は、同項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
（積立金 の処分に係る承認の手続）

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「中期目標の期 間」という。）の最後の事業年度（以 下「期間

一

前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

法第十九条第一項の規定 による承認を受けようとする金額

前項の 承認申請 書には、当該 期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計 算書その他の経済産業省令（

二

の規定による承認を受けなければなら ない。

済産業大臣 及び財務大臣 。次条におい て同じ。） に提出し、当 該次の中期目 標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、 法第十九条第一項

てようと するときは、 次に掲げる事 項を記載し た承認申請 書を経済産業 大臣（法第十 八条第一項第二号に掲げる業務に係るものについては、経

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 により当該中 期目標の期間 の次の中期目標の期間における業務の財源に充

合にお いて、その 額に相当す る金額の全部 又は一部を法 第十九条第 一項（同条第 四項において準用する場 合及び同法附則第十四条の規定により

最後 の事業年度」 という。） 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場

第五条

２

法第十八 条第一項第二号に掲げる業務に係るも のについては、経済産業省令・財務省令 ）で定める書類を添付しなければならない。

機構は、 法第十九条 第二項（同 条第四項 において準用する場合を含む。）に規定する残余があるときは、当該規定による納付金（以下こ

（国庫納付金の納付の手続）
第六条

の条か ら第八条ま でにおいて 「国庫納付金 」という。） の計算書に 、当該期間最 後の事業年度の事業年度 末の貸借対照表、当該期間最後の事業
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２

年度の損益計 算書その他の 当該国庫納 付金の計算の 基礎を明らか にした書類 を添付して、当該期間最後の事業年度の 次の事業年度の六月三十日

まで に、これを経 済産業大臣 に提出しな ければならな い。ただし、 前条第一 項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規
定する書類を重ねて提出することを要しない。

経済 産業大臣は 、前項の国庫 納付金の計算書及び添付書類の提出があった ときは、遅滞なく、当該国庫納付金の 計算書及び添付書類の写しを
財務大臣 に送付するものとする。
国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

（国庫納付金の納付期限）
第七条
（国庫納付金の帰属する会計 ）
法第十八条第 一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる業務に係る勘定における国庫 納付金

一般会計

国庫納付金 は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属さ せるものとする。

一

法第 十八条第一項第三号に掲げる業務に係 る勘定における国庫納付金

前項の規 定にかかわら ず、機構が通 則法第四十六条第 一項の規定による交付金（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

財政投融資 特別会計の投資勘定

二

第八条

２

年法 律第百七十九 号）第二条 第一項第四 号の規定に基 づき補助金等 として指 定されたものを除く。）であって平成二十三年度の一般会計補正予

算（第 ３号）及び 平成二十四 年度以降にお ける東日本大 震災復興特 別会計の予算 に計上されたものの交付 を受けて特別会計に関する法律（平成

十九年法 律第二十三 号）第二百二 十二条第二項 に規定する 復興施策に 関する業務を 行う場合にお ける当該復興施策に関する業務に係る国庫納付
金は、東 日本大震災復興特別会計に帰属する。

前三条 の規定は、毎 事業年度に おいて国庫に納付 すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第六条 第一項及

（毎事業年度において国庫に納付すべき額の納 付の手続等）
第九条

び第七条中「期間最後の事業 年度」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。
中 小企業基盤整備債券は、無記名利札付きとする。

（中小企業基盤整備債券の形式）
第十条

中小企業基盤整備債券の発行 は、募集の方法による。

（中小企 業基盤整備債券の発行の方法）
第十一条

中小企業 基盤整備 債券の募集に 応じようとする者は、中小企業基盤整備債券 申込証にその引き受けようとする中小企業基盤整備債券の

（中小企業基盤整備債券申込証）
第十二条
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２

３

数及び住所を記載し、これに署名し、 又は記名押印しなければならない。

社債、株式等 の振替に関 する法律（ 平成十三 年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。）の規定の適用がある中小企業基盤整備債券

（次条 第二項にお いて「振替 中小企業基盤 整備債券」と いう。）の 募集に応じよ うとする者は、前項の記 載事項のほか、自己のために開設され

た当該中 小企業基盤 整備債券の振 替を行うため の口座（同 条第二項に おいて「振替 口座」という 。）を中小企業基盤整備債券申込証に記載しな
ければな らない。

六

五

四

三

二

一

中小企業基盤整備債券の発行の価額

利息の支払の方法及び期限

中小 企業基盤整備債券の償還の方法及び期 限

中小企業基盤 整備債券の利率

各中小企業基盤整備債券の金額

中小企業基盤整備債券の 総額

中小企業基盤整備債券の名称

中小企業基盤整備債券申込証は、機 構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

七

社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式で ある旨

社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨

九

募集 又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

八
十
（中小企業基盤整備債券の引受け）

前条 の規定は、政 府若しくは 地方公共団体が中 小企業基盤整備債券を引き受ける場合又は中小企業基盤整備債券の募集の委託 を受けた

前項 の場合にお いて、振替 中小企業基盤整備債券を引き受ける政府若しく は地方公共団体又は振替中小企業基盤整備債券の募集の委託を受け

会社が自ら中小企業基盤整備 債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

第十三条
２

た会社は、その引 受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。

中 小企業基盤整 備債券の応募 総額が中小企業基 盤整備債券の総額に達しないときでも中 小企業基盤整備債券を成立させる旨を中小企業

（中小企 業基盤整備債券の成立の特則）
第十四条

基盤整備債券申込証に記載したときは、その応募額をもって中小企業基盤整 備債券の総額とする。
（中小企業基盤整備債券の払込み）
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第十五条

中 小企業基盤整 備債券の募集 が完了したときは 、機構は、遅滞なく、各中小企業基盤整 備債券についてその全額の払込みをさ せなけれ

ばならない。
（債券の発行）

機構は、 前条の払込み があったときは、遅滞なく、債券を発行しな ければならない。ただし、中小企業基 盤整備債券につき社債等振替

各債券 には、第十二条 第三項第一号 から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印し

法の規定 の適用があるときは、この限りでない。

第十六条
２
なければならない。
（中小企業基盤整備債券原簿 ）

機構は、 主たる事務所に中小企業基盤整備債券原簿を備えて置かなければならない。

三

二

一

元利金の支払に関する事項

第十二条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十号に掲げる事項

中小企業基盤整備債券の数（社債 等振替法の規定の適用がないときは、中小企業基盤整備債券の数及び番号）

中小 企業基盤整備債券の発行の年月日

中小企 業基盤整備債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

第十七条
２

四
（利札が欠けてい る場合）

中小企業基 盤整備債券を 償還する場合において、欠けてい る利札があるときは、これに相当する 金額を償還額から控除する。ただし、

前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない 。

既に支払期が到来した利札については、この限 りでない。

第十八条
２

機構は、 法第二十二 条第一項の規定により中小企業基盤整備債券の 発行の認可を受けようとするときは、中小企業基盤整備債券の募集

（中小企業基盤整備債券の発 行の認可）
第十九条

三

二

一

中小企業基盤整備債券の発行に要する費用の概算額

中小企業基盤整備債券の募集の方法

第十二条第三項第一号から第八号までに掲げる事項

中小 企業基盤整備債券の発行を必要とする 理由

の日の二十日前ま でに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならな い。

四

- 38 -

２

第二号に掲げるもののほか、債券 に記載しようとする事項

一
中小企業基盤 整備債券の発行により調達する資金の使 途を記載した書面

作成しようとする中小企業基盤整備債券申込証

五

二
中小 企業基盤整備債券の引受けの見込みを記載した書面

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

三

法第 二十六条の二 第一項各号 に掲げる主務大臣の権限のうち、法第十五条第一項第三号、第四号、第八号、第十一号及び第十 三号に規

（内閣総理大臣への権限の委任）
第二十条

定す る資金の貸付 けの業務（ 同項第八号、 第十一号及び 第十三号に 規定する資 金の貸付けの業務に附帯する業務を含む。）に係る損失の危険の
管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
（財務局長等への 権限の委任）

法第二十六 条の二第三項 の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任す る。ただし、金融庁長官がその権限を

前項の 規定により 従たる事務所 等に対して立入検査を行った財務 局長又は福岡財務支局長は、機構の主 たる事務所又は当該従たる事務所等以

域内にある場合に あっては、福岡財務支局長）も行うこと ができる。

う。） に関するも のについて は、関東財務 局長のほか、 当該従たる 事務所等の所 在地を管轄する財務局長 （当該所在地が福岡財務支局の管轄区

前項の権限で 機構の従た る事務所又 は法第二 十六条第一項に規定する受託者の事務所（以下この項及び次項において「従たる事務所等」とい

自ら行うことを妨げない。

第二十一条
２

３

外の従たる 事務所等に対 して立入検査 の必要を認 めたときは、 機構の主たる 事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務 所等に対し、立入
検査を行うことができる。
（他の法令の準用）

三

二

一

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和四十四年法律第五 十七号）第七条第四項及び第十三条

都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第五十八条の二第一項第三号及び第五十八条の七第一項

登録 免許税法（昭和四十二年法律第三十五 号）第二十三条

宅地建物取引 業法（昭和二十七年法律第百七十六号）第七十八条第一項

次の法 令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用す る。

四

幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和五十五年法律第三十 四号）第十条第一項第三号

第二十二条

五
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２

八

七

六

特定 都市河川浸 水被害対策法 （平成十五年 法律第七十 七号）第十 四条（同法第 十六条第四項 及び第十八条第四項において準用する場合を含

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する 法律（平成十二年法律第五十七号）第 十五条

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律 第四十九号）第三十三条第一項第三号

集落地域整備法（昭和六十二年法 律第六十三号）第六条第一項第三号

不動産登 記法（平成十 六年法律 第百二十三号 ）第十六条、 第百十六条 及び第百十七条（これらの規定を船舶登 記令（平成十七年政令第十

景観法（平成十六年法律第百十号）第十六 条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項ま で及び第五項

む。）

九
十
十一

不動 産登記令（平 成十六年政令 第三百七 十九号）第七 条第一項第六 号（同令別表 の七十三の項に係る部分に限る。）及 び第二項並びに第

地 域におけ る歴史的風致 の維持及び向 上に関する法 律（平成 二十年法律第 四十号）第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第

一号）第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。）
十二
三号
十三

十六条第四項 、第十七条第 二項、第 十八条第四項 及び第十九条第 二項（これ らの規定を 船舶登記令第 三十五条第一 項及び第 二項において準用

船 舶登記令第 十三条第一項 第五号（同令 別表一の三 十二の項に 係る部分に限 る。）及び第 二項並びに第二十七条第一項第四号（同令別表

景観法施行令（平成十六年政令第三百九十八号）第二十二条 第二号（同令第二十四条において準用 する場合を含む。）

する場合を含む。）
十四
十五

二の二十二の項に係る部分に限る。）及び第二項

前項の 規定により不 動産登記令第七 条第二項並びに船舶登記令第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定を準用する場合においては、これ

ら の規定中「命 令又は規則に より指定 された官庁又 は公署の職員 」とあるの は、「独立行政法人中小企業基盤整備機 構の理事長が指定し、その

勅令及 び政令以外 の命令であって経済産業省令で定めるものにつ いては、経済産業省令で定めるところにより、機構を国の行政機関

旨を官報により公告した独立 行政法人中小企業基盤整備機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
第二十三条
則

とみなして、これ らの命令を準用する。
附

この政令は、平成十六年六月一日から施行する。

（施行期日）
第一条

（地域振興整備公団の工業再配置等業務に係る業務を行う期限等）
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法附則第五条第一項の政令で定 める日は、平成二十六年三月三十一日 とする。

機構が法附則 第五条第一 項及び第二 項に規定 する業務を行う場合には、第八条第一項第二号中「法第十八条第一項第三号に掲げる業務に係る

第二条
２

勘定」とあるのは、「法第十八条第一項第三号に掲げる業務に係る 勘定及び法附則第五条第三項に規定す る特別の勘定」とする。
（地域振興整備公 団の工業再配置等業務に係る納付金額の 通知及び納付期限）

経 済産業大臣 は、法附則第 五条第五項の規定により機構が財 政投融資特別会計の投資勘定に納付す べき金額（以下この条において「納付

機構 は、第一項 の通知を受 けたときは、経済産業大臣の指定する期日まで に、その納付金額を財政投融資特別会計の投資勘定に納付しなけれ

諸表をいう。以下同じ。）の 提出があった日から一月以内にするも のとする。

前項の通知 は、法附則第 五条第一項 及び第二項の業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表（通則法第三十八条第一項に規定 する財務

金額」という。）を定めたときは、機構に対し 、その納付金額を通知しなければならない。

第三条
２
３
削除

ばならない。
第四条

（地域振興整備公団の産炭地域経過業 務に係る業務を行う期限等）
法附則第六条第二項の政令で定める日は、平成二十六年三月 三十一日とする。

機 構が法附則第 六条第一 項から第四項 までに規定する業務を行う場合において、法 附則第十四条の規定により読み替えて適用される法第十九

第五条
２

条第一項 に規定する 積立金に係る 同条第三項に 規定する残 余があると きの同項の規 定による納付 金は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定め
るところ により一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属させるものとする。
（地域振興整備公団の産炭地域経過業務に係る 国庫に納付すべき金額等）

法附則第六条第六項に規定する国庫に納付すべき金額は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるものと する。

附則第 三条の規 定は、法附則 第六条第六項の規定により機構が納付金を納付する場合について準用する。この場 合において、附則第三条第一

エネルギー需給勘定に帰属させるものとする。

法附則第六条 第六項の規 定による納付 金は、 経済産業大臣が財務大臣に協議して定 めるところにより一般会計又はエネルギ ー対策特別会計の

第六条
２
３

項中「財政 投融資特別会 計の投資勘定 」とある のは「国庫」 と、同条第二 項中「附則第 五条第一項及び第二項」とあるのは「 附則第六条第一項

から第四項まで」と、同条第三項中「財政投融資特別会計の投資勘定」とあるのは「国庫」と読み替えるものとする。

経済産業大 臣及び財 務大臣は、法 附則第十三条の二第一項の規定により機構が 国庫に納付すべき金額（以下この条において「納付金額」

（特定施設整備等経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限）
第七条
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２
３

という。）を定めたときは、機構に対 し、その納付金額を通知しなければならない。

前項の通知は 、法附則第 八条の三各 号に掲げ る業務ごとに、それぞれその業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表の提出があった日
から一月以内にするものとする。

機構 は、第一項 の通知を受け たときは、経済産業大臣及び財務大臣の指定 する期日までに、その納付金額を国庫 に納付しなければならない。
法附則第十三条の二第一項の規 定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。

（特定施 設整備等経過業務に係る納付金の帰属する会計）
第八条

（改正前産業活力再生特別措置法経過 業務に係る納付金額の通知及び納付期 限）

経済産業 大臣及び財 務大臣は、法 附則第 十三条の三第一項の規定により機構が 国庫に納付すべき金額（以下この条にお いて「納付金額」

機構は、 第一項の通知 を受けたとき は、経済産業大臣 及び財務大臣の指定する期日までに、そ の納付金額を国庫に納付しなければな らない。

から一月 以内にするものとする。

前項の 通知は、 法附則第八条 の五各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた日の属する事業年度に係 る財務諸表の提出があった日

という。）を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。

第九条
２
３

法附則第十三条の三第一項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。

（改正前産業活力再生特別措置法経過業務に係る納付金の帰属する会計）
第十条

（産業競争力強化 法等の一部を改正する法律による改正前 の産業競争力強化法に係る経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限）

経済産業大 臣及び財務大 臣は、法附則第十三条の四第一項 の規定により機構が国庫に納付すべき 金額（以下この条において「納付金額

機構 は、第一項 の通知を受 けたときは、経済産業大臣及び財務大臣の指定 する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。

る。

前項の通知 は、法附則第 八条の七に 規定する業務を終 えた日の属する事業年度に係る財務諸表の提出があった日から一月以内にする ものとす

」という。）を定めたときは、機構に対し、そ の納付金額を通知しなければならない。

第十一条
２
３

則

（平成一六年一二月一五日政令第三 九九号）

抄

法附則第十三条の四第一項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるも のとする。

（産業競争力強化 法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法に係る経過業務に 係る納付金の帰属する会計）
第十二条
附

この政令は、景観法の施行の日（平成十六年十二月十七日）から施行する。

（施行期日）
第一条
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附

則

則

（平成一七年二月一八日政令第二四 号）

（平成一七年四月一日政令第一一八号）

（平成一七年四月一三日政令第一五三号）

抄

抄

抄

この政令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。

（施行期日）
第一条
附

則

この政令は、公布の日から施行 する。

（施行期 日）
第一条
附

この政令は 、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。） の施行の日から施行する。

（施行期日）
第一条
則

（平成一七年五月二五日政令第一八二号）

（施行の日＝平成一七 年四月一三日）
附
則

（平成一七年七月二九日政 令第二六二号）

抄

この政令は、景観法附則ただし書に規 定する規定の施行の日（平成十七年六月一日）から施行する。
附

則

（平成 一七年九月九日政令第二九八号）

抄

この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を 改正する法律の施行の日（平成十七年九 月一日）から施行する。

（施行期日）
第一条
附

則

（平成一八年四月二六日政令第一八〇号）

抄

この政令は、法の施行の日（平成十七年十月一日）から施行する。

（施行期日）
第一条
附

則

（平成一八年五月二四日政令第二〇一号）

抄

こ の政令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。

（施行期日）
第一条
附

この政令 は、民間事 業者の能力 の活用に よる特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関す

（施行期日）
第一条

る臨時措置法を廃止する法律（以下「廃止法」という。）の施行の 日（平成十八年五月二十九日）から施 行する。
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附

則

（平成一九年三月二日政令第三九号 ）

（平成一九年三月三一日政令第一二四号）

抄

この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施 行する。
則

（施行の日＝平成二〇年一二月一日）
附

則

（平成一九年八月三日政令第二四〇号）

抄

この政令は、平成十九年四月一 日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

（施行期 日等）
第一条
附

則

（平成 一九年一二月一四日政令第三六九号）

（平成二〇年二月二九日政 令第四〇号）

抄

抄

この政令は 、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年八 月六日）から施行する。

（施行期日）
第一条
附

則

この政令は、平成二十年一月四 日から施行する。

（施行期 日）
第一条
附

則

（平成 二〇年七月四日政令第二一九号）

抄

この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行 の日（平成二十年四月一日）から施行す る。

（施行期日）
第一条
附
（施行期日）

（平成 二〇年一〇月三一日政令第三三八号）

抄

この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する 法律（以下「改正法」という。

則

則

（平成二一年六月一二日政 令第一五五号）

抄

この政令は、地域における歴史的風 致の維持及び向上に関する法律の施行 の日（平成二十年十一月四日）から施行する。

（施行期 日）

附

（施行の日＝平成二一年一月五日）

）の施行の日から施行する。

第一条

１
附

（施行期日）
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第一条
（平成二四年三月三一日政令第九九号）

抄

この 政令は、我が 国における産 業活動の革新等を 図るための産業活力再生特別措置法等の 一部を改正する法律の施行の日（平成 二十一年
則

六月二十二日）から施行する。
附

則

（平成二七年一月一五日政令第六号 ）

こ の政令は、平成二十四年四月一日から 施行する。

（施行期日）
第一条
附

（平成二七年三 月一八日政令第七四号）
（平成二七年七月三一日政令第二八二号）

抄

こ の政令は、土 砂災害警戒区 域等にお ける土砂災害 防止対策の推 進に関する 法律の一部を改正する法律の施行の日（ 平成二十七年一月十八日）
則

から施行する。
附
則

この政令は、平成 二十七年四月一日から施行する。
附

この政令は、 官公需につい ての中小企 業者の受注 の確保に関する 法律等の一 部を改正する法律の施行の日（平成二十七年八月十日）から施行す
則

（平成二八年三月一一日政令第六一号）

抄

この政 令は、中小 企業における 経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律（平成二十七 年法律第六十一号）の施行の日（平成

（施行期日）

附

る。ただし、第二条の規定は、平成二十七年十月一日から施行する。

１
則

（平成二八年六月三〇日政令第二四八号）

二十八年四月一日）から施行する。
附
則

（平成二八年九 月七日政令第二九六号）

この政令は、中小企業の新た な事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成二十八年七月一日）から施行する。
附
則

（平成二九年七月二八日政令第二一〇号）

この政令は、流通 業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日 （平成二十八年十月一日）から施行す る。
附

（平成三〇年七月六日政令第一九九号）

抄

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
則

月三十一日）から施行する。
附
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則

（令和元年七月一二日政令第五八号）

抄

この政令は、改正法の施行の日（平成三十年七月九日）から 施行する。

（施行期日）
第一条
附

こ の政令は、中小企業の事業活動の継続 に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律（次条において 「改正法」という。

（施行期日）
第一条
則

（令和二年九月四日政令第二六八号）

）の施行の日（令和元年七月十六日）から施行 する。
附
則

（令和二年九月 一六日政令第二八六号）

抄

この政令は、都市再生特別措 置法等の一部を改正する法律の施行の 日（令和二年九月七日）から施行する。
附

こ の政令は、中 小企業の事業 承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法 律等の一部を改正する法律（次条第二

（施行期日）
第一条

項において「改正法」という。）の施 行の日（令和二年十月一日）から施行する。
（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に伴う経過措置）

この政令の 施行の際 現に独立行政 法人中小企業基盤整備機構（以下この条にお いて「機構」という。）が行っている第三条の規定による

この政令の 施行の際現に 機構が行っ ている改正法第六 条の規定による改正前の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

は、なお従前の例による。

業分野開 拓に係る事業 に係るものに 限る。）及 び同条第三 項に規定する 資金の貸付け （同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。）について

改正前の 独立行政法 人中小企業基 盤整備機構法 施行令第三 条第一項に 規定する資金 の貸付け（同 項第一号イに掲げる事業のうち異分野連携新事

第二条

２

十七 号）第十五条 第一項第十 一号に規定す る資金の貸付 けの業務（ これに附帯 する業務を含む。）に係る損失の危険の管理に関する主務大臣の
則

（令和 二年一一月一一日政令第三二一号）

権限の委任については、なお従前の例による。
附

この政令は 、持続可能な 運送サービス の提供の 確保に資する 取組を推進す るための地域 公共交通の活性化及び再生に関する法 律等の一部を改正
する法律の施行の日（令和二年十一月二 十七日）から施行する。
○法人税法施行令（昭和四十年政令第九十七号）（抄）
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法人税法施行令をここに公布する。
法人税法施行令

内閣は 、法人税法 （昭和四十 年法律第三十 四号）の規定 に基づき、 及び同法を実 施するため、法人税法施 行規則（昭和二十二年勅令第百十一号

通則（第一条―第十四条の五）

総則

）の全部を改正するこの政令を制定する。
目次
第一編
第一章
連結納税義務者（第十四条の六―第十四条の九）

法人課税信託（第十四条の十）

第一章の二
第二章
課税 所得等の範囲等（第十四条の十一）

所得の帰属に関する通則（第十五条）

第二章の二
第三章
納税地（第十六条―第十八条）

収 益の額（第十八条の二）

益金の額の計算

各事業年度の所 得の金額の計算

各事業年度の所得 に対する法人税

内国法人の法人税

第四章
第二編
第一章
第一節
第一款
第一目

資産の評価益（第二十四条・第二十四条の二）

受取配当等（第十九条―第二十三条）

第二目

還付金等（第二十五条 ―第二十七条）

第 一目の二
第三目

棚卸資産の評価の方法（第二十八条―第三 十一条）

損金の額の計 算

第一目

棚卸資産の取得価額（第三十二条・第三十三条）

第二款
第二目

削除
減価償却資産の償却の 方法（第四十八条―第五十三条）

第 三目及び第四目
第五目
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第七目

第六目
減価償却資産の償却限度額等（ 第五十八条―第六十三条）

減価償却資産の取得価額等（第五十四条―第五十七条）

第八目
資産の評価損（第六十八条―第六十八条の三）

繰延資産の償 却（第六十四条―第六十七条）

減価償却資産の償 却費の計算の細目（第六十三条の二）

第九目
役 員の給与等（第六十九条―第七十二条の 三）

第七目の二

第十目
寄附金（第七十三条―第七十八条）
第二次納税義務に係る納付税額（第七十八条の二）

第 十一目
第十一目の二

外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等（第 七十八条の三）

圧縮記帳（ 第七十九条―第九十五条）

第十一目の三
第十二目

譲渡制限付株式を対価とする費用等（第百十一条の二・第百十一条の三）

貸倒引当金（第九十六条―第百十一条）

第十三目の二

不正行為等に係る費用等 （第百十一条の四）

第十三目
第十三目の三

繰越欠損金（第百十 二条―第百十八条）
契約者配当 金（第百十八条の二）

第十四目
第十五目

特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産 の譲渡等損失額（第百十八条の三）

短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額（第百十八 条の四―第百十八条の十一）

利益の額又は損失の額の計算

第十六目
第二款の二
第 一目

第三目

第二目

外貨建資産等の換算等（第百二十二条―第 百二十二条の十一）

ヘッジ処理に おける有効性判定等（第百二十一条― 第百二十一条の十一）

デリバティブ取引に係 る利益相当額又は損失相当額（第百二 十条）

有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額（第百十九条―第百十九条の十六）

第四目

連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益（第百二十二条の十二・第百二十二 条の十三）

第一目の二

第五目

完全支配関係がある法人の間の 取引の損益（第百二十二条の十四）
組織再編成に係る所得の金額の計算（第百二十二条の十五 ―第百二十三条の十一）

第 六目
第二款の三
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第三 款

収益及び費用の帰属事業年度の特例
リース譲渡（第百二十四条―第 百二十八条）
リース取 引（第百三十一条の二）

第一目
第三款の二
法人課税信託に係る所得の金額の計算（第百三十一条の三）

工事の請負（第百二十 九条―第百三十一条）

第三款の三

公益法人等が普通法人等に移行する場 合の所得の金額の計算（第百三十一条の四―第百三十一条の六）

第二目

第三款の四
資本的支出（第百三十二条）

各事業年度の所得の金額の計算の 細目

第一目

少額の減価償却資産等（第百三十三条―第百三十四条）

第四款
第二目

確定給付企業 年金の掛金等（第百三十五条・第百三 十六条）
金銭債務の償還差損益（第百三十六条 の二）

第三目
第三目の二

医療法人の設立に係る資産の受贈益等（第百三十六条の三）

借地権等（第百三十七条―第百 三十九条）

第三目の三
第四目

一株未満の株 式等の処理の場合等の所得計算の特例（第百三十九条の三・第百三十九条の三の二）

償還有価証券の調整差 益又は調整差損（第百三十九条の二）

第六目

資産に係る控除対象外消費税額等（第百三十九条の 四・第百三十九条の五）

第五目
第七目
税額の計算

税率（第百三十九条の六―第百四 十条）

第二節
第一款

税額控除（第百四十条の 二―第百五十条）
各連 結事業年度の連結所得に対する法人税

申告及び還付（ 第百五十条の二―第百五十四条の三）

第二款
第三節
第一章の二
第一 款

受取配当等（第百五十五条の七―第百五十五条の十一）

個別益金額又は個別損金額（第百五十五条―第百五十五条の六）

各連結事業年度の連結所得の金額の計算

第二款

外国税額等（第百五十五条の十一の二―第百五十五条の十二の 二）

第一節

第三款
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第六款

第五款

第四 款
繰越欠損金（第百五十五条の十九―第百五十五条の二十二）

所得税額等（第百五十五条の十七―第百五十五条の十八の二）

寄附金（第百五十五条の十三―第百五十五条の十六）

第一款
税額控除（第百五十五条の二十六―第百五 十五条の四十二）

税率（第百五十五条の二十三―第百五十五条の二十五の二）

税額の計算

第二款

連結法人税の個別帰属額の計算（ 第百五十五条の四十三―第百五十五条 の四十六）

第二節

第三款

退職年金等積立金に対する法人税（第百五十六条の二― 第百七十二条）

申告及び還付（第百五十五条の四十七―第百五十六条）

第二章
更正及び 決定（第百七十三条―第百七十五条）

第三節
第三章
国内源泉所得（第百七十六条―第百八十三条）

外国法人の法人税

第一章
各事業年度の所得に対する 法人税

第三編
第二章

その他の国内源 泉所得に係る所得の金額の計算（第百九十一条）

恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算（第百八十四条―第百九十条の二）

第二節

税額の 計算（第百九十二条―第二百一条の二 ）

第一節
第三節

申告及び還付（第二百二条―第二百 六条）
退職年金等積立金に対する法人税（第二百七条）

第四節
第三章

更正及び決定（第二百八条―第二百十条）

通則

総則

雑則（第二百十一条）

第四章
第四編
附則
第一編
第一章

この政令に おいて「 国内」、「国 外」、「内国法人」、「外国法人」、「公益 法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普

（定義）
第一条
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通法人」、「 同族会社」、 「被合併法 人」、「合併 法人」、「分 割法人」、 「分割承継法人」、「現物出資法人」、 「被現物出資法人」、「現

物分 配法人」、「 被現物分配 法人」、「 株式交換完全 子法人」、「 株式交換 等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法

人」、 「株式移転 完全子法人 」、「株式移 転完全親法人 」、「連結 親法人」、「 連結子法人」、「連結法 人」、「投資法人」、「特定目的会社

」、「支 配関係」、 「完全支配関 係」、「連結 完全支配関 係」、「適 格合併」、「 分割型分割」 、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割

型分割」 、「適格分社 型分割」、「 適格現物出 資」、「適 格現物分配」 、「株式分配」 、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換

等」、「適 格株式移転」、 「恒久的施 設」、「収 益事業」、「 株主等」、「 役員」、「資本金等の額」、「連結個別資本金等 の額」、「利益積

立 金額」、「連 結個別利益積 立金額」 、「連結所得 」、「欠損金 額」、「連 結欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証 券」、「固定資産」、「減

価償 却資産」、「 繰延資産」 、「損金経理 」、「合同運 用信託」、 「証券投資 信託」、「集団投資信託」、「法人課税信託」、「中間申告書」

、「確定 申告書」 、「連結中間 申告書」、「 連結確定申告 書」、「 修正申告書」 、「青色申告書」、「更正請求書」、「中間納付額」、「更正

」、「附 帯税」、「 充当」又は「 還付加算金」 とは、それ ぞれ法人税法 （以下「法」 という。） 第二条第一号から第四号まで、第六号 から第九

号まで、第 十号から第十 六号まで、第 十七号の 二、第十八号 、第十八号の 三から第二十 七号まで、第二十九号から第三十二号 まで、第三十六号

から第三十九 号まで又は第 四十一号か ら第四十三 号まで（定義） に規定する 国内、国外、内国法人、外国法人、公益法人等、協同組合等、人格

のな い社団等、普 通法人、同 族会社、被 合併法人、合 併法人、分割 法人、分 割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現

物分配 法人、株式 交換完全子 法人、株式交 換等完全子法 人、株式交 換完全親法人 、株式交換等完全親法人 、株式移転完全子法人、株式移転完全

親法人、 連結親法人 、連結子法人 、連結法人、 投資法人、 特定目的会 社、支配関係 、完全支配関 係、連結完全支配関係、適格合併、分割型分割

、分社型 分割、適格分 割、適格分割 型分割、適 格分社型分 割、適格現物 出資、適格現 物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式

交換等、適 格株式移転、 恒久的施設、 収益事業、 株主等、役員 、資本金等の 額、連結個別資本金等の額、利益積立金額、連結 個別利益積立金額

、 連結所得、欠 損金額、連結 欠損金額 、棚卸資産、 有価証券、固 定資産、減 価償却資産、繰延資産、損金経理、合同 運用信託、証券投資信託、

集団 投資信託、法 人課税信託 、中間申告書 、確定申告書 、連結中間 申告書、連 結確定申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、中間納付
額、更正、附帯税、充当又は還付加算金をいう。

法 第二条第十三 号（定義）に 規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業（その性質上その事業 に付随して行われる行為を含む。）と

（収益事業の範囲 ）
第五条

物品販売業（ 動植物その 他通常物品 といわないも のの販売業を 含むもの とし、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

する。
一

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）第十四条第一項第四号（業務の範囲）に掲げる業務として行
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二

その拠出をされた金額の全額が １
( 又
)は ２
( に
) 掲げる法人により拠出をされている公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般財団法人
日本勤労 者住宅協会が 日本勤労 者住宅協会法 （昭和四十一年 法律第百三 十三号）第 二十三条第一 号及び第二号 （業務） に掲げる業務とし

法人

その社員総会における議決権の全部が １
( 又
)は ２
( に
) 掲げる法人により保有されている公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団

団法人

その拠出をされた金額の二分の一以上の金額が当該地方公共団体により拠出をされている公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般財

る一般社団法人

その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が当該地方公共団体により保有されている公益社団法人又は法別表第二に掲げ

産販売業

次に掲げる法人で、その業務が地方公共団体の管理の下に運営されているもの（以下この項において「特定法人」という。）の行う不動

不動産販売業のうち次に掲げるもの以外のもの

うものを除く。）
イ

ロ
ハ
ニ

ホ

て行う不動産販売業

独立行政法人農業者年金基金が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）附則第六条第一項第二号（業務の特例）
に掲げる業務として行う 不動産販売業

独立行政法人中小企業基盤整備機構が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）第十五条第一項第八号（業

務の範囲）及び附則第八条の八第一号（改正前中小強化法等に係る業務の特例）に掲げる業務並びに同法附則第八条の二第一項（旧新事業

創出促進法に係る業務の特例）及び第八条の四第一項（旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例）の規定に基づく業務として行う不動産
販売業

民間都市開発の推進に関する特別措置法（昭和六十二年法律第六十二号）第三条第一項（民間都市開発推進機構の指定）に規定する民間

都市開発推進機構（次号ト及び第五号トにおいて「民間都市開発推進機構」という。）が同法第四条第一項第一号（機構の業務）（都市再

生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）第三十条（民間都市開発法の特例）又は第百四条（民間都市開発法の特例）の規定により読み

替えて適用する場合を含む。第五号トにおいて同じ。）及び民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項第一号（機構の業

務の特例）に掲げる業務並びに同条第十項（同条第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定に基づく業務として行う
不動産販売業

- 52 -

(1)

(2)

(3)

(4)

三

四

五

イ

ロ
ハ

金銭貸付業のうち次に掲げるもの 以外のもの

独立行政法人勤労者退職金共済機構が中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）第七十条第二項第一号（業務の範囲）に掲

げる業務並びに同法附則第二条第一項（業務の特例）及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（平成十四年法律第百六十四号）附
則第五条（業務の特例）の規定に基づく業務として行う金銭貸付業

独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号、第四号、第十一号及び第十三号並び
に第二 項第七号に掲げる業務として行う金銭 貸付業

所得税法施 行令（昭和 四十年政令 第九十六号） 第七十四条第 五項（特定 退職金共済団 体の承認）に 規定する特 定退職金共 済団体が行う同

独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金 法附則第六条第一項第二号に掲げる業務 として行う金銭貸付業

令第七十三条第一項第五号ヘ（特定退職金共済団体の要件）に掲げる貸付 金に係る金銭貸付業
ニ

独立行政法人自動車事故対策機構が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）第十三条第五号及び第六号（業

土地改良事 業団体連合 会が会員に 対し土地改良 法（昭和二十 四年法律第 百九十五号 ）第百十一条の 九（事業） に掲げる事 業として行う物

物品貸付業（動植物その他通常物品といわ ないものの貸付業を含む。）のうち次に掲げるもの以外のもの

る業務として行 う金銭貸付業

日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法（平成九年法律第四十八号）第二十三条第一項第二号（業務）に掲げ

民間都市開発推進機構 が民間都市開発の推進に関する特別措置法第四条第一項第二号に掲げる業務と して行う金銭貸付業

百四十五号）附則第六条第一項（探 鉱貸付経過業務）及び第九条第二項（ 鉱工業承継業務）の規定に基づく業務として行う金銭貸付業

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

務の範囲）に掲げる業務として行う金銭貸付業

ホ
ヘ
ト
チ

イ
品貸付業

特定法人が農業若しくは林業を営む者、地方公共団体又は農業協同組合、森林組合その他農業若しくは林業を営む者の組織する団体（以

特定法人が行う不動産貸付業

ロ

下この号及び第十号ハにおいて「農業者団体等」という。）に対し農業者団体等の行う農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良
並びに耕うん整地その他の農作業のために行う物品貸 付業
イ

日本勤労者住宅協会が 日本勤労者住宅協会法第二十三条第一号及び第二号に掲げる業務として行う不 動産貸付業

不動産貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの
ロ
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六

ハ

社会福祉 法（昭和二十 六年法律 第四十五号）第 二十二条（定 義）に規定 する社会福 祉法人が同法 第二条第三項 第八号（ 定義）に掲げる事
業として行う不動産貸付業

宗教法人法（昭和二十六年法律第百二十六号）第四条第二項（法人格）に規定する宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人が行
国又は地方公共団体に対し直接貸し付けられる不動産の貸付業

ニ
ホ

主とし て住宅の用に供 される土 地の貸付業（ イからハまで 及びホに掲げ る不動産 貸付業を除く 。）で、その 貸付けの対 価の額が低 廉であ

う墳墓地の貸付業
ヘ

チ

ト

独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第八号及び附則第八条の八第一号に掲げる業

独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金 法附則第六条第一項第二号に掲げる業務 として行う不動産貸付業

民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法第四条第一項第一号に掲げる業務として行う不動産貸付業

ることその他の財務省令で定める要件を満たすもの

リ

務並びに同法附則第八条の二第一項及び第八条の四第 一項の規定に基づく業務として行う不動産貸付業

製造業（ 電気又はガス の供給業、 熱供給業及 び物品の加工修 理業を含む ものとし、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二号及 び第三号に掲げる業務として行うもの を除く。）
運送業（運送 取扱業を含む。）

通信業（放送業を含む。）

八

倉庫 業（寄託を受けた物品を保管する業を含むものとし、第三十一号の事業に該当するものを除く。）

七
九

請負業（事務処理の委託を受ける業を含む 。）のうち次に掲げるもの以外のもの

法令の規定 に基づき国 又は地方公 共団体の事務 処理を委託さ れた法人の 行うその委 託に係るもので 、その委託 の対価がそ の事務処理のた

十
イ

土地改良事業団体連合会が会員又は国若しくは都道府県に対 し土地改良法第百十一条の九に掲げる事 業として行う請負業

めに必要な費用を超えないことが法令の規定により明らかなことその他の 財務省令で定める要件に該当するもの
ロ

特定法人が農業者団体等に対し農業者団体等の行う農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業

私立学校 法（昭和二十 四年法律 第二百七十号 ）第三条（定 義）に規定す る学校法人 がその設置し ている大学に 対する他 の者の委託を受け

のために行う請負業

ハ
ニ

て行う研究に係るもの（その委託に係る契約又は協定において、当該研究の成果の全部若しくは一部が当該学校法人に帰属する旨又は当該
研究の成果について学術研究の発展に資するため適切に公表される旨が定められているものに限る。）
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十二

十一

出版業（特 定の資格を 有する者を 会員とする法 人がその会報 その他こ れに準ずる出版物を主として会員に配布するために行うもの及び学

印刷業

写真業

術、慈善その他公益を目的 とする法人がその目的を達成するため会報を専らその会員に配布するために行 うものを除く。）
十三
席 貸業のうち次に掲げるもの
不 特定又は多数の者の娯楽、遊興又は慰安 の用に供するための席貸業

十四
イ
イに掲げる席貸業以外の席貸業（次に掲げるものを除く。）

仲立業

代理業

周旋業

料 理店業その他の飲食店業

旅館業

利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの

法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業で、当該法人の会員その他これに準ずる者の用に供するためのもののうちその

行う 席貸業

発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）第三十一条（職業訓練法人）に規定する職業訓練法人がその主たる目的とする業務に関連して

私立学校法第三条に規定する学校法人若しくは同法第六十四条第四項（私立専修学校等）の規定により設立された法人又は職業能力開

社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業として行われる席貸 業

国又は地方公共団体の用に供するための席貸業

ロ

十五
十六
十七
十八
十九

二十三

二十二

二十一

理容業

浴場業

土石採取業

鉱業

問屋業

二十四

美容業

二十

二十五
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(3) (2) (1)

(4)

興行業

日本赤十字社が行う医療保健業

二十六

イ
社 会福祉法第二十二条に規定する社会福祉 法人が行う医療保健業

遊技所業

ロ
私立学校法第三条に規定する学校法人が行う医療保健業

二十七

ハ

全国健康保険協会、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又は国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会が行う医療保健業

遊覧所業

ニ

国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会が行う医 療保健業

二十八

ホ

地方公務員共 済組合又は全国市町村職員共済組合連 合会が行う医療保健業

医療保健 業（財務省令で定める血液事業を含む。 以下この号において同じ。）のうち次 に掲げるもの以外のもの

ヘ
日本私立学校振興・共済事業団が行う医療 保健業

二十九

ト

医療法（ 昭和二十三年 法律第二 百五号）第四 十二条の二第一 項（社会医 療法人）に 規定する社会 医療法人が行 う医療保 健業（同法第四十

公益社団法人若しくは公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人（以下この号において「公益社団法人等

除く。）

二条（附帯業務）の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び同項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを

チ

リ

」という。）で、結核に係る健康診断（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）第十七条第

一項（健康診断）並びに第五十三条の二第一項及び第三項（定期の健康診断）の規定に基づく健康診断に限る。）、予防接種（予防接種法

（昭和二十三年法律第六十八号）第五条第一項（市町村長が行う予防接種）及び第六条第一項（臨時に行う予防接種）の規定に基づく予防

接種に限る。）及び医療を行い、かつ、これらの医学的研究（その研究につき国の補助があるものに限る。）を行うもののうち法人格を異

公益社団法人 等が行うハンセン病患者の医療（その 医療費の全額が国の補助によつているものに限る。）に係る医療保健業

にする支部を含めて全国 的組織を有するもの及びその支部である ものが行う当該健康診断及び予防接種に係る医療保健業
ヌ

公益社 団法人若しく は公益財団 法人で専ら 学術の研究を 行うもの又は 法別表第二 に掲げる一 般社団法人若 しくは一般財 団法人で専ら学術

一定の地域内の医師又は歯科医師を会員とする公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人で、その残余財産が国又は地方公共団

て行う医療保健業

の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための体制が整備されているものとして財務省令で定めるものがこれらの学術の研究に付随し

ル

ヲ
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ワ
カ

ヨ

体に帰属すること、当該法人の開設する病院又は診療所が当該地域内の全ての医師又は歯科医師の利用に供されることとなつており、かつ
、その診療報酬の額が低廉であるこ とその他の財務省令で定める要件に該 当するものが行う医療保健業

一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当する法別表第二に掲げる農業協
同組合連合会が行う医療保健業

公益社団法人等で看護師等の人材確保の促進に関する法律（平成四年法律第八十六号）第十四条第一項（指定等）の規定による指定を受

けたものが、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第八条第四項（定義）に規定する訪問看護、同法第八条の二第三項（定義）に規定

する介護予防訪問看護、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）第七十八条第一項（訪問看護療養費）に規定する

指定訪問看護又は健康保険法（大正十一年法律第七十号）第八十八条第一項（訪問看護療養費）に規定する訪問看護の研修に付随して行う
医療保健業

イからカまでに掲げるもののほか、残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が

洋裁、 和裁、着物着 付け、編物 、手芸、料 理、理容、美容 、茶道、生 花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デ

低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当 する公益法人等が行う医療保健業
三十

ザイン（レタリングを含む。）、自動車操縦若しくは小型船舶（船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和二十六年法律第百四十九号）第二条第

四項（定義）に規定する小型船舶をいう。）の操縦（以下この号において「技芸」という。）の教授（通信教育による技芸の教授及び技芸に

関する免許の付与その他これに類する行為を含む。以下この号において同じ。）のうちイ及びハからホまでに掲げるもの以外のもの又は学校

の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授（通信教育による当該学力の教授を含む。以下

この号にお いて同じ。） のうちロ及 びハに掲げる もの以外のも の若しくは公 開模擬学 力試験（学校 の入学者を選 抜するため の学力試験 に備え

学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条（学校の範囲）に規定する学校、同法第百二十四条（専修学校）に規定する専修学校

るため広く一般に参加者を募集し当該学力試験にその内容及び方法を擬して 行われる試験をいう。）を行う事業
イ

イに規定する 学校、専修学校又は各種学校において 行われる学力の教授で財務省令で定めるもの

又は同法第百三十四条第 一項（各種学校）に規定する各種学校に おいて行われる技芸の教授で財務省令で定めるもの
ロ

社会教 育法（昭和二 十四年法律 第二百七号 ）第五十一条 （通信教育の 認定）の規 定により文 部科学大臣の 認定を受けた 通信教育として行

理容師法（昭 和二十二 年法律第二百 三十四号）第 三条第三項 （理容師試 験）又は美容 師法（昭和三 十二年法律 第百六十三 号）第四条第三

う技芸の教授又は学力の教授

ハ
ニ

項（美容師試験）の規定により都道府県知事の指定を受けた施設において養成として行う技芸の教授で財務省令で定めるもの並びに当該施
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ホ

設に設けられた通信課程に係る通信及び添削 による指導を専ら行う法人の当該指導 として行う技芸の教授

技芸に関する国家試験（法令において、国家資格（資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為

を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する

者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているものをいう。ホにおいて同じ。）を

取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、試験、検定その他これらに類するもの（ホにおいて「

試験等」という。）を受けることが要件とされている場合における当該試験等をいう。）の実施に関する事務（法令において当該国家資格

を取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、登録、免許証の交付その他の手続（ホにおいて「登

録等」という。）を経ることが要件とされている場合における当該登録等に関する事務を含む。ホにおいて「国家資格付与事務」という。

）を行う者として法令において定められ、又は法令に基づき指定された法人が法令に基づき当該国家資格付与事務として行う技芸の教授（

国の行政機関の長又は地方公共団体の長が当該国家資格付与事務に関し監督上必要な命令をすることができるものに限る。）で、次のいず
れかの要件に該当するもの

駐車場業

国又は地方公共団体（港湾法（昭和二十五 年法律第二百十八号）の規定による港務局を含む。）に対して行われる無体財産権の提供等

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 人海洋研究開 発機構その 他特別の法令 により設立さ れた法人 で財務省令で定め
るものがその業務として行う無体財 産権の提供等

その主たる目的とする事業に要する経費の相当部分が無体財産権の提供等に係る収益に依存している公益法人等として財務省令で定める
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その対価の額が法令で実費を勘案して定めることとされているものであること又はその対価の額が当該国家資格付与事務の処理のため

三十一

その有す る工業所有権 その他の技術 に関する権利 又は著作 権（出版権及 び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。）の譲渡又は提

イに掲げる信用保証業以外の信用保証業で、その保証料が低額であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの

信用保証協会法（昭和二十八年法律第百九十六号）その他財務省令で定 める法令の規定に基づき行われる信用保証業

信用保証業のうち次に掲げるもの以外 のもの

ハ

ロ

イ

供（以下この号に おいて「無体財産権の提供等」という 。）のうち次に掲げるもの以外のものを行う事業

三十三

ロ

イ

三十二

法人に限られているこ とが法令で定められているものであるこ と。

国の行政機関の長又は地方公共団体の長以外の者で当該国家資格付与事務を行う者が、公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団

に必要な費用の額を超えないと見込まれるものであること。

(1)

(2)

２

ものが行う無体財産権の提供等

労働者派 遣業（自己 の雇用する 者その他の者 を、他の者の 指揮命令 を受けて、当該他の者のために当該他の者の行う事業に従事させる

ロ

イ

児童相 談所、知的障 害者福祉法 （昭和三十 五年法律第三 十七号）第九 条第六項（ 更生援護の 実施者）に規 定する知的障 害者更生相談所、

生活保護法（ 昭和二十五年法律第百四十四号）の規 定により生活扶助を受ける者

身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第四 条（身体障害者）に規定する身体障害者

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）第六条第一項（精神保健福祉センター）に規定する精神保健
福祉センター又は精神保健指定医に より知的障害者として判定された者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項（精神障害者保健福祉手帳）の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を
年齢六十五歳以上の者

受けている者
ホ

母子及 び父子並びに 寡婦福祉法 （昭和三十九 年法律第百二 十九号）第六 条第一項 （定義）に規 定する配偶者 のない女子 であつて民 法第八

母子 及び父子 並びに寡婦福 祉法第六条第 六項に規定す る母子・ 父子福祉団体 が行う前項各号に掲げる事業のうち母子及び父子並びに寡婦福

項に規定する寡婦（次号ロにおいて「寡婦」という。）

百七十七条（扶養義務者）の規定により現に母子及び父子並びに寡婦福祉法第六条第三項に規定する児童を扶養しているもの又は同条第四

ヘ

ニ

ハ

、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの

公益法人等 が行う前項各 号に掲げ る事業のうち 、その事業に 従事する次 に掲げる者がその事業に従事する者の総 数の半数以上を占め、かつ

定義） に規定する公益目的事業に該当するもの

公益 社団法人又は 公益財団法人 が行う前項 各号に掲げ る事業のうち 、公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号（

次に掲げる事業は、前項に規定する事業に含まれない ものとする。

事業をいう。）

三十四

一
二

三

祉法施行令（昭和三十九年政令第二百二十四号）第六条第一項各号（貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業）に掲げる事業で、次に

母子及び 父子並びに寡 婦福祉法 第十四条（母 子・父子福祉 団体に対する 貸付け）（ 同法第三十一 条の六第四項 （父子福 祉資金の貸付け）

掲げるもの
イ

又は第三十二条第四項（寡婦福祉資金の貸付け）において準用する場合を含む。）の規定による貸付金の貸付けに係る事業のうち、その貸
付けの日から当該貸付金の最終の償還日までの期間内の日の属する各事業年度において行われるもの
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四

ロ

母子及び 父子並びに寡 婦福祉法 第二十五条第一 項（売店等の 設置の許可 ）に規定す る公共的施設 内において同 条第二項 の規定に従つて行

われている事業（同法第三十四条第二項（売店等の設置の許可等）の規定により寡婦をその業務に従事させて行われているものを含む。）

保 険業法（平 成七年法律 第百五号）第 二百五十九条 （目的）の 保険契約者保 護機構が同法第二百六十 五条の二十八第一項第五号（業務）に
掲げる業務として 行う事業

則

○内閣府本府組織令（平成十二年政令第 二百四十五号）（抄）
附

一般 社団法人及 び一般財団法 人に関する法律及び公益社団法人及び公益 財団法人の認定等に関する法律の施行 に伴う関係法律の整備等に関

大臣官房は 、第二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。

（大臣官房の所掌事務の特例）
一

二

大臣 官房は、第 二条各号及び 前項各号に掲げる事務のほか、生産性向上特 別措置法（平成三十年法律第二十五号 ）がその効力を有する間、革

本府の所掌に係る特例 民法法人の監督に関する事務の連絡調整 に関すること。

行に関すること。

）の監督に関 する関係行 政機関の事 務の調整及び同法第一章第四節の規定による特例民法法人の通常の 一般社団法人又は一般財団法人への移

する法律（平成十八年法律第五十号）第四十二条第二 項に規定する特例民法法人（以下この号及び次号において単に「特例民法法人 」という。

第二条

２

新的事業 活動評価委員会の庶務に関する事務をつかさどる。

政策統 括官は、第三 条各号に掲 げる事務のほか、 当分の間、命を受けて、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃 棄に関す

（政策統括官の職務の特例）
第三条

る条 約に基づく遺 棄化学兵 器（我が国が遺 棄締約国として遺棄化学兵器を特に緊急に廃棄する必要があると認められる領域締約国の領域内に存
在するものに限る。）の廃棄に関する事務を分掌する。

政策統 括官は、 第三条各号に 掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、命 を受けて、それぞれ同表の下
事務

２
期限

沖 縄県における駐 留軍用地跡地の 有効かつ適切な利 用の推進に関する特別措置法（平成七年法律第百二号）

欄に掲げ る事務を分掌する。
令和四年三月三十一日

の規 定による駐留軍用 地跡地の有効かつ適 切な利用の推進に関すること（他省の 所掌に属するものを除く。
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）。

沖縄 振興特別措置法（ 平成十四年法律 第十四号）の施行 に関す ること（同法第百五条の三第二項の交付金（

同法 第百五条の二第二 項第一号に規定する 事業又は事務の実施に要する経費に充てるものに限る。）の交付

並びに同法第百六条第一項、第百七条第一項及び第百八条第一項の規定による協議に関することを除く。
）。
イ
定款の変更の決議

設立

株式会社 産業再生機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。

府設置法附則第二条第四項に規定
ロ

取締役及び監査役の選任及び解任の決議

株式会社産業再生機構に係る内閣 一
する政令で定める日
ハ

合併、分割及び解散の決議

イ

会社法（平成十 七年法律第八十六号 ）第三十八条第一項 に規定する設立時取締役及び同条第二項第二

設立

株式会社地域経済活性化支援機構に関する次に 掲げる事項の認可に関すること。

株式会社 産業再生機構に関する関係行政機関の 事務の調整に関すること。

ニ
二
株式会社地域経済活性化支援機構 一
に係る内閣府設置法附則第二条第
ロ

ニ

ハ

合併、分割及び解散の決議

定款の 変更の決議

取締役及び監査 役の選任及び解任の決議

株式会社地域経済活性化支援 機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

ホ

号に規定する設立時監査役の選任及び解任

四項に規定する政令で定める日

二

設立

株式会社東日本大震災事業者 再生支援機構に関する次に掲げる事項 の認可に関すること。
イ

会社法 第三十八条第一項に 規定する設立時取 締役及び同条第二 項第二号に規定する設立時監査役の選

株式会社東日本大震災事業者再生 一
支援機構に係る内閣府設置法附則

ロ
ハ

定款の変更の決議

取締役及び監査役の選任及び解任の 決議

任及び解任

第二条第四項に規定する政令で定
める 日

ニ

- 61 -

二

ホ

合併、分割及び解散の決議

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調 整に関すること。

政策統括官 の職務につい ては、復興庁が廃止されるまでの間、第三条 第一号ト中「防災」とあるのは「防災 （東日本大震災（平成二十三

（政策統括官の職務につい ての読替え）
第四条
及び

中「 防災」とあ るのは「防災（東日本大震災からの復興を除く。）」と、同号中「

東日本大震災復興特別区域法（平

年三月十 一日に発生し た東北地方太 平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。 ）からの復興を除く。）」と
、同条第三号

(22)

削除 」とする。

」

とあるのは、

「一

二

ニ

ハ

ロ

イ

合 併、分割及び解散の決議

定款の変更 の決議

取締役及び監査役の選任及び解任の決議

会 社法第三 十八条第一項 に規定する設 立時取締役及び同条第二項第二号に規定

設立

株式会 社東日本大震 災事業者再生 支援機構に関する 次に掲げる事項の認可に関す

ホ

株式会社東 日本大震災 事業者再生 支援機構に関する 関係行政機関の事務の調整に

イ

会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設

設立

株式会社東 日本大震災 事業者再生支 援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関する

ロ

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関 すること。

二

「一

政策統 括官の職務に ついては、復 興庁が廃止されるまでの間、前条第二項の表株式会社東日本大震災事 業者再生支援機構に係る内閣府設置法

るのは「

項に規定 する復興 推進事業及び 同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業 に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。」とあ

定及 び復興特区支 援利子補給 金の支給に関 すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること並びに同法第二条第三

成 二十三年法律 第百二十二 号）第四条 第九項に規定する 復興推進計画の認定に関すること、同法 第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指

(23)

附則第二条第四項 に規定する政令で定める日の項下欄中

関すること
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(7)

する設立時 監査役の選任及び解任

ること。

２

(22)

立時監査役の選任及び解任
こと（前号に係る 部分に限る。）」

とする。

（大臣官 房企画調整課の所掌事務の特例）

大臣官房企画調整課は、第十四 条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二条第一項第一号に掲げる事務をつかさどる。

大臣官房企 画調整課は、 第十四条各 号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、生産性向上特別措置法がその効力を有する間、 附則第二

第七条
２
条第二項に規定する事務をつかさどる。

大 臣官房政策評価広報課は、第十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二条第一項第二号に掲げる事務をつかさどる。

（大臣官房政策評価広報課の所掌事務の特例）
第八条
○経済産業省組織令（平成十二年政令第 二百五十四号）
経済産業省組織令をここに公布する。
経済産業省組織令

内閣は、 国家行政組 織法（昭和二 十三年法律第 百二十号） 及び経済産 業省設置法（ 平成十一年法 律第九十九号）の規定に基づき、この政令を制
定する。
目次
本省
秘書官（第一条）

第一章
第一節

大臣官 房及び局の設置等（第二条―第九条）

内部部局

第一款

特別な職の設置等（第十条―第十三条）

第二節
第二款

大臣官房（第十四条―第二十条）

課の設置等

第一目

経済産業政策局（第二十一条―第三十四条）

第三款
第二目
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第六目

第五目

第四目

第三 目

製造産業局（ 第六十六条―第七十九条）

産業技術環境局（第五十六条―第六十五条）

貿易経済協力局（第四十五条―第五十五条）

通商政策局（第三十五条―第四十四条）

審議会等（第九十七条―第百条）

商務情報政策局（第八十条―第九十六条）

第三節
施設等機関（第百一条）

第七目
第四節
地方支分部局
経済産業局（第 百二条・第百三条）

第五節
第一款
産業保 安監督部等（第百三条の二・第百三条の三）

外局

第二款
第二章
資源エネルギー庁
特別な職（第百四条）

第一節
第一款

長官官房及び 部の設置等（第百五条―第百九条）

内部部局

第一目

課の設置等（第百十条―第百三十三条）

第二款
第二目
第一款

内部部局（第百三十五条―第百四十三条）

特別な職（第百三十四条）

特許庁

第二款

審議会等（第百 四十四条・第百四十五条）

第二節

第三款
中小企業 庁

特別な職（第百四十六条）

第三節
第一款

長官官房及び部の設置等（第百四十七条―第百五十条）

内部部局

第一目

課の設置等（第百五十一条―第百六十三条）

第二款
第二目
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附則
第一章
第一節

本省
秘書官

大臣官房及び局の設置等

内部部局

秘 書官の定数は、一人とする。

（秘書官の定数）
第一条
第二節
第 一款
（大臣官房及び局の設置等）
本省に、大 臣官房及び次の六局を置く。

通商政 策局に通商機構部を、貿易経済協力局 に貿易管理部をそれぞれ置く。

商務情報政策局

製造産業局

産業技術環境局

貿易経済協力局

通商政策局

経済産業政策局

第二条

２
（大臣官房の所掌事務）

五

四

三

二

一

経済産業省の保有する情報の公開に関すること。

法令案その他の公文書類の審査に関すること。

公文 書類の接受、発送、編集及び保存に関 すること。

大臣の官印及 び省印の保管に関すること。

経済産業省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

機密に関すること。

大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

六

経済産業省の保有する個人情報の保護に関すること。

第三条

七

- 65 -

十四

十三

十二

十一

経済産業省の所掌に係 る経費及び収入の予算、決算及び会計 並びに会計の監査に関すること。

経済産業省の機構及び定員に関 すること。

広報に関すること。

国 会との連絡に関すること。

経済産業省 の行政の考査に関すること。

経済産業省の所掌事務に関する総 合調整に関すること。

十五

経済産業省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

八

十六

経済産業省 の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

経済産業省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関するこ と。

十七

東 日本大震災復興特別会計の経理のうち 経済産業省の所掌に係るものに関するこ と。

九

十八

東日本大震災復興特別会計に属 する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。

経済産業省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

十九

経済産業省の情報システムの整備及び管理に関すること。

十

二十

二十三

二十二

経済産業省の所掌事務に関する統計調 査の結果の総合的解析に関すること。

商鉱工業に関する統計調査に関すること。

経済産業 省の所掌事務に関する統計に関する事務 の総括に関すること。

国立国会図書館支部経済産業省図書館に関すること。

二十四

経済産 業省設置法第 三条第一 項の任務に関 連する特定の 内閣の重要 政策について、当該重要政策に関して閣 議において決定された基本

二十一

二十五

前各号に掲げるもののほか、経済産業省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
二十六

（経済産業政策局 の所掌事務）
経済構造改革の推進に関すること。

経済産業政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一

民間の経済活 力の向上を 図る観点か ら必要な経済 財政諮問会議 において 行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案への

第四条
二

参画に関し、経済産業省の 所掌に係る政策の企画を行うこと。
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七

六

五

四

三

第三 号から前号ま でに掲げるも ののほか、 業種に普遍 的な産業政策 に関すること（ 特許庁、産業技術環境局及び商務情報政策局の所掌に属

工業所有権及 びこれに類するものの保護及び利用に関 すること（特許庁及び商務情報政策局 の所掌に属するものを除く。）。

市場における経済取引に係る準則の整備に関すること。

企業間関係その他の産業組織の改善に関すること。

産業構造の改善に関すること。

経済産業省の所掌事務に関する調 査に関する事務の総括に関すること。

するも のを除く。）。
八

商鉱工業の 発達及び改善に関する基本に関すること（大臣官房及び商務情報政策局の所掌 に属するものを除く。）。

経済産業省の所掌事務に 関する内外経済事情及び経済政策の調 査に関すること。

十一

経 済産業省の所掌に係る事業の発達、改 善及び調整に関すること（資源エネルギ ー庁及び他局の所掌に属するものを除く。）。

九

十二

経済産業省の所掌に係る物資（ 電力を含む。次号及び第十五号において同じ。）の総合的な需給の調整に関すること。

経済産業省の所掌事務に関する経済に関する長期計画に関すること。

十三

経済産業省の所掌に係る物資の需給の調整に関する事務の総括に関す ること。

十

十四

経済産業省 の所掌事務に係る価格の統制に関するこ と。

経済産業省の所掌に係る物資の価格に関する事務の総括に関 すること。

十六

経 済産業省の所掌に係る金融上の措置に関する事務の総括に関すること。

十五
十七

産業立地に関すること（商務情報政策局の所掌に属するものを除く。）。

経済産業省の所掌事務に関する財政投融 資計画に関する事務の総括に関すること。

二十一

工業用水 道事業の助成及び監督に関すること。

十八

二十二

地域における商鉱工業一般の振興に関 すること（商務情報政策局の所掌に属す るものを除く。）。

経済産業省の所掌に係る人材に 関する事務の総括に関すること。

二十三

経済産業省の所掌事務に関する地方情勢に関する調査に関すること。

十九

二十四

中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）の施 行に関すること（中小企業庁の所掌に属するものを除く。）。

経済産業省の所掌事務 のうち地域に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二十五

独立行政法人経済産業研究所の組織及び運営一般に関する こと。

二十

二十六
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二十七

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）第十八条第一項第二号に掲げる業務 に関する事務の調整に関す
商工会議所及び日本商工会議所の組織及び運営一般に関す ること。

ること。
二十八
産業構造 審議会の庶務に関すること。

経 済産業局及び 沖縄総合事務 局の所掌事 務（沖縄総 合事務局にあ っては、経済産 業局において所掌することとされている事務に限る。以

二十九
三十

三十三

三十二

三十一

経済産業 局所属の行政財産及び物品の管理に関する事務の取りまとめに関すること。

経済産業局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。

経済産業局の機構及 び定員に関する事務の取りまとめに関 すること。

経済産業局の職員の人事並び に教養及び訓練に関する事務の取りま とめに関すること。

下同じ 。）の運営に関する総合的監督に関する こと。

三十四
（通商政 策局の所掌事務）
通商政策局は、次に掲げる事務 をつかさどる。

四

三

通商政策上の関税に関する事務その他の関 税に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。

通商 経済上の国際協力に関すること（資源エネルギー庁及び貿易経済協力局の所掌に属するものを除く。）。

通商に関する 調査に関する事務の総括に関すること。

通商に関する政策及び手続に関すること。

五

独立行政法人日本貿易振興機構の 組織及び運営一般に関すること。

一

六

前各号に掲げるもののほ か、通商に関すること（貿易経済協力局の所掌に属するものを除く。）。

通商に関する協定又は取決めの実施に関すること（貿易経済協 力局の所掌に属するものを除く。）。

七

経済産業省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること（貿易経済協力局の所掌に属 するものを除く。）。

二

一

前二号に掲げ るもののほ か、通商に 関する多数国 間の協定又は 取決めに 関すること（貿易経済協力局の所掌に属するもの、通商経済上の地

通商に関する多数国間の国際機関及び国際会議に関すること。

通商 に関する多数国間の協定又は取決めの 実施に関する事務の総括に関すること。

通商機 構部は、前項第二号、第四号及び第七号に掲げる事務のうち次に掲げる事務並びに同項第五号に掲げる事務をつかさどる。

八

二

第五条

２

三

域協力に関する協定又は取 決めの実施に係るもの及び国際商品協定の実施に係るものを除く。）。
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（貿易経済協力局の所掌事務）

四

三

二

一

通商に伴う外国為替の管理及び調 整に関すること。

貿易保険に関すること。

通商 経済上の経済協力に関すること（資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。）。

通商経済上の 経済協力（通商経済上の地域協力に係る ものを除く。次号において同じ。）に 関する協定又は取決めの実施に関すること。

輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること（産業技術環 境局の所掌に属するものを除く。）。

貿易経済協力局は、次に掲げる事務をつかさどる。

五

条約に基づい て日本国に 駐留する外国 軍隊、日本国 に在留する 外国人及び これらに類する者に対する物資の供給及び役務の提供に関するこ

九

八

七

経済産業省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち経済協力（地 域協力に係るものを除く。）に関する事務の総括に関すること。

経済産業省の所掌に係る事業に関 する外国投資家の事業活動に関すること。

経済 産業省の所掌に係る事業の海外事業活 動に関すること。

前各号に掲げ るもののほか、通商の振興に関すること。

貿 易管理部は、 前項第一 号に掲げる事 務のうち輸出及び輸入の管理に関する事務、 同項第五号及び第六号に掲げる事務並びに同項第九号に掲

十

と（防衛省の所掌に属するものを除く。）。

六

第六条

２

げる事務 のうち外国 為替及び外国 貿易法（昭和 二十四年法 律第二百二 十八号）の規 定による外国 投資家の対内直接投資等、特定取得及び技術導
入契約の 締結等の規制に関する事務をつかさどる。
（産業技術環境局の所掌事務）

五

四

三

二

一

鉱工業の科学技術に関する総合的な政策に関すること。

民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること（特許庁の所掌に属するものを除く。）。

経済 産業省の所掌事務に関する技術に関す る総合的な調査に関すること。

経済産業省の 所掌事務に関する技術に関する調査に関する事務の総括に関すること。

経済産業省の所掌に係る技術に関する政策の評価に関すること。

経済産業省の所掌に係る 技術に関する事務の総括に関すること。

産業技術環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。

六

鉱工業の科学技術に関する研究及び開発の技術指導及び助成並 びにその成果の普及に関すること。

第七条

七
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十

九

八

経 済産業省の 所掌に係る 基準・認証制 度（技術上の 基準及び当 該基準に対す る適合性の確認に関する 手続を定めた制度をいう。以下同じ。

前三号に掲げるもののほか、鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこ れらに関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

鉱工業の科学技術に関する研究及 び開発並びに企業化の促進に必要な施設及び設備の整備に関すること。

十七

十六

十五

十四

十三

十二

十一

経済産業省の所掌に係る地球環 境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

経 済産業省の所掌に係る環境と調和のと れた事業活動の促進に関する総合的な政 策の企画及び立案並びに推進に関すること。

経済産業省 の所掌に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。

経済産業省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに 推進に関すること。

経済産業省の所掌に係 る産業公害の防止対策の促進に関する 総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

地質の調査及びこれに関連する 業務を行うこと。

計量の標準の整備及び適正な計量の実施 の確保に関すること（資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。）。

産 業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。

）に関する総合的 な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

十八

経済産業省の所掌に係る事業の産業廃棄物に関する対策の促進に関す る総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
資源の有 効な利用の促進に関する法律（平成三年 法律第四十八号）の施行に関すること。

十九
二十一

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律（平成四年法律第六十二号）の施行に関すること。

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律（昭和四 十六年法律第百七号）の施行に関する こと。

二十二

自 動車から排出 される窒素酸 化物及び粒 子状物質の特 定地域におけ る総量の削減等に関する特別措置法（平成四年法 律第七十号）の施

二十

二十三

特定有害 廃棄物等の 輸出入等の規 制に関する法 律（平成四 年法律第百 八号）の施行に関すること（輸出移動書類（同法第五条第一項に

行に関すること。
二十四

規定する輸出移動書類をいう。以下同じ。）及び輸入移動書類（同法第九条第一項に規定する輸入移動書類をいう。以下同じ。）に関するこ

二十七

二十六

二十五

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 組織及び運営一般に関すること。

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（平成二十四 年法律第五十七号）の施行に関すること。

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成十二年法律第百十六号）の施行に関すること。

容器包装に係る分別収集及び再商品化 の促進等に関する法律（平成七年法律第 百十二号）の施行に関すること。

とを除く。）。

二十八
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二十九

国立研究開発法人産業技術総 合研究所の組織及び運営一般に関すること。
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。

独立行政法人製品評価技術基盤機構の組織及び運営一般に関すること 。

三十一
計量行政 審議会の庶務に関すること。

三十
三十二

次に掲げる 物資の輸出、 輸入、生 産、流通及び 消費（生糸及 び繭短繊維 の生産、流通及び消費並びに農林畜水産 業専用物品の流通及び消費

製造産業局は、次に掲げる事務 をつかさどる。

（製造産 業局の所掌事務）
第八条
一

を除く。）の増進、改善及び調整に関すること（資源エネルギー庁及び商務情報政策局の所掌に属するものを除き、航空機の修理については
、航空機製造事業者の行うものに限る。）。

鉄鋼、鉄鋼製品、軽金属、ニッケル、コバルト、チタニウム、希有金属、非鉄金属製品、金属くず、化学工業品、機械器具、鋳造品、鍛造

品、繊維工業品、雑貨工業品及びこれらに類するもの（農水産機械器具、産業車両、陸用内燃機関、航空機、銃砲及び木竹製品並びに土木

建築材料（木材を除く。）を含み、化学肥料、飲食料品、農薬、鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、原皮、原毛皮、国土交

通省がその生産を所掌する軽車両、 船舶、船舶用機関及び船舶用品並びに 農林水産省がその生産を所掌する農機具を除く。）

四

三

化学肥料（炭酸カルシウムを除く。）の輸 出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること。

工業 塩の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

住宅設備機器 及びインテリア用品に関する事務の総括 に関すること。

非鉄金属（核燃料物質を除く。）の回収及び再生に関すること 。

五

鉄道車両、 鉄道信号保安 装置、自 動車用代燃装 置並びに国土 交通省がそ の生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用 機関及び船舶用品（以下「

二

六

八

七

宇宙 の開発に関する大規模な技術開発であ って、鉱工業の発達及び改善を図るもの に関すること。

自転車競走及 び小型自動車競走の施行に関すること。

化学物質の管理に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。

鉄道車両等」という。）の輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。

九

経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のう ちロボットの利用に関するものの総括に関すること。

製造産業局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。

十一

経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する 事務のうち宇宙の利用に関するものの 総括に関すること。

十
十二
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（商務情報政策局の所掌事務）
一
情報通信の高 度化に関する事務のうち情報処理に係る ものに関すること。

情報処理の促進に関すること。

商務情報政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。

二

次に 掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること（製造産業局の所掌に属するものを除く。 ）。

第九条

三

化学工 業品 （生 物化学 の知 見を利用 して製造さ れるものに限 る。）、情報 通信機器、 電子機器（電 子計算機及び その関連装 置を除く。 ）、

電気機器、事務用機械、医療用機械器具、福祉用具及びレコードその他情報記録物並びにこれらに類するもの（油脂製品及び化粧品を含み

八

七

六

五

四

商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に 関すること（経済産業政策局の所掌に 属するものを除く。）。

通商に関する参考品及びこれに類するものの収集及び展示紹介に関する こと。

デザインに関する指導及び奨励並 びにその盗用の防止に関すること。

経済 産業省の所掌に係る事業のうち生活文 化の創造に関連するものに関する事務の 総括に関すること。

経済産業省の 所掌事務のうち医療に関連する技術に関する研究及び開発に関する総合的な政 策の企画及び立案並びに推進に関する こと。

経済産業省の所掌に係るサービス業に関する事務の総括に関すること。

、化学肥料、飲食料品及び農薬を除く。）

九

十八

十七

十六

十五

十四

十三

十二

十一

半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和六十年法律第四十三号 ）の施行に関すること。

経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち生物化学の知見の利用に関するものの総括に関すること。

商 務情報政策局の所掌に係る事業の発達 、改善及び調整に関すること。

事業用電気 工作物の設置又は変更の工事に係る環境影響評価に関すること。

火薬類の取締り、高圧ガスの保安、鉱山における保安その他の所掌に係る保安（以下「産業保安」 という。）の確保に関すること。

経済産業省の所掌事務 に係る一般消費者の利益の保護に関すること（経済産業政策局の所掌に属するものを除く。）。

経済産業省の所掌事務に係る消 費の合理化に関する事務の総括に関す ること。

商品市場における取引及び商品投資の監 督に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。

物 資の流通（輸送、保管及び保険を含む。）の効率化及び適正化に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。

百貨店業その 他大規模小売店舗における小売業に関す ること（経済産業政策局の所掌に属するものを除く。）。

十九

生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法 律（平成二年法律第七十一号）の施行 に関すること。

十

二十
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二十一

二十三

二十二

産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所の機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。

産業保安 監督部及び那覇産業保安監督事務所の職 員の人事並びに教養及び訓練に関する 事務の取りまとめに関すること。

産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所の所掌事務の 運営に関する総合的監督に関すること 。

地域 伝統芸能等を 活用した行 事の実施によ る観光及び特 定地域商工 業の振興に関する法律（平成四年法律第 八十八号）の施行に関する

二十四

産業保安監督部及び那覇産業保安監督 事務所の経費の概算の調整及び配賦に関すること。

こと。

二十五

産業保安監督部及び那覇産業 保安監督事務所の行政財産及び物品の 管理に関する事務の取りまとめに関する こと。
特別な職の設置等

二十六
第二款
（官房長）
大 臣官房に、官房長を置く。
削除

官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

第十条
２
第十一条

（総 括審議官、政 策立案総括 審議官、公 文書監理官、 サイバーセキ ュリティ ・情報化審議官、地域経済産業審議官、技術総括・保安審議官、商

大臣官房 に、総括審議 官一人、政策立案総括審議官一人、公文書監 理官一人（関係のある他の職を占める 者をもって充てられるものと

務・サービス審議官、原子力事故災害対処審議官及び審議官）
第十二条

する。） 、サイバーセ キュリティ・ 情報化審議 官一人、地 域経済産業審 議官一人、技 術総括・保安審議官一人、商務・サービス審議官一人、原

総括審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を 総括整理する。

子力事故災害対処審議官一人及び審議官十七人 （うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 ）を置く。
２

政策立案総括 審議官は、 命を受けて、 経済産 業省の所掌事務に関する合理的な根拠 に基づく政策立案の推進に関する重要事 項の企画及び立案

サイバー セキュリティ ・情報化審議 官は、命を受けて 、経済産業省の所掌事務に関する重要事 項のうちサイバーセキュリティ（サイバーセキ

実施の確 保に係る重要事項についての事務並び に関係事務を総括整理する。

公文書 監理官は 、命を受けて 、経済産業省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開 及び個人情報の保護の適正な

並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

３
４
５

ュ リティ基本法（ 平成二十六 年法律第百 四号）第二条 に規定するサ イバーセ キュリティをいう。第八十三条において同じ。）の確保並びに情報

システ ムの整備及 び管理並び にこれらと併 せて行われる 事務の運営 の改善及び効 率化に関するものの企画 及び立案に関する事務並びに関係事務
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６
７

８
９

に関する事務を総括整理する。

地域経済産業 審議官は、 命を受けて 、経済産 業省の所掌事務に関する重要事項のうち地域に関するものの企画及び立案に関する事務並びに産

業立地及び地域における商鉱工業一般の振興に関するものの企画及 び立案に関する事務並びにその関係事 務を総括整理する。

技術 総括・保安 審議官は、命 を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重 要事項のうち技術に関するものの企画 及び立案に参画し、及び経済

産業省の 所掌事務に関 する重要事項 のうち技術 に関するも のの調整に関 する事務を総括 整理するとともに、経済産業省の所掌事務に関する重要

事項のうち保安（産業保安及び製品の安全をい う。）の確保に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括 整理する。

商務・サー ビス審議官は 、命を受け て、経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち商業、商一般、一般消費者の利益の保護及び サービス
業に関するものの企画及び立 案に関する事務並びに関係事務を総括 整理する。

原子 力事故災害 対処審議官 は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関す る重要事項のうち原子力事故災害（平成二十三年三月十一日に発生

した東北 地方太平洋 沖地震に伴う 原子力発電所 の事故によ る災害をいう 。以下この項 において同 じ。）への対処（原子力事故災害から の福島県

の区域そ の他の区域の復興及び再生に係る取組 を含む。）に関するものの企画及び立案 に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
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審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事 務に関する重要事項の企画及び立案に 参画し、及び関係事務を総括整理する。
大臣官房に、参事官十五人を置く。

大臣官房

課の設置等

参事官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関す る特定事項の企画及び立案に参画する。
第三款
第一目
（大臣官房に置く課等）
大臣官房に、次の 五課及び参事官三人を置く。

（秘書課の所掌事務）

情報システム厚生課

政策評価広報課

会計課

総務課

秘書課

第十四条

２

第十三条

（参事官）

10

三

二

一

栄典 の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。

大臣、副大臣 、大臣政務官及び事務次官の官印並びに 省印の保管に関すること。

職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓 練に関すること。

機密に関すること。

秘書課は、次に掲げる事務を つかさどる。

四
経済産業研修所の組織及び運営一般に関す ること。

第十五条

五
（総務課の所掌事務）

三

二

一

国会との連絡に関すること。

法令 案及び例規案の審査及び進達に関する こと。

経済産業省の 所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

経済産業省の所掌事務に関する総合調整に関すること。

総務課は、次に掲 げる事務をつかさどる。

四
経済産業省の事務能率の増進に関すること。

第十六条

五
機構及び定員に関すること。

前各号に掲げるもののほか、経済産業省の 所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整 に関すること。

経済 産業省設置 法第三条第一 項の任務に関 連する特定 の内閣の重 要政策につい て、当該重要 政策に関して閣議において決定された基本的な

六
七
八
（会計課の所掌事務）

三

二

一

東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。

東日 本大震災復興特別会計の経理のうち経 済産業省の所掌に係るものに関すること 。

経済産業省所 管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

経済産業省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

会計課は、次に掲 げる事務をつかさどる。

四

旧貿易特別会計及び旧米国対日援助物資等処理特別会計の清算に関する こと。

第十七条

五

（政策評価広報課の所掌事務）
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二

一
広報に関する こと。

行政の考査に関すること。

経済産業省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

政策評価広報課は、次に掲げ る事務をつかさどる。

三
独立 行政法人その他の法人に関する事務の総括に関すること。

第十八条

四
（情報システム厚生課の所掌事務）

四

三

二

一

経済産業省の保有する情報の公開 に関すること。

官報 掲載に関すること。

公文書類の審 査及び進達に関すること（総務課の所掌に属するものを除く。）。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

経済産業省の情報システ ムの整備及び管理に関すること。

情報システム厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

五

経済産業省の保有する個人情報の保護に関すること。

第十九条

六

職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

国家公務員共 済組合法（昭和三十三年法律第百二十八 号）第三条第一項の規定により経済産業省に設けられた共済組合に関すること。

七
八

庁内の管理に関すること。

職員 （経済産業省の所管する独立行政法人の職員を含む。）に貸与する宿舎に関すること。

十一

職員の執務能率の増進 に必要な施設の運用に関すること。

九

十二

内外の経済及び産業に関する事情並びに経済産業政策に関する図書及び資料の収集、保管、編集及 び提供を行うこと。

経済産業省所管の建築物の営繕に関するこ と。

十三

国立国会図 書館支部経済産業省図書館に関すること。

十

十四
（参事官 の職務）

経済産業省の所掌事務に関する統計に関する事務の総括に関すること。

参事官は、命を受けて、次に 掲げる事務を分掌する。

一

商鉱工業に関する統計調査に関すること。

第二十条
二
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三
経済産業政策局

経済産業省の所掌事務に関する統 計調査の結果の総合的解析に関すること。
第二目
経済産業政策局に、次の十課及び参事官一人 を置く。

（経済産業政策局に置く課等）
第二十一条
総務課
調査課
産業構造課
産業組織課
産業創造課
産業資金課
企業行動課
地域経済産業政策課
地域企業高度化推進課
地域産業基盤整備課
（総務課の所掌事 務）
一

経済構造改革の推進に関すること 。

経済産業政策局の所掌事務に関する総合調 整に関すること。

総務課は、次に掲げる事務をつかさ どる。

二

民間の経済活 力の向上を 図る観点から 必要な経済財 政諮問会議 において行 われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案への

第二十二条

三
四

前号に 掲げるものの ほか、業種に 普遍的な 産業政策に関 すること（特 許庁、産業技 術環境局及び商務情報政策局並びに他 課及び参事官の所

市場における 経済取引に係る準則の整備に関する事務の総括に関すること。

参画に関し、経済産業省の所掌に係る政策の企画を行うこと。
五
六

経 済産業省の 所掌に係る 事業の発達、 改善及び調整 に関する事 務の総括に関 すること（調査課、産業 創造課、企業行動課及び参事官の所掌

商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関すること（商務情報政策局の 所掌に属するものを除く。）。

掌に属するものを除く。）。
七
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八

前各号に掲げるもののほか、経済産業政策局の所掌事務で他の 所掌に属しないものに関すること。

商工会議所及び日本商工会議所の組織及び運営一般に関すること。

に属するものを除く。）。
九
（調査課の所掌事 務）

六

五

四

三

二

一

経済産業省の所掌に係る価格に関 する事務の総括に関すること。

経済 産業省の所掌に係る物資の需給の調整 に関する事務の総括に関すること。

経済産業省の 所掌に係る物資（電力を含む。次号において同じ。）の総合的な需給の調整に 関すること。

経済産業省の所掌事務に関する経済に関する長期計画に関すること。

経済産業省の所掌に係る 事業に関する総合的な調査に関するこ と。

経済産業省の所掌事務に関する内 外経済事情及び経済政策の調査に関す ること。

経済産業省の所掌事務に関する調査に関す る事務の総括に関すること。

調査課は、次に掲げる事務をつかさ どる。

七

経済産業省の所掌事務に係る価格の統制に関すること。

第二十三条

八
（産業構造課の所掌事務）
一

独立行政法人経済産業研究所の組織及び運 営一般に関すること。

産業 構造の改善に関すること。

産業構造課は、次に掲げる事務をつかさどる 。

二

産業構造審議会の庶務に関するこ と。

第二十四条

三
（産業組織課の所掌事務）
一

不正 競争の防止に関すること。

企業間関係そ の他の産業組織の改善に関すること。

産業組 織課は、次に掲げる事務をつかさどる。

二

工業所有権及びこれに類するものの保護及び利用に関すること（特許庁及び商務情報政策局の所掌に属するものを除く。）。

第二十五条

三

産業創造課は、次に掲げる事務をつかさどる。

（産業創造課の所掌事務）
第二十六条
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三

二

一
産業活動の再生に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推 進に関すること。

産業活動の革新に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関す ること。

産業活動の創造に関する総合的な 政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

（産業資金課の所 掌事務）
経済産業省の所掌に係る金融上の措置に関 する事務の総括に関すること。

産業資金課は、次に掲げる事務をつ かさどる。

一

経済産業省の所掌事務に関する財 政投融資計画に関する事務の総括に関 すること。

第二十七条
二

破綻金融機関 等の融資先 である中堅事 業者に係る信 用保険の特 例に関する 臨時措置法（平成十年法律第百五十一号）に規定する破綻金融機

独立行政法人中小企業基盤整備機 構法第十八条第一項第二号に掲げる業務に関する事務の調整に関すること。

及び商務情報政策局の所掌に属するものを除く 。）。

エネ ルギー環境 適合製品の開 発及び製造を 行う事業の 促進に関する 法律（平成二 十二年法律 第三十八号）の施行に関すること（製 造産業局

関等関連特別保険等に関すること。

三
四
五
（企業行動課の所掌事務）

二

一

経済産業省の所掌に係る事業に関する税制 に関する調整に関する事務の総括に関すること。

経済 産業省の所掌に係る事業の経理に関する事務の総括に関すること。

経済産業省の 所掌に係る事業に関する経営管理の改善 及び能率の向上並びに企業行動の適正化に関する事務の総括に関すること。

企業行動課は、次に掲げる事務をつかさどる。

三

経済産業省の所掌に係る事業の労 務に関する事務の総括に関すること。

第二十八条

四

参事官 は、経済産業省の所掌に係る人材に関する事務の総括に関する事務をつかさど る。

（参事官の職務）
第二十九条

（地域経済産業政 策課の所掌事務）
一

経済産業省の所掌事務に関する地方情勢に関する調査に関すること。

経済産業省の所掌事務のうち地域に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

地域経済産業政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

二

経済産業局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合 的監督に関すること。

第三十条

三
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七

六

五

四

経済産業局所 属の行政財産及び物品の管理に関する事 務の取りまとめに関すること。

経済産業局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。

経済産業局の機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。

経済産業局の職員の人事並びに教 養及び訓練に関する事務の取りまとめに関すること。

（地域企 業高度化推進課の所掌事務）
一

工場立地法（昭和三十四 年法律第二十四号）の施行に関するこ と（工場立地に伴う公害の防止に関する調査に関することを除く。）。

地域における企業の事業活動の高 度化の推進に関すること（商務情報政 策局の所掌に属するものを除く。）。

地域企業高度化推進課は、 次に掲げる事務をつかさどる。

二

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） の施行に関すること。

第三十一条

三
（地域産業基盤整 備課の所掌事務）

産業立地に関すること（商務情報 政策局及び地域企業高度化推進課の所掌に属するものを除く。）。

地域産業基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一
工業用水道事業の助成及び監督に関すること。

第三十二条
二

地域における商鉱工業一般の振興に関すること（商務情報政策 局及び地域企業高度化推進課の所掌に 属するものを除く。）。
中心市街地の 活性化に関する法律の施行に関すること （中小企業庁の所掌に属するものを除く。）。

三
四
削除

通商政策局

第三十三条 及び第三十四条
第三目

通商政策局に、 通商機構部に置くもののほか、次の八課 を置く。

（通商政策局に置く課等）
第三十五条
総務課
国際経済課
経済連携課
米州課
欧州課
中東アフリカ課
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２

アジア大洋州課
北東アジア課

通商機構部に、参事官三人（うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。）を置く。
（総務課の所掌事 務）

五

四

三

二

一

通商 に関する統計の作成に関すること。

通商に関する 調査に関する事務の総括に関すること。

在外公館との連絡に関すること。

独立行政法人日本貿易振 興機構の組織及び運営一般に関するこ と。

通商に関する政策及び手続に関す ること。

通商政策局の所掌事務に関する総合調整に 関すること。

総務課は、次に掲げる事務をつかさ どる。

六

前各号に掲げるもののほか、通商 政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第三十六条

七

国際経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。

（国際経済課の所掌事務）
第三十七条

通商 経済上の国 際協力に関す る総合的な政 策の企画及 び立案並び に推進に関す ること（資源 エネルギー庁及び貿易経済協力局並びに経済連

五

四

三

二

通商経済上の 地域協力に関すること（資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。）。

通商経済上の地域協力に関する協定又は取決めの実施に関すること。

国際商品協定の実施に関 すること。

通商経済上 の国際協力に 関する国 際機関及び国際会議 に関すること（資源エネルギー庁及び 貿易経済協力局の所掌に属するものを除く。）。

通商経済上の国際協力に関する事務の総括 に関すること（貿易経済協力局及び経済連携課の所掌に属するものを除く。） 。

一

六

経済産 業省の所掌事 務に係る国際 協力に関 する事務の総 括に関するこ と（貿易経済 協力局及び経済連携課の所掌に属する ものを除く。）。

携課の所掌に属するものを除く。）。

七

（経済連携課の所掌事務）
経済連携課は、次に掲げる事務をつかさどる。

経 済上の連携 に係る通商 経済上の国際 協力に関する こと（資源 エネルギー庁 及び貿易経済協力局の所 掌に属するもの並びに通商経済上の地

第三十八条
一
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二

域協力に係るものを除く。）。

経済産業省の 所掌事務に 係る国際協 力に関する事 務のうち経済 上の連携 に関する事務の総括に関すること（貿易経済協力局の所掌に属する
もの及び地域協力に係るも のを除く。）。

（米州課の所掌事 務）

二

一
第一号に掲げる地域から の外国公館との連絡に関すること。

前号に掲げる地域について通商に 関し調査すること。

アメリカ合衆国及びその属地、カナダ並び に中南米諸国との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。

米州課は、次に掲げる事務をつかさ どる。

三

第一号に掲げる地域との間の通商使節及びこれに類するもののあっせんに関すること。

第三十九条

四
（欧州課の所掌事 務）

ヨーロッパ諸国との通商に関する 協定又は取決めの実施に関すること。

欧州課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一

前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。

第四十条
二

第一号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。
第一号に掲げ る地域との間の通商使節及びこれに類す るもののあっせんに関すること。

三
四
（中東ア フリカ課の所掌事務）

二

一

第一号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。

前号に掲げる地域につい て通商に関し調査すること。

中東諸国及びアフリカ諸国との通 商に関する協定又は取決めの実施に関 すること。

中東アフリカ課は、次に掲 げる事務をつかさどる。

三

第一号に掲げ る地域との間の通商使節及びこれに類するもののあっせんに関すること。

第四十一条

四

（アジア 大洋州課の所掌事務）

アジア諸国（中国、朝鮮及びモンゴルを除く。）及び大洋州諸国との通 商に関する協定又は取決めの実施に関すること。

アジア大洋州課は、次に掲 げる事務をつかさどる。

一

前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。

第四十二条
二
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四

三
第一号に掲げる地域との間の通商使節及びこれに類するもののあっせん に関すること。

第一号に掲げる地域からの外国公 館との連絡に関すること。

（北東アジア課の所掌事務）

二

一
第一号に掲げる地域からの外国公 館との連絡に関すること。

前号に掲げる地域について通商に関し調査 すること。

中国 、朝鮮及びモンゴルとの通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。

北東アジア課は、次に掲げる事務をつかさど る。

三

第一号に掲げる地域との 間の通商使節及びこれに類するものの あっせんに関すること。

第四十三条

四

貿易経済協力局

参事官は、命を受けて、通商機構部の事務を分掌する。

（参事官の職務）
第四十四条
第四目
（貿易経済協力局に置く課）
貿易経済協力局に、貿易管理部に置くもののほか、次の 五課を置く。

貿易管理部に、次の五課 を置く。

投資促進課

技術・ 人材協力課

通商金融課

貿易振興課

総務課

第四十五条

２
貿易管理課
貿易審査課
安全保障貿易管理政策課
安全保障貿易管理課
安全保障貿易審査課
（総務課の所掌事務）
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貿易経済協力局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

総務課は、次に掲げる事務 をつかさどる。

一

通 商経済上の 経済協力（ 通商経済上の 地域協力に係 るものを除 く。次号及び 第四号において同じ。） に関する総合的な政策の企画及び立案

第四十六条
二

六

五

四

三

前各号に掲げるもののほか、貿易経済協力局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

貿易保険法（昭和二十五 年法律第六十七号）第三十二条第一項 の規定による検査の実施に関すること。

経済産業省の所掌事務に係る国際 協力に関する事務のうち経済協力（地 域協力に係るものを除く。）に関する事 務の総括に関すること。

経済協 力に関する国際 機関及び国 際会議にお ける通商経済 上の経済協力 に関すること（資源エネルギー庁の所掌に属する ものを除く。）。

通商 経済上の経済協力に関する協定又は取決めに関すること（通商金融課及び技術・人材協力課の所掌に属するものを除く。）。

並びに推進に関す ること。

七

貿易振興課は、貿易の振興に関する事務（通商金融課の所掌に属するもの を除く。）をつかさどる。

（貿易振興課の所 掌事務）
第四十七条

通商金融課は、次に掲げる事務をつかさどる。

（通商金融課の所掌事務）
第四十八条

三

二

貿易保険に関すること（総務課の所掌に属 するものを除く。）。

通商 経済上の資金協力に関すること。

通商経済上の 資金協力（通商経済上の地域協力に係る ものを除く。次号において同じ。）に関する協定又は取決めの実施に関すること。

通商金融に関すること。

四

多数国間投資保証機関に関する事 務のうち経済産業省の所掌に係るもの に関すること。

一

五

（技術・人材協力課の所掌事 務）
技術・ 人材協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。

通商経済上の技術及び人材に関する協力に関すること。

に関すること。

通商 経済上の技 術及び人材に 関する協力（ 通商経済上 の地域協力に 係るものを除 く。次号に おいて同じ。）に関する協定又は取決 めの実施

第四十九条
一
二

投資促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

（投資促進課の所掌事務）
第五十条
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三

二

一
通商に関する税制に関する調整に関すること。

経済産業省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。

経済産業省の所掌に係る事業に関 する外国投資家の事業活動に関すること（貿易管理部の所掌に属するものを除く。）。

（貿易管理課の所 掌事務）
輸出及び輸入の管理に関すること（産業技 術環境局及び他課の所掌に属するものを除く。）。

貿易管理課は、次に掲げる事務をつ かさどる。

一

外国為替及 び外国貿易法 第五十四 条第二項及び 輸出入取引法 （昭和二十 七年法律第二百九十九号）第三十六条の 規定により税関長に委任さ

第五十一条
二
三

条約 に基づいて 日本国に駐留 する外国軍隊 、日本国に 在留する外国 人及びこれら に類する者 に対する物資の供給及び役務の提供に 関するこ

通商に伴う外国為替の管理及び調整に関すること（他課の所掌に属するものを除く。）。

れた権限に係る事務に関する税関長の指揮監督に関すること。
四
と（防衛省の所掌に属するものを除く。）。
貿易審査課は、次に掲げる事務（前条第二号に掲げる事 務に係るものを除く。）をつかさどる。

（貿易審査課の所掌事務）
第五十二条

特定有害廃棄 物等の輸出入等の規制に関する法律の施 行に関する事務のうち輸出移動書類及び輸入移動書類に関すること。

輸出及び輸入の承認に関すること。

二

前二 号に掲げるも ののほか、農 林畜水産物 、飲食料品 及び農薬の輸 出及び輸入の 管理に関すること（輸出及び輸入の承認に関する事後審査

一
三
に関す るものを除く。）。

絶滅のおそ れのある野生 動植物の 種の保存に関 する法律（平 成四年法律 第七十五号）の施行に関する事務のうち 同法第十六条に規定する希

六

五

輸入 貨物に係る関税割当ての実施に関する 事務のうち経済産業省の所掌に係るもの に関すること。

緊急関税その 他の貨物の輸入の増加の際の緊急の措置に関する事務のうち経済産業省の所掌 に係るものに関すること。

輸入貨物に係る相殺関税及び不当廉売関税に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関する こと。

四

七

通商に伴う支払等、特定資本取引及び役務取引等の許可に関すること（安全保障貿易審査課の所掌に属するものを除く。）。

少野生動植物種の個体等に係る措置命令等の実施に関すること並びに同法第十九条に規定する報告の徴収及び立入検査の実施に関すること。

八

安全保障貿易管理政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

（安全保障貿易管理政策課の所掌事務）
第五十三条
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三

二

一

外国為替及び外国貿易法の規定による外国投資家の対内直接投 資等、特定取得及び技術導入契約の締 結等の規制に関すること。

通商に伴う外 国為替の管 理に関する 基本的な政策のうち国際的な平和及び安全の維持に関するものの企画及び立案並びに推進に関 すること。

輸出及び輸入の管理に関する基本 的な政策のうち国際的な平和及び安全の維持に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。

安全保障 貿易管理課は 、国際的な平和及び安全の維持を 妨げることとなると認められる外国貿 易の管理及び通商に伴う外国為替の管

（安全保障貿易管 理課の所掌事務）
第五十四条

理に関する 事務（第五十一 条第二号に 掲げる事務に係るもの並びに安全保障貿易管理政策課及び安全保障 貿易審査課の所掌に属するものを除く。
）をつかさどる。
（安全保障貿易審査課の所掌 事務）

安全保 障貿易審査課は、次に掲げる事務（第五十一条第二号に掲げる事務に係るもの を除く。）をつかさどる。

外国為替及び 外国貿易法第四十八条第一項及び第二項に規定する輸出の許可に関すること。

第五十五条
一

外国 為替及び外国貿易法第二十五条第一項 から第四項までに規定する取引又は行為 の許可に関すること。
産業技術環境局

二
第五目
産業技術環境局に、次の八課を置く。

（産業技術環境局に置く課）
第五十六条
総務課
技術振興・大学連携推進課
研究開 発課
基準認証政策課
国際標準課
国際電気標準課
環境政策課
資源循環経済課
（総務課の所掌事務）
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

産業技術環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

第五十七条
一
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八

七

六

五

四

三

二

前二号に掲げ るもののほ か、鉱工業の 科学技術の進 歩及び改良 並びにこれ らに関する事業の発達、改善及び調整に関すること（他課の所掌

鉱工業の科学技術に関する国際機 関及び国際会議に関する事務の総括に 関すること。

鉱工業の科学技術に関する総合的な政策の 企画及び立案並びに推進に関すること（研究開発課の所掌に属するものを除く 。）。

民間 における技術の開発に係る環境の整備に関する事務の総括に関すること。

経済産業省の 所掌事務に関する技術に関する総合的な 調査に関すること。

経済産業省の所掌事務に関する技術に関する調査に関する事務 の総括に関すること。

経済産業省の所掌に係る技術に関する政策の評価に関すること（研究開 発課の所掌に属するものを除く。）。

経済産業省の所掌に係る技術に関 する事務の総括に関すること。

前 各号に掲げるもののほか、産業技術環 境局の所掌事務で他の所掌に属しないも のに関すること。

国立研究開発 法人審議会の庶務に関すること。

に属するものを除く。）。

九
十
十一

技術振興・大学連携推進課は、次に掲げる事務をつかさ どる。

（技術振興・大学連携推進課の所掌事 務）
第五十八条

八

七

六

五

四

三

二

大学 等における技術に関する研究成果の民 間事業者への移転の促進に関する法律（ 平成十年法律第五十二号）の施行に関すること。

基盤技術研究 円滑化法（昭和六十年法律第六十五号）第六条第一項に規定する基本方針の策 定に関すること。

技術研究組合法（昭和三十六年法律第八十一号）の施行に関すること。

鉱工業の科学技術に関す る試験研究機関との研究及び開発に関する連絡に関すること。

経済産業省の所掌に係る人材の育 成に関する事務のうち鉱工業の科学技 術の進歩及び改良を図るためのものに関 すること。

鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並 びに企業化の促進に必要な施設及び設備の整備に関すること。

鉱工 業の科学技術に関する研究及び開発の成果の普及に関すること。

鉱工業の科学 技術に関する実用化に関する研究及び開 発の助成に関すること。

民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること（特許 庁の所掌に属するものを除く。）。

九

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 組織及び運営 一般並びに同機構の行う基盤技術研究円滑化法第十一条に規定する

一

十

国立研究開発法人産業技術総合研究所の組織及び運営一般に 関すること。

業務に関すること。
十一
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（研究開発課の所掌事務）

三

二

一

鉱工業の科学技術に関する研究及び開発の 助成に関すること（技術振興・大学連携推進課の所掌に属するものを除く。） 。

鉱工 業の科学技術に関する研究及び開発の実施に関すること。

鉱工業の科学 技術に関する研究及び開発に関する政策 の評価に関すること。

鉱工業の科学技術に関する研究及び開発の企画及び立案並びに 推進に関すること。

研究開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。

四
鉱工業の科学技術に関する研究及 び開発の技術指導に関すること。

第五十九条

五
（基準認証政策課の所掌事務 ）
一

産業 標準の整備及び普及その他の産業標準 化に関する事務の総括に関すること。

経済産業省の 所掌に係る基準・認証制度に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に 関すること。

基準認証 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

二

産業標準化に関する国際機関及び 国際会議に関すること（国際標準課及び国際電気標準課の所掌に属するものを除く。）。

第六十条

三

鉱工業の科学技術の進歩及び改良を図るための技術上の情報及び研究材 料の整備に関すること。
地質の調査及 びこれに関連する業務を行うこと。

四
六

独立 行政法人製品評価技術基盤機構の組織及び運営一般に関すること。

計量の標準の整備及び適正な計量の実施の確保に関すること（ 資源エネルギー庁の所掌に属するもの を除く。）。

七

日本産業標準調査会の庶務に関すること。

五

八

計量行政審議会の庶務に関するこ と。
削除

九
第六十一条
（国際標準課の所掌事務）
一

産業標準の整備及び普及に関すること（国際電気標準課の所掌に属するものを除く。）。

国際 標準化機構に関すること。

国際標準課は、次に掲げる事務をつかさどる。

二

産業標準に対する適合性の確認に関すること（国際電気標準課の所掌に 属するものを除く。）。

第六十二条

三

（国際電気標準課の所掌事務）
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一

電気技術、電子技術及び情報技術の分野に係る産業標準の整備 及び普及に関すること。

国際電気標準会議に関すること。

国際電気標準課は、次に掲 げる事務をつかさどる。

二

電気技術、電 子技術及び情報技術の分野に係る産業標 準に対する適合性の確認に関すること 。

第六十三条

三
（環境政 策課の所掌事務）
一

経済産業省の所掌に係る 環境と調和のとれた事業活動の促進に 関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

経済産業省の所掌に係る環境の保 全に関する事務の総括に関すること。

環境政策課は、次に掲げる 事務をつかさどる。

二

経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並び に推進に関すること。

第六十四条

三
（資源循環経済課 の所掌事務）
資源循環経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。

経済産業 省の所掌事務 に係る資源 の循環利用 等（リサイクル の推進その 他資源の有効な利用、産業公害の防止及び産業廃棄物の効率的な処

第六十五条
一

理をいう。）の確保に関する経済環 境の整備に関する総合的な政策の企画及 び立案並びに推進に関すること。

七

六

五

四

三

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行に関すること（輸出移動書類及び輸入移動書 類に関することを除く。）。

自動車から排出される窒 素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の施行に関すること。

産業廃棄物の処理に係る特定施設 の整備の促進に関する法律の施行に関 すること。

資源の有効な利用の促進に関する法律の施 行に関すること。

特定 工場における公害防止組織の整備に関する法律の施行に関すること。

経済産業省の 所掌に係る事業の産業廃棄物に関する対 策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

経済産業省の所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関する総 合的な政策の企画及び立案並びに推進 に関すること。

八

容器包装に係 る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行に関すること。

二

九

食品 循環資源の再生利用等の促進に関する 法律の施行に関すること。
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の施行に関すること。

十
十一

製造産業局に、次の八課を置く。

（製造産業局に置く課）
第六十六条

- 89 -

総務課
金属課
化学物質管理課
素材産業課
生活製品課
産業機 械課
自動車課
航空機武器宇宙産業課
（総務課の所掌事務）
一

製造産業局の所掌に係る調査に関 する事務の総括に関すること。

製造 産業局の所掌事務に関する総合調整に 関すること。

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

二

前二号に掲げるもののほか、製造産業局の所掌事務で他の所掌に属しな いものに関すること。

第六十七条

三
（金属課の所掌事務）

金属課は、次に掲げる事務をつかさどる。

非鉄金属（核燃料物質を除く。）の回収及び再生に関すること。

氷晶石及びふっ化アルミニウム

金属くず

その他非鉄金属 製品（他課の所掌に属する事務に係るものを除く。）

電線、ケーブル、伸銅品 及び鉛管板

軽金属、ニッケル、コバルト、チタニウム及び希有金属

鉄鋼製品（他課の所掌に属する事務に係るものを除く。）

鉄鋼

第八 条第一号及び第十号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。

第六十八条
一

二

（化学物質管理課の所掌事務）
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第六十九条

化学物質管理課は、化学物 質の管理に関する経済産業省の所掌に 係る事務に関する事務をつかさどる。

（素材産業課の所掌事務）
素材産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

第八条第一号 及び第十号に掲げる事務であって、次に 掲げる物資に関するものに関すること 。

第七十条
一
ソーダ及びその 誘導品
無機酸
無機薬品
酸素、窒素、水素その他単体ガス
カリ塩（にがり製品を含 む。）

火薬、爆薬及び 火工品（生活製品課及び航空機武器宇宙産業課の所掌に属する事務に係るものを除く。）
冷媒及び触媒（有機触媒を除く。）
石油化学工業品（他課の所掌に属する事務に 係るものを除く。）
石炭化学工業品（他課の所掌に属す る事務に係るものを除く。）
カーバイド及びその誘導品
可燃性天然ガスの誘導品
合成ゴム
合成樹 脂及び可塑剤
合成樹脂製品（他課の所掌に属する事務に係るものを除く。）
染料中間物、医薬品中間物及び農薬中間物合成染料、有機顔料、抜染剤及 び人工甘味料
塗料、印刷インク及び印 刷ワニス
合成洗剤、選鉱 剤その他界面活性剤

ゴム及びゴム製品（他課の所掌に属する事務に係るも のを除く。）並びに有機ゴム薬品及びカーボンブラック
しょう脳、硝化綿、セルロイド生地及び写真 感光材料
ろうそく
合成糊 こ
( 料
) 、糊 こ
( 抜
) 剤及び接着剤
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二

樹脂、樹脂ろう及び五倍子
アンモニア系製品

その他生物化学の知見を利用して製造される化学工業品以外の化学工業品（金属課の所掌に属する事務に係るも のを除く。）
板ガラス、光学ガラス及びガラス繊維
耐火物及び土管
電極、 電ブラシ、炭素棒、ピッチコークスそ の他炭素製品
セメント及びセメント製品
研削剤、研削砥 と
( 石
) 及び研磨布紙
その他窯業品（生活製品 課の所掌に属する事務に係るものを除く 。）
砂利その他骨材 及び石材
紙及び紙製品
パルプ及びセロファン

第八条第一号 及び第十号 に掲げる事 務であって、 アルコール（ アルコー ル事業法（平成十二年法律第三十六号）第二条第一項に規定するア

工業塩の流通 及び消費の増進、改善及び調整に関する こと並びに第八条第十号に掲げる事務のうち工業塩に関するものに関すること。

ルコールをいう。）に関す るものに関すること。
三

化学 肥料（炭酸カ ルシウムを除 く。）の輸 出、輸入及 び生産の増進 、改善及び調 整に関すること並びに第八条第十号に掲げる事務のうち化

削除

第八条第十号に掲げる事務のうち 革新的な素材の利用に関するものの総 括に関すること。

学肥料 （炭酸カルシウムを除く。）に関するも のに関すること。

四
五
第七十一条及び第七十二条
（生活製品課の所掌事務）
一

工場生産住宅その他これに類するもので経済産業省の所掌に係るものの生産に関する指導及び助成に関すること。

住宅 設備機器及びインテリア用品に関する 事務の総括に関すること。

生活製品課は、次に掲げる事務をつかさどる。

二

前号に掲げるもののほか、第八条第一号及び第十号に掲げる事務であっ て、次に掲げる物資に関するものに関すること。

第七十三条

三

綿花、麻、羊毛その他の毛、化学繊維、くず繊維及び雑繊維
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綿糸、麻糸、毛糸、絹糸、化学繊維糸、くず 繊維糸及び雑繊維糸
織物
ニット製品
不織布及びフェルト
縫製品
漁網綱 及び漁具糸
繊維雑品
その他繊維工業品（他課の所掌に属する事務に係るものを除く。）
抄繊維製品
日用金属製品及 び日用合成樹脂製品
陶磁器及びほうろう鉄器
ガラス製品（素材産業課の所掌に属する事務 に係るものを除く。）
マッチ
コルク及び木竹製品
運動用具、文房具及び楽 器
おもちゃ
喫煙具 、装身具及び傘
皮革、皮革製品、タンニン、にかわ及びゼラチン
履物
かばん及び袋物
包装材料
その他雑貨工業品（素材産業課の所掌に属する事務に 係るものを除く。）
れんが及び瓦
石膏 こ
(う 製
) 品、石綿製品及び岩綿 製品
建築金物及び建具
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畳、畳床、リノリウムその他床材料
アスファルトルーフィング、アスフ ァルト乳剤その他防水工事材料
繊維板その他建築用ボード
その他土木建築材料（木材及び素材産業課の所掌に属する事務に係るものを除く。）
四

伝統的工芸品産業の振興に関する 法律（昭和四十九年法律第五十七号） の施行に関する事務の総括に関すること 。

木材の防腐業及び防火加工業の発達、改善 及び調整に関すること。

熱絶縁装置
五
（産業機械課の所掌事務）
産業機 械課は、次に掲げる事務をつかさどる。

第八条第一号 及び第十号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること 。

第七十四条
一

工作機械、繊維工業用機械、鉱山用機械、化学工業用機械、合成樹脂加工機械、建設土木用機械、荷役運搬用機械、印刷製本機械、包装荷
造機械、ミシンその他鉱工業用機械（自動車 課の所掌に属する事務に係るものを除 く。）

農業機械器具、水産機械、林産機械 、食料品加工機械、蚕糸機械、醸造機 械、たばこ製造機械及び製材木工機械
時計、光学機械、理化学機械及び計量器
冷凍機、冷凍機応用装置 及び自動販売機
集じん装置、排 ガス処理装置、排水処理装置その他公 害防止装置
油圧機 器及び空圧機器
橋
軸受、ねじ、歯車及びローラーチェーン
工具、機械刃物、のこぎ り及びやすり
鋳造品及び鍛造 品（他課の所掌に属する事務に係るものを除く。）
製鉄機械、鍛圧機械、鋳造機械及び工業窯炉
金型、鋳型及びロール
粉末冶金、バルブ及び鉄管継手
発電機、電動機、変圧器、遮断器、開閉装置、制御装置その他重電機器
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ボイラー、原子炉並びにその部品及び装置、 蒸気機関、タービン、水車、水圧鉄管 、水門、鉄塔並びに架線金物
他課の所掌に属さない機械器具及び これに類するもの

鉄 道車両等の 輸出及び輸 入の増進、改 善及び調整に 関すること 並びに第八条 第十号に掲げる事務のう ち鉄道車両等に関するものに関するこ
熱処 理業の発達、改善及び調整に関すること。

二
三

経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善 及び調整に関する事務のうちロボットの利用に関するものの総括に関すること 。

と。
四
（自動車課の所掌事務）
自動車課は、次 に掲げる事務をつかさどる。

自転 車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。

自転車（リヤカーを含む 。）及びその部品

産業車両及び陸用内燃機関

ばね

消防ポンプ

トラクターその他特殊自動車

自動車（トレー ラーを含む。）並びにその車体及び部品

第八条第一号及び第十号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。

第七十五条
一

二

航空機武器宇宙産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

（航空機武器宇宙産業課の所掌事務）
第七十六条

第八条第一号及び第十号 に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。

宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善 を図るものに関すること。

一
航空機及びその部品
武器及びその部 品

猟銃、捕鯨砲、もり銃、と殺銃、捕鯨用標識銃、救命 索発射銃及び空気銃
二

経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事 務のうち宇宙の利用に関するものの総 括に関すること。

人工衛星及びロケット並びにこれらの部品
三
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削除

商務情報政策局

第七十七条から第七十九条まで
第七目
商務情報政策局に、次の十五課及び鉱山・火薬 類監理官一人を置く。

（商務情報政策局に置く課等）
第八十条
総務課
情報経 済課
サイバーセキュリティ課
情報技術利用促進課
情報産業課
サービス政策課
クールジャパン政策課
ヘルスケア産業課
生物化学産業課
コンテンツ産業課
消費・流通政策課
商取引監督課
製品安 全課
保安課
電力安全課
（総務課の所掌事務）

二

一

地域における情報処理の促進に関すること。

情報処理の促進に関する事務の総括に関すること。

商務 情報政策局の所掌事務に関する総合調 整に関すること。

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

三

情報通信の高度化に関する事務のうち情報処理に係るものに関 すること。

第八十一条

四
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七

六

五

前各号に掲げるもののほか、商務情報政策局の所掌事務で他の 所掌に属しないものに関すること。

独立行政法人情報処理推進機構の組織及び運営一般に関すること。

情報通信機器に関する総合的な政 策の企画及び立案並びに推進に関すること。

（情報経済課の所 掌事務）
一
情報処理に関する個人情報の保護 に関すること。

情報処理の促進に関する経済の発展に係る 環境の整備に関すること（総務課及び情報技術利用促進課の所掌に属するもの を除く。）。

情報経済課は、次に掲げる事務をつ かさどる。

二
情報処理に関する利用の 機会の確保に関すること。

第八十二条

三

サイバーセキュリティ課は、情報処理に関するサイバーセキュリティの確保に関する事務をつかさどる。

（サイバーセキュリティ課の所掌事務）
第八十三条
（情報技 術利用促進課の所掌事務）
情報技術利用促進課は、次 に掲げる事務をつかさどる。

経済産業省の所掌に係る情報処理に関連する技術の利用の促進に関する こと。

第八十四条
一

情報処理技術者試験の実施その他情報処理の促進に必要な知識 及び技術の向上に関すること。
前二号に掲げ るもののほか、情報処理の促進に関する こと（他課の所掌に属するものを除く。）。

二
三
（情報産 業課の所掌事務）

情報産業課は、次に掲げる 事務をつかさどる。

第九条第三号及び第十七号に掲げ る事務であって、次に掲げる物資に関 するものに関すること。

第八十五条
一

電子計算機及びその関連装置、放送装置その他情報通信機器

テレビジョン受信機、電 子顕微鏡、方向探知器、魚群探知機その 他電子機器（電子計算機及びその関連装置を除く。）
家庭用電気冷蔵 庫、家庭用エアコンディショナーその他電気機器（重電機器を除く。）

半導体素子、集積回路その他情報通信機器、電子機器 及び電気機器の部品、用品及び材料（電気絶縁材料を除く。）
電気計測器、放射線計測器（照射線量計を除 く。）及び電気式自動制御機器
事務用機械
蓄電池、乾電池その他電池
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二
半導体集積回路の回路配置に関する法律の施行に関すること。

経済産業省の所掌事務のうち情報処理に関連する技術に関する研究及び 開発に関すること。

通信用電線及び通信用ケーブル
三
（サービス政策課 の所掌事務）

経済産業省の所掌事務のうちサービス業に 関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

サービス政策課は、次に掲げる事務 をつかさどる。

一
経済産業省の所掌に係るサービス 業に関する事務の総括に関すること。

第八十六条
二

経済産業省の 所掌に係る サービス業の 発達、改善及 び調整に関 すること（ 資源エネルギー庁及び製造産業局並びに他課の所掌に属するもの
生涯学習の振 興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の施行に関すること。

を除く。）。

三
四
（クール ジャパン政策課の所掌事務）

クールジャパン政策課は、 次に掲げる事務をつかさどる。

経済産業省の 所掌に係る クールジャ パン（我が国 の生活文化の 特色を生 かした商品又は役務を通じて我が国の生活文化が海外において高い

第八十七条
一

評価を得ていることをいう 。）に係る事業に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること 。

経済 産業省の所 掌に係るサー ビス業のうち 生活文化の 創造に関連 するものの発 達、改善及び 調整に関すること（ヘルスケア産業課及びコン

四

三

博覧会、展示会その他参 考品及びこれに類するものの収集及び展示紹介に関すること。

デザインに関する指導及び奨励並 びにその盗用の防止に関すること。

経済産業省の所掌に係る事業のうち生活文 化の創造に関連するものに関する事務の総括に関すること。

二

五

地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の施行に関 すること。

テンツ産業課の所掌に属するものを除く。）。

六

（ヘルスケア産業 課の所掌事務）
ヘルスケア産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

第九条第三号及び第十七号に掲げる事務であって、次に掲げる 物資に関するものに関すること。

達、改善及び調整に関すること（製 造産業局並びに情報産業課及びコンテン ツ産業課の所掌に属するものを除く。 ）。

経済産業 省の所掌に係 るヘルスケ ア産業（健 康の保持及び 増進に資する 商品の生産若しくは販売又は役務の提供を行う産業をいう。）の発

第八十八条
一
二
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三

医療用機械器具
福祉用具

経済産業省の所掌事務のうち医療に関連する技術に関する研究 及び開発に関する総合的な政策の企画 及び立案並びに推進に関すること。

（生物化学産業課 の所掌事務）
生物化学産業課は、次に掲げる事務 をつかさどる。

経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事 務のうち生物化学の知見の利用に関す るものの総括に関すること。

試薬

せっけん、香料及び化粧品

有機酸

硬化油、脂肪酸 、グリセリンその他油脂製品

有機触媒

除く。）

発酵工業品（その誘導品を含む。）その他生物化学の知見を利用して製造される化学工業品（製造産業局の所掌に属する事務に係るものを

第九条第三号及び第十七号に掲げる事務で あって、次に掲げる物資に関するものに関すること。

第八十九条
一

二

コンテンツ産業課は、次に掲げる事務 をつかさどる。

（コンテンツ産業 課の所掌事務）
第九十条

経済産 業省の所掌に 係るコンテン ツ産業（コ ンテンツの創 造、保護及び 活用の促進に関する法律（平成十六年法律第八十 一号）第二条第一

三

二

広告 代理業の発達、改善及び調整に関する こと。

第九条第三号 に掲げる事務であって、レコードその他情報記録物に関するものに関すること 。

印刷業及び製本業の発達、改善及び調整に関すること。

一

項 に規定するコ ンテンツに 関する商品 の生産若しく は販売又は役 務の提供を 行う産業を いう。）の発達 、改善及び 調整に関す ること（他課の

四

経済産業省の所掌に係るサービス業のうち前各号に掲げる事務に関連するものの発達、改善及び調整に関すること。

所掌に属するものを除く。）。

五

消費・流通政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

（消費・流通政策課の所掌事務）
第九十一条
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商業の発 達及び改善に 関する基本 に関すること その他商一般 に関するこ と（経済産業政策局及び商取引監督課の 所掌に属するものを除く。

四

三

二

物資の流通（輸送、保管及び保険を含む。 ）の効率化及び適正化に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。

百貨 店業その他大規模小売店舗における小売業に関すること（経済産業政策局の所掌に属するものを除く。）。

物品賃貸その 他の信用を供与して行う物品又は役務の 取引一般に関すること。

割賦販売、ローン提携販売、前払式特定取引及び信用購入あっ せんに関すること（商取引監督課の所 掌に属するものを除く。）。

一

五

商品市場に おける取引及 び商品投 資の監督に関 する事務のう ち経済産業 省の所掌に係るものに関すること（商取 引監督課の所掌に属するも

）。

六

九

八

七

流通業務 の総合化及び 効率化の促 進に関する 法律（平成十七 年法律第八 十五号）の施行に関する事務で経済産業省の所掌に属するものに関

経済 産業省の所掌事務に係る一般消費者の 利益の保護に関すること（経済産業政策 局及び他課の所掌に属するものを除く。）。

経済産業省の 所掌事務に係る消費の合理化に関する事務の総括に関すること（製品安全課の 所掌に属するものを除く。）。

訪問販売及び通信販売の事業に関すること。

のを除く。）。

十
消費経済審議会の庶務に関すること。

すること（中小企業庁の所掌に属す るものを除く。）。
十一
（商取引監督課の 所掌事務）
商取引監督課は、次に掲げる事務を つかさどる。

商品先物取引 業を行う者 、商品先物 取引協会、委 託者保護基金 、特定店 頭商品デリバティブ取引業者、商品投資顧問業を営む者及び商品投

設者並びに第二種特定施設開設者の検査に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。

、商品取引 所持株会社及 びその子会 社、商品取 引所、その子 会社及びその 会員等、商 品取引清算 機関及びその 清算参加者、 第一種特定施設開

株式 会社商品取 引所又は商品 取引所持株会 社の対象議 決権保有届出 書の提出者及 び主要株主 、金融商品取引所及び金融商品取引所 持株会社

信用情報機関、指定信用情報機関を利用する者及び認定割賦販売 協会の監督に関すること。

包括信用購入あっせんに係る業務の委託を受けた者、個別信用購入あっせん関係販売業者、個別信用購入あっせん関係役務提供事業者、指定

ー ド番号等取扱 業者、クレ ジットカー ド番号等取扱 受託業者、ク レジットカ ード番号等 取扱契約締結事 業者、包括 信用購入あ っせん業者から

割賦販 売業者、包括 信用購入あっ せん業者、 個別信用購入 あっせん業者 、前払式特定取引を業として営む者、指定受託機 関、クレジットカ

第九十二条
一

二

三

資販売業者の監督に関する 事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
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四

ゴルフ場等に係る会員契約の適正 化に関する法律（平成四年法律第五十三号）の施行に関すること。

（製品安全課の所掌事務）

二

一

液化石油ガス器具等及びガス用品並びに電 気用品（一般消費者の利用に供されるものに限る。）の技術上の基準への適合 に関すること。

消費 生活用製品安全法（昭和四十八年法律第三十一号）の施行に関すること。

経済産業省の 所掌に係る製品の安全に関する事務の総 括に関すること。

製品安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。

三
家庭用品の品質表示に関すること 。

第九十三条

四
（保安課の所掌事務）

二

一

産業保安監督部及び那覇産業保安 監督事務所の職員の人事並びに教養及び訓練に関する事務の取りまとめに関すること。

産業 保安監督部及び那覇産業保安監督事務 所の所掌事務の運営に関する総合的監督 に関すること。

産業保安の確 保に関すること（電力安全課及び鉱山・火薬類監理官の所掌に属するものを除 く。）。

保安課 は、次に掲げる事務をつかさどる。

三

産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所の機構及び定員に関する事 務の取りまとめに関すること。

第九十四条

四

産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所の経費の概算の調 整及び配賦に関すること。

産業保安監督 部及び那覇産業保安監督事務所の行政財 産及び物品の管理に関する事務の取りまとめに関すること。

五
六
（電力安 全課の所掌事務）

電力設備（電気工作物及びその附 帯設備をいう。）に係る保安の確保に 関すること。

電力安全課は、次に掲げる 事務をつかさどる。

一

事業用電気工作物の設置 又は変更の工事に係る環境影響評価に関すること。

第九十五条
二

（鉱山・火薬類監理官の職務）
鉱山・火薬類監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

火薬 類の取締りに関すること。

第九十六条
一

鉱山における保安に関すること。
審議会等

二
第三節
（設置）
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第九十七条

法律の規定により置かれる 審議会等のほか、本省に、次の審議会 等を置く。

輸出入取引審議会
国立研究開発法人審議会
化学物質審議会
（輸出入 取引審議会）

輸出入取引審議会は、輸出 入取引法第三十七条の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

前項に定め るもののほか 、輸出入取 引審議会に関し必要な事項については、輸出入取引審議会令（昭和二十八年政令第二百五十号） の定める

第九十八条
２
ところによる。
（国立研究開発法人審議会）

国立研 究開発法人審 議会は、独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）の規定に基づきその権限 に属させられた事項を処理す

前項に定 めるもののほ か、国立研究 開発法人審議会に 関し必要な事項については、経済産業省 国立研究開発法人審議会令（平成二十 七年政令

る。

第九十九条
２
第百九十六号）の定めるところによる。
（化学物質審議会）

化学物質審 議会は、化学 物質の審査及び製造等の規制に関する法律（ 昭和四十八年法律第百十七号）第五十 六条及び特定化学物質の環境

施設等機関

前項に定め るもののほか 、化学物質 審議会に関し必要 な事項については、化学物質審議会令（昭和四十九年政令第百一号）の定める ところに

処理する。

への排出 量の把握等及 び管理の改善 の促進に関 する法律（ 平成十一年法 律第八十六号 ）第十八条の規定に基づきその権限に属させられた事項を

第百条

２
よる。
第四節
（経済産業研修所 ）
２

経済産業研修所の位置及び内部組織は、経済産業省令で定める。

経済産業研修所は、経済産業省の所 掌事務に関する研修（鉱山における保 安に関する技術及び実務の教授を含む。）を行う事務をつかさどる。

本省に、経済産業研修所を置く。

３

経済産業研修所は、経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に規定する政令で定める文教研修施設と する。

第百一条

４
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第五 節
第一款

地方支分部局
経済産業局

（経済産業局の名称、位置及び管轄区域）
管轄区域
宮城県

秋田県

経済産業局の名称、位置及び管轄区域は、次の とおりとする。
北海道
岩 手県
埼玉県

三重県

第百二条

青森県
群馬県
愛知県

兵庫県

位置

北海道経済産業局 札幌市

名称
仙台市
栃木県
岐阜県
大阪府

山口県

福島県

さいたま市 茨 城県
石川県
京都府

広島県

山形県

東北経済産業局
富山県
滋賀県
岡山県

高知県

神奈川県

関東経済産業局
名古屋市
福井県
島根県
愛媛県

新潟県

山梨県

長野県

静岡県

石炭 の生産その 他石炭鉱業に 関する事務については、第一項の規定にかか わらず、福島県は、関東経済産業局の 管轄区域とする。ただし、鉱

通商に関する事務については、前項の規定にかかわらず、関門港は、九州経済産業局の管轄区域とする。

大分県

東京都

中部経済産業局
大阪市
鳥取県
香川県

熊本県

千葉県

近畿経済産業局
広島市
徳島県

長崎県

和歌山県

中国経済産業 局
高松市
佐賀県

奈良県

四国 経済産業局
福岡県

鹿児島県

福岡市

宮崎県

九州経済産業局
２
３

業権の設 定、変更（試 掘権の存続期 間の延長を 含む。）及 び消滅並びに 鉱業権並びに これを目的とする租鉱権及び抵当権に関する登録について
は、この限りでない。

鉱業の区域 が二以上の経 済産業局（ 沖縄総合事務局を 含む。以下この項において同じ。）の区域にわたるとき、又は経済産業局の管 轄区域の

電気に関する事 務について特に必要があるときは、経済産業省令で第一項に定める管轄区域と 異なる管轄区域を定めることができる。

４
５

経済産 業大臣は、必要があるときは、第一項に定める管轄区域を、臨時に変更することができる。

境界が明確でないため鉱業の 管轄について疑いを生じたときは、経済産業大臣が管轄経済産業局を指定する。
６

経済産業局に、次の四部を置 く。

（経済産 業局の内部組織）
第百三条
総務企画部
地域経済部
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産業部
前項の部のほか、近畿経済産業局に通商部を、九州経済産業局に国際部を置く。

資源エネルギー環境部
２
前二項に定めるもののほか、経済産業局の内部組織は 、経済産業省令で定める。
産業保安監督部等

３
第二款

産業保安監督 部の名称は 、次の表の各号の第二欄に掲げるとおりとし、その位置は、当該各号の第三欄に掲げる経済産業 局と同じ

（産業保安監督部の名称、位置及び管轄区域）
第百三条の二

位置 とし、その管 轄区域は、 同欄に掲げる 経済産業局（ 第二号から 第四号まで にあっては、同欄及び第四欄に掲げる経済産業局）の管轄区域と

四

三

二

一

九州産業保安監督部

中国四国産業保安監督部

中部近畿産業保安監督部

関東東北 産業保安監督部

北海道産業保安監督部

九州経済産業局

中国経 済産業局

中部経済産業局

関東経済産業局

北海道経済産業局

四国経済産業局

近畿経済産業局

東北経済産業局

同一の区域とする。

五

第百 二条第四項 の規定により 経済産業大臣が管轄経済産業局を指定した鉱 業については、次の表の各号の中欄に 掲げる管轄経済産業局の区分

一

中部経済産業局及び近畿経済産業局

東北経済産業局及び関東経済産業局

中国四国産業保安監督部

中部近畿産業保安監督部

関東東北産業保安監督部

２

二

中国経済産業局及び四国経済 産業局

に応じ、 当該各号の下欄に掲げる産業保安監督部の管轄とする。

三

当該経済産業局 と管轄区域が同一である産業保安監督 部

電気に 関する事務について特に必要があるときは、経済産業省令で第一項に定める管轄区域と異なる管轄区域を定めることができる 。

前三号に掲げる経済 産業局以外の経済産業局

３

経済産業大臣は、必要があるときは、第一項に定める管轄区域を、臨時に変更する ことができる。

四
４

（那覇産業保安監督事務所の位置及び管轄区域）
那覇産業保安監督事務所は、那覇市に置き、その管轄 区域は、沖縄県とする。

第百二条第四項の規定により経済産業大臣が沖縄総合事務局を指定した鉱業については、那覇産業保安 監督事務所の管轄とする。

第百三条の三
２
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第二章
第一節

外局
資源エネルギー庁
特別な職

長官官房及び部の設置等

内 部部局

資源エネルギー庁に、次長一人を置く 。

第一款
（次長）
第百四条
第二款
第一目
資源エネ ルギー庁に、長官官房及び次の三部を置く。

（長官官房及び部の設置）
第百五条
省エネルギー・新 エネルギー部
資源・燃料部
電力・ガス事業部
（長官官房の所掌事務）

七

六

五

四

三

二

一

資源 エネルギー庁の所掌事務に関する総合 調整に関すること。

資源エネルギ ー庁の保有する個人情報の保護に関すること。

資源エネルギー庁の保有する情報の公開に関すること。

法令案その他の公文書類 の審査に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び 保存に関すること。

長官の官印及び庁印の保管に関すること。

資源 エネルギー庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

機密に関する こと。

長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

八

資源エネルギー庁の行政の考査に関すること。

第百六条

九

広報に関すること。
資源エネルギー庁の機構及び定員に関すること。

十
十一
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十八

十七

十六

十五

十四

十三

十二

鉱物資源及びエネルギーに係る 通商経済上の国際協力に関すること。

鉱物資源及びエネルギーに関する総合的 な政策に関すること。

資 源エネルギー庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

エネルギー 対策特別会計に属する国有財産の管理及 び処分並びに物品の管理に関すること 。

資源エネルギー庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品 の管理に関すること。

エネルギー対策特別会計の経理に関すること。

資源エネルギー庁の所掌に係る 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

資源エネ ルギー庁の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関す ること。

通商政策上 の関税に関 する事務その 他の関税に関 する事務の うち資源エ ネルギー庁の所掌に係るものに関する事務の総括に関すること。

二十一

物資の流通（輸送、保管及び保険を含 む。）の効率化及び適正化に関する資源 エネルギー庁の所掌に係る事務の総括に関すること。

十九

二十二

資源エネルギー庁の所掌事務 に係る一般消費者の利益の保護に関する事務の総括に関すること。

資源エネルギー庁の所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関する事務の総括に関すること。

二十三

資源エネルギー庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に 関すること。

二十

二十四

総合資源エネルギー調査会の庶務に関すること。

前各号に 掲げるもののほか、資源エネルギー庁の 所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

二十五
二十六

（省エネ ルギー・新エネルギー部の所掌事務）
省エネルギー及び新エネルギーに 関する政策に関すること。

省エネルギー・新エネルギー 部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一

調達価格等算定委員会の 庶務に関すること。

第百七条
二

資源・燃料部は、次に掲げる事務をつかさどる。

（資源・燃料部の所掌事務）
第百八条

石油、 可燃性天然ガ ス、石炭、亜 炭その他 の鉱物及びこ れに類するも の並びにこれ らの製品の安定的かつ効率的な供給の 確保に関すること
石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること。

一
二

鉱害の賠償に関すること。

（電力・ガス事業部の所掌に属するものを除く。）。
三
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鉱物及び その製品並び にこれらに 類するもの並 びに非鉄金属 の輸出、輸 入、生産、流通及び消費（農林畜水産業 専用物品の流通及び消費を
資源・燃料部の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する こと。

四
五
独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構の組織 及び運営一般に関すること。

除く。）の増進、改善及び調整に関 すること（製造産業局及び電力・ガス事 業部の所掌に属するものを除く。）。
六
（電力・ ガス事業部の所掌事務）

五

四

三

二

一

核原料物質及び核燃料物質の安定 的かつ効率的な供給の確保に関すること。

エネ ルギーとしての利用に関する原子力の 技術開発に関すること。

エネルギーに 関する原子力政策に関すること。

電源開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

電気の適正な計量の実施 の確保に関すること（電気の取引に関 するものに限る。）。

電気、ガス及び熱の安定的かつ効 率的な供給の確保に関すること（電力 ・ガス取引監視等委員会の所掌に属する ものを除く。）。

電力・ガス事業部は、次に掲 げる事務をつかさどる。

六

核原料物質及び核燃料物質の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、 改善及び調整に関すること。

第百九条

七

電力・ガス事業部の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関 すること。
課の設置等

八
第二目
長官官房に、次の二課を置く 。

（長官官 房に置く課）
第百十条
総務課
国際課
（総務課の所掌事務）

二

一

長官の官印及び庁印の保管に関すること。

資源エネルギー庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

機密 に関すること。

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

三

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

第百十一条

四
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六

五
資源エネルギー庁の保有する情報の公開に関すること。

法令案その他の公文書類の審査及 び進達に関すること。

資源エネルギー庁の機構及び定 員に関すること。

資源エネルギー庁の保有する個人情報の保護に関すること。

十一

資源エネルギー庁の所 掌に係る経費及び収入の予算、決算及 び会計並びに会計の監査に関すること。

七

十二
エネルギー対策特別会計の経理に関すること。

資源エネルギ ー庁の所掌事務に関する総合調整に関す ること。

十三

資源エネル ギー庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

八

十四

エ ネルギー対策特別会計に属する国有財 産の管理及び処分並びに物品の管理に関 すること。

資源 エネルギー庁の行政の考査に関すること。

十五

資源エネルギー庁の職員の衛生 、医療その他の福利厚生に関すること。

九

十六

鉱物資源及びエネルギーに関する総合的な政策に関すること。

広報に関すること。

十七

資源エネルギー庁の所掌に係る産業公害の防止対策の促進に 関する事務の総括に関すること。

十

十八

資源エネル ギー庁の所掌事務に係る資源の有効な利 用の確保に関する事務の総括に関すること。
資源エネルギー庁の所掌事務に係る一 般消費者の利益の保護に関する事務の総括に関すること。

十九
二十一

総合資源エネルギー調査会の 庶務に関すること。

物 資の流通（輸送、保管及び保険を含む。）の効率化及び適正化に関する資源エネルギー庁の所掌に係る事務の総括に関するこ と。

二十二

前各号に掲げるもの のほか、資源エネルギー庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

二十

二十三
（国際課の所掌事務）
一

通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち資源エネルギー庁の所掌に係るものに関する事務の総括に関すること。

鉱物 資源及びエネルギーに係る通商経済上 の国際協力に関すること。

国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。

二

資源エネルギー庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関す ること。

第百十二条

三

（省エネルギー・新エネルギー部に置く課）
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第百十三条
政策課

省エネルギー・新エネルギ ー部に、次の四課を置く。

新エネルギーシステム課
省エネルギー課
新エネルギー課
政策課は、省エネルギー及び新エネルギーに関する基本的な政策に関する事務をつかさどる。

（政策課の所掌事務）
第百十四条

新エネ ルギーシス テム課は、省エネルギー及び新エネルギーに係 る技術を有効に組み合わせて一体的に活用する新たなエネルギーの

（新エネルギーシステム課の 所掌事務）
第百十五条

供給及び利用に係 るシステムに関する政策に関する事務をつかさどる。
省エネルギー課は、省エネ ルギーに関する政策に関する事務をつ かさどる。

（省エネ ルギー課の所掌事務）
第百十六条
（新エネルギー課の所掌事務）
新エネルギー に関する政策に関すること。

新エネルギー課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一

調達 価格等算定委員会の庶務に関すること。

第百十七条
二

資源・燃料部に、次の六課を置く。

（資源・燃料部に置く課）
第百十八条
政策課
石油・天然ガス課
石油精製備蓄課
石油流通課
石炭課
鉱物資源課
（政策課の所掌事務）
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第百十九条

政策課は、次に掲げる事務 をつかさどる。

石油、可燃性 天然ガス、 石炭、亜炭 その他の鉱物 及びこれに類 するもの 並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関する基本

四

三

二

鉱害の賠償に関すること（石炭課 の所掌に属するものを除く。）。

石油及び石油製品に係る事業の資金に関す ること。

石油 及び石油製品の価格に関すること。

石油及び石油 製品に関する基本的な政策に関すること 。

一

五

独立行政法人石油天然ガ ス・金属鉱物資源機構の組織及び運営 一般に関すること。

的な政策の企画及び立案並 びに推進に関すること。

六
（石油・天然ガス課の所掌事務）
一
石油の埋蔵量の調査に関すること 。

石油 の開発に関すること。

石油・天然ガス課は、次に掲げる事務をつかさどる。

二
石油の輸出、輸入及び生産に関すること。

第百二十条

三

可燃性天然ガス及び可燃性天然ガス製品の安定的かつ効率的な 供給の確保に関すること。

第百八条第四 号及び第五号に掲げる事務であって、可 燃性天然ガス及び可燃性天然ガス製品に関するものに関すること。

四
五
（石油精 製備蓄課の所掌事務）

三

二

一

石油及び石油 製品の需給の調整に関すること（石油流通課の所掌に属するものを除く。）。

石油及び石油製品の備蓄に関すること（石油流通課の所掌に属するものを除く。）。

石油製品（液化石油ガス を除く。次号及び第四号において同じ。）の輸出及び輸入に関すること。

石油製品の生産に関すること。

石油精製備蓄課は、次に 掲げる事務をつかさどる。

四

揮発油 等の品質の確 保等に関する 法律（昭和五十一年法律第八 十八号）の施行に関すること（石油製品の生産及び輸入に関することに限る。

第百二十一条

五
）。

石油流通課は、次に掲げる事務をつかさどる。

（石油流通課の事務）
第百二十二条
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石油及び 石油製品の流 通に関する こと（石油の 備蓄の確保等 に関する法 律（昭和五十年法律第九十六号）第二条 第七項の特定石油販売業者

四

三

二

液化石油ガスの需給の調整及び取引の適正 化に関すること。

液化 石油ガスの備蓄に関すること。

液化石油ガス の輸出及び輸入に関すること。

石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること。

一

五

揮発油等の品質の確保等に関する 法律の施行に関すること（石油精製備 蓄課の所掌に属するものを除く。）。

以外の同条第六項の石油販売業者に 係る石油及び石油製品の備蓄及び需給の 調整に関することを含む。）。

六
（石炭課の所掌事務）

二

一
石炭及び亜炭の埋蔵量の調査に関 すること。

石炭 及び亜炭の開発に関すること。

石炭及び亜炭 並びにこれらの製品に関する基本的な政策に関すること。

石炭 課は、次に掲げる事務をつかさどる。

三

第百八条第四号及び第五号に掲げる事務であって、石炭及び亜炭並びに これらの製品に関するものに関すること。

第百二十三条

四

石炭鉱業及び亜炭鉱業に係る鉱害に関すること。
水洗炭業によ る被害の防止に関すること。

五
六
（鉱物資 源課の事務）

鉱物資源課は、次に掲げ る事務をつかさどる。

第百 八条第四 号及び第五号 に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること（製造産業局の所掌に属するものを除く。）。

ものを除く。）。

鉱物及びこ れに類するも の並びに これらの製品 の安定的かつ 効率的な供 給の確保に関すること（電力・ガス事業 部及び他課の所掌に属する

第百二十四条
一
二

鉱物（石油、可 燃性天然ガス、石炭、亜炭及び核原料物質を除く。）及びこれに類するもの
重要土石
非金属鉱物製品（石油製品、可燃性天然ガス 製品、石炭製品及び亜炭製品を除く。 ）
非鉄金属（軽金属、ニッケル、コバ ルト、チタニウム及び希有金属を除く。）
（電力・ガス事業部に置く課）
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第百二十五条
政策課

電力・ガス事業部に、次 の五課を置く。

電力基盤整備課
原子力政策課
原子力立地・核燃料サイクル産業課
放射性 廃棄物対策課
（政策課の所掌事務）

三

二

一

ガス及びガス事業に関すること（ 電力・ガス取引監視等委員会の所掌に属するものを除く。）。

電気 の適正な計量の実施の確保に関するこ と（電気の取引に関するものに限る。） 。

電気及び電気 事業に関すること（電力・ガス取引監視等委員会及び電力基盤整備課の所掌に 属するものを除く。）。

電気、ガス及び熱の安定的かつ効率的な供給の確保に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進 に関すること。

政策課は、次 に掲げる事務をつかさどる。

四

熱及び熱供給事業に関すること（電力・ガス取引監視等委員会の所掌に 属するものを除く。）。

第百二十六条

五
（電力基盤整備課の所掌事務）

電源 開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

電力基盤整備課は、次に掲げる事務をつか さどる。

一

発電水 力の調査及び 調整並びに電 源の開発そ の他電気に関 する施設の建 設の推進に関すること（原子力立地・核燃料サイ クル産業課の所掌

第百二十七条
二
三

電気の需給の調整に関すること。

電気の供給計画に関する こと。

に属するものを除く。）。
四

（原子力政策課の 所掌事務）
エネルギーに関する原子力政策に関すること。

原子力政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一

エネルギーと しての利用 に関する原 子力の技術開 発に関するこ と（原子 力立地・核燃料サイクル産業課及び放射性廃棄物対策課の所掌に属

第百二十八条
二

するものを除く。）。
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三

国立研究開発法人日本原子力研究 開発機構の行う業務のうち核燃料サイクルを技術的に確立するために必要な業務に関すること。

（原子力立地・核燃料サイクル産業課の所掌事務）

二

一

エネルギーとしての利用に関する核原料物 質及び核燃料物質に係る技術開発に関すること。

第百 九条第七号及び第八号に掲げる事務であって、核原料物質及び核燃料物質に関するものに関すること。

核原料物質及 び核燃料物質の安定的かつ効率的な供給 の確保に関すること。

原子力立地・核燃料サイクル産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

三
原子力発電施設の建設の推進に関 すること。

第百二十九条

四
（放射性廃棄物対策課の所掌 事務）
放射性 廃棄物対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

エネルギーと しての利用に関する放射性廃棄物に係る技術開発に関すること。

第百三十条
一

経済 産業省の所掌に係る原子力に係る廃棄 の事業の発達、改善及び調整に関するこ と。
削除

二

特別な職

特許庁

第百三十一条から第百三十三条まで
第二節
第一款
（特許技監）
特許庁に、特許技監一人を置く。

特許技監は、命を受けて、工業所有 権に関する審査及び審判に関する事務のうち技術に関する重要事項を総括整理する。

第百三十四 条
２
内部部局

特許 庁に、次の七部を置く。

第 二款
（部の設置）
第百三十五条
総務部
審査業務部
審査第一部
審査第二部
審査第三部
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審査第四部
審判部
（総務部の所掌事務）

三

二

一

公文書類の接受、発送、 編集及び保存に関すること。

長官の官印及び庁印に関すること 。

特許庁の職員の任免、給与、懲戒、服務そ の他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

機密 に関すること。

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

四
法令案その他の公文書類の審査に関すること。

第百三十六条

五
特許庁の保有 する情報の公開に関すること。

特許庁の機 構及び定員に関すること。

六

十一
特 許特別会計の経理に関すること。

特許 庁の保有する個人情報の保護に関する こと。

十二

特許特別会計に属する行政財産及び物品 の管理に関すること。

七

十三

特許庁の職員の衛生、医療その 他の福利厚生に関すること。

特許庁の所掌事務に関する総合調 整に関すること。

十四

工業所有権に関する情 報システムの整備及び管理に関すること。

八

十五

工業所有権に関する指導に関すること。

特許庁の行政の考査に関すること。

十六

工業所有権 に関する調査及び統計に関すること。

九

十七

工 業所有権に関する公報その他の資料の 収集、編集及び刊行に関すること。

広報に関すること。

十八

工業所有権に関する分類に関すること。

十

十九

工業所有権に関する民間における技術の開発に係る環境の整備に関す ること。
弁理士に関すること。

二十
二十一
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二十四

二十三

二十二

前各号に掲げるもののほか、特許庁の所掌事務で他の所掌 に属しないものに関すること。

国立国会図書館支部特許庁図書館に関すること。

特許庁の所掌事務に係る国際 協力に関すること。

審査業務部は、次に掲げる事務を つかさどる。

（審査業務部の所 掌事務）
第百三十七 条

工業所 有権に関する出 願書類（実 用新案技術 評価に関する 書類及び工業 所有権に関する手続等の特例に関する法律（平成 二年法律第三十号

工業所有権の登録に関すること。

一

） の規定により 出願書類又 は実用新案 技術評価に関 する書類とみ なされるも のを含む。） の方式審査そ の他出願に 関すること （総務部の所掌
二
商標の審査に 関すること。

に属するものを除く。）。
三
審査第一部は、次に掲げ る事務をつかさどる。

（審査第 一部の所掌事務）
第百三十八条

農林畜水産物 の採取及び 加工、建設 、原子力、測 定、事務用品 並びに日 用品に関する発明の審査（特許協力条約に基づく国際出願等に関す

発明 の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務で他部の所掌に属しないものに関すること。

一

る法律（昭和五十三年法律第三十号）の規定に基づく国際調査及び国際予備審査を含む。次号及び次条から第百四十一条までにおいて同じ。
二
意匠の審査に関すること。

）並びに実用新案 技術評価書の作成に関すること。
三

審 査第二部は 、機械に関す る発明 の審査及び実用新案技術評価書の作成 に関する事務（他部の所掌に属するもの を除く。）をつか

（審査第二部の所掌事務）
第百三十九条
さどる。

審査第三部は、化学に関する発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に 関する事務をつかさどる。

（審査第三部の所 掌事務）
第百四十条

審査第四部は、電気及び通信に関する発明の審査及び 実用新案技術評価書の作成に関する事務をつかさどる。

（審査第四部の所掌事務）
第百四十一条

（審判部の所掌事務）
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第百四十二条

審判部は、工業所有権に 関する審判並びに特許異議及び登録異 議に関する事務をつかさどる。

（特許庁の課等の数）

次の 各号に掲 げる部に置く 課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ当該

二

一
審査第一部

審査業務部

総務 部
二

三

七

三
審判部

次の 各号に掲げ る部に置く 課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一 条第五項に規定する政令の定める数は、それぞれ当該各号に定める

一

四

各号に定めるとお りとする。

第百四十三条

２

二

一
審査第二部

審査第一部

審査 業務部
七人

八人

四人

とおりとする。

三
七人
七人

審査第三部
審査第四部

四
五
審判 部
審 議会等

百二十九人

六
第三款
（工業所有権審議会）

特許庁に、工 業所有権審議会を置く。

前項に定 めるもののほ か、工業所有 権審議会に関し必 要な事項については、工業所有権審議会 令（平成十二年政令第二百九十四号）の定める

号）の規 定に基づきその権限に属させられた事 項を処理する。

び意匠法 （昭和三十 四年法律第百 二十五号）第 三十三条第 七項の規定に おいて準用す る場合を含 む。）及び弁理士法（平成十二年法律 第四十九

工業 所有権審議 会は、特許 法（昭和三十四年法律第百二十一号）第八十五 条第一項（同法、実用新案法（昭和三十四年法律第百二十三号）及

第百四十四条
２

３

削除

ところによる。
第百四十五条
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第三 節

中小企業庁
特別な職

長官官房及び部の設置等

内部部局

中小企業庁に、次長一人を置く。

第一款
（次長）
第百四十六条
第二款
第一目
中小企業庁に 、長官官房及び次の二部を置く。

（長官官房及び部の設置）
第百四十七条
事業環境部
経営支援部
長官官房は、次に掲げる 事務をつかさどる。

（長官官 房の所掌事務）
第百四十八条

四

三

公文書類の審査に関すること（事業環境部 の所掌に属するものを除く。）。

公文 書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

長官の官印及 び庁印の保管に関すること。

機密に関すること。

五

中小企業庁の保有する情報の公開 に関すること。

一

六

中小企業庁の保有する個 人情報の保護に関すること。

中小企業庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並び に教養及び訓練に関すること。

七

中小企業庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二

八

中小企業庁の 行政の考査に関すること。
中小企業庁の機構及び定員に関すること。

九
十一

中小企業庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会 計の監査に関すること。

広報 に関すること。

十二

中小企業庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

十

十三
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十五

十四

中小企業の 経営に関す る相談及び 中小企業に関 する行政に関 する苦情 若しくは意見の申出又は照会につき、必要な処理をし、又はそのあ

中小企業庁の職員の衛生、医療 その他の福利厚生に関すること。

信 用保証協会 法（昭和二十 八年法律第百 九十六号） の施行に関 する事務のう ち検査に関す る事務であって、経済産業省の所掌に係るもの

っせんをすること。
十六

株式 会社日本政策金 融公庫法（ 平成十九年 法律第五十七 号）の施行に 関する事務のうち検査に関する事務であって、経 済産業省の所掌に

に関すること。
十七

株式会社商 工組合中央 金庫法（平成 十九年法律第 七十四号） の施行に関 する事務のうち検査に関する事務であって、経済産業省の所掌に

係るものに関すること。
十八
十九

前 各号に掲げるもののほか、中小企業庁 の所掌事務で他の所掌に属しないものに 関すること。

独立行政法 人中小企業基盤整備機構の組織及び運営一般に関すること。

係るものに関すること。
二十

事業環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。

（事業環境部の所掌事務）
第百四十九条

七

六

五

四

三

二

中小企業の経 営の安定に関すること（経営支援部の所掌に属するものを除く。）。

下請関係にある中小企業の経営の向上に関すること。

中小企業の事業活動の機 会の確保に関すること。

中小企業に係る取引の適正化に関 すること。

中小企業に関する基本問題及びその他の中 小企業に関係がある経済問題に関する調査及び研究に関すること。

中小 企業の育成及び発展並びにその経営の向上に必要な事項についての総合的な情報の収集、分析及び提供に関すること。

法令案及び例 規案の審査及び進達に関すること。

中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及 び立案に関すること。

八

中小 企業に対する円滑な資金の供給に関す ること（長官官房及び経営支援部の所掌 に属するものを除く。）。

一

九

中小企業庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。

中小企業等 経営強化法 （平成十一 年法律第十八 号）の施行に 関するこ と（同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画（中小企業者に

十
十一

係るものに限る。）、同法第二十条第一項に規定する事業再編投資計画、同法第五十条第一項に規定する事業継続力強化計画及び同法第五十
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中小企業政策審議会の庶務に関すること。

二条第一項に 規定する連携 事業継続 力強化計画並び に同法第三十 九条第一項 に規定する 事業分野別経 営力向上推進 業務に関 することに限る。
）。
十二
（経営支援部の所 掌事務）

三

二

一

中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること。

中小企業の経営に関する 診断、助言及び研修に関すること。

中小企業の新たな事業の創出に関 すること。

中小企業の経営方法の改善、技術の向上そ の他の経営の向上に関すること（事業環境部の所掌に属するものを除く。）。

経営支援部は、次に掲げる事務をつ かさどる。

四

小規模企業共 済法（昭和四十年法律第百二号）の施行に関すること。

第百五十条

五

中小 企業等経営強化法の施行に関すること （事業環境部の所掌に属するものを除く 。）。
課の設置等

六
第二目
長官官房に、総務課を置く。

（長官官房に置く課）
第百五十一条

総務課は、第百四十八条各号に掲 げる事務をつかさどる。

（総務課の所掌事 務）
第百五十二 条

事業環境部に、次の四課を置く。

（事業環境部に置く課）
第百五十三条
企画課
金融課
財務課
取引課
（企画課の所掌事務）
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及 び立案に関すること。

第百五十四条
一
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四

三

二

中 小企業に関 する基本問 題及びその他 の中小企業に 関係がある 経済問題に関 する調査及び研究に関す ること（金融課及び財務課の所掌に属

中小企業の育成及び発展並びにその経営の向上に必要な事項についての 総合的な情報の収集、分析及び提供に関すること。

法令案及び例規案の審査及び進達 に関すること。

五
中小企業庁の所掌事務に係る国際協力に関 すること。

中小 企業の経営の安定に関すること（経営支援部及び財務課の所掌に属するものを除く。）。

するものを除く。 ）。
六

中小企業等 経営強化法の 施行に関 すること（同 法第十七条第 一項に規定 する経営力向上計画（中小企業者に係る ものに限り、財務課の所掌

中小企業政策 審議会の庶務に関すること。

並びに同法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推 進業務に関することに限る。）。

に属するものを除く。）、同法第五十条第一項に規定する事業継続力強化計画及び同法第五十二条第一項に規定する連携事業継続力強化計画

七

八
（金融課 の所掌事務）

中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること（長官官房及び経営支 援部並びに財務課の所掌に属するものを除く。）。

金融課は、次に掲げる事 務をつかさどる。

一

中小企業信用保険に関する事務の総括に関すること。

第百五十五条
二
（財務課の所掌事 務）
一

中小企業に関する税制に関する調 整に関すること。

中小企業の自己資本の充実の促進に関する こと。

財務課は、次に掲げる事務をつか さどる。

二

中小企業における経営の 承継の円滑化に関すること。

第百五十六 条

三

中小 企業等経 営強化法の施 行に関するこ と（同法第十 七条第一 項に規定する 経営力向上計画（中小企業者の行う同法第二条第十一項に規定
中小 企業投資育成株式会社の組織及び運営 一般に関すること。

する事業承継等に 係るものに限る。）及び同法第二十条 第一項に規定する事業再編投資計画に関することに限る。）。

四
五

（取引課の所掌事務）
取引課は、次に掲げる事務をつかさどる。

中小企業に係る取引の適正化に関すること。

第百五十七条
一
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三

二
下請関係にある中小企業の経営の向上に関すること。

中小企業の事業活動の機会の確保 に関すること。

経営支援部に、次の五課を置く。

（経営支援部に置く課）
第百五十八条
経営支援課
小規模 企業振興課
創業・新事業促進課
技術・経営革新課
商業課
（経営支援課の所 掌事務）
経営支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。

中小企業の交 流又は連携及び中小企業による組織に関 すること（他課の所掌に属するものを除く。）。

中小企業の経営に関する診断、助言及び研修に関すること。

ものを除く。）。

中小企業 の経営方法の 改善その他 の経営の向 上に関すること （事業環境 部並びに創業・新事業促進課及び技術・経営革新課の所掌に属する

第百五十九条
一
二
三
（小規模 企業振興課の所掌事務）
一

小規模企業共済法の施行 に関すること。

小規模企業の振興に関する基本的 な政策の企画及び立案並びに推進に関 すること。

小規模企業振興課は、次に 掲げる事務をつかさどる。

二

商工会及び全国商工会連合会の組織及び運営一般に関すること。

第百六十条

三

（創業・新事業促 進課の所掌事務）
一

中小企業の新たな事業活動を通じた経営の向上に関すること（事業環境 部及び技術・経営革新課の所掌に属するものを除く。）。

中小企業の新たな事業の創出に関すること。

創業・新事業促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

二

中小企業の海外における事業の展開の促進に関すること。

第百六十一条

三
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五

四

中小企業等経営強化法の施行に関すること（事業環境部並びに経営支援 課及び技術・経営革新課の所掌に属するものを除く。）。

中小企業の新たな事業活動の促進 に係る中小企業の交流又は連携に関すること。

（技術・経営革新課の所掌事務）
一
中小企業の新技術を利用した事業活動の促 進に関すること。

中小 企業の技術の向上に関すること。

技術・経営革新課は、次に掲げる事務をつ かさどる。

二

中小企業等 経営強化法の 施行に関 すること（同 法第十四条第 一項に規定 する経営革新計画及び同法第四十三条第 一項に規定する情報処理支

第百六十二条

三
援業務に関することに限る。）。
（商業課の所掌事務）
一

商店街振興組合法（昭和三十七年 法律第百四十一号）の施行に関すること。

中小 小売商業及び中小サービス業並びに中 小卸売業の育成及び発展に関すること。

商業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

二

中小小売商業振興法（昭和四十八年法律第百一号）の施行に関すること 。

第百六十三 条

三

中心市街地の活性化に関する法律の施行に関すること（中小小 売商業高度化事業に関することに限る 。）。

則

流通 業務の総合 化及び効率化 の促進に関する法律の施行に関すること（中小企業者が実施する流通業務総合効率 化事業に関することに限る。

四
五
）。
附

この政令は、内閣法 の一部を改正する法律（平成十一年法律 第八十八号）の施行の日（平成十三年 一月六日）から施行する。

（施行期日）
第一条

経 済産業政 策局は、第四 条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則 第九条第一項に規定する株式

（経済産業政策局の所掌事務の特例）
第二条

に関して 行う処分その他の事務の調整に関する 事務をつかさどる。

製造産業 局は、第八 条各号に掲 げる事務 のほか、当分の間、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律（平成十

（製造産業局の所掌事務の特例）
第三条

四年法 律第百四十 六号）附則 第八条第一項 の規 定によりなお従前の例によるものとされ た保険関係に係る同法第一条（第二号 に係る部分に限る。
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削除

）の規定によ る廃止前の機 械類信用保 険法（昭和三 十六年法律第 百五十六号 ）第十一条に規定する機械類信用保険に 関する事務をつかさどる。
第四条及び第五条

経済産業政 策局産業創造 課は、第二十六条各号に掲げる事務のほか、 別に政令で定める日までの間、株式会 社地域経済活性化支援機構の

（経済産業政策局産業創造課の所掌事務の特例）
第六条
組織及び 運営一般に関する事務をつかさどる。

経済産 業政策局産業 資金課は、 第二十七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第九 条第一項

（経済産業政策局産業資金課の所掌事務の特例 ）
第七条

に規定する株式に関して行う 処分その他の事務の調整に関する事務 をつかさどる。

貿 易経済協 力局総務課は 、第四十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人国際協力機構の行 う独立行政法人国際協力機構

（貿易経済協力局総務課の所掌事務の特例）
第八条

法（平成十 四年法律第百 三十六号）附 則第三条 第一項第一号 から第三号ま でに掲げる業 務（鉱工業の開発に係るものに限る。 ）に関する事務を
つかさどる。

事務

産業技術環 境局技術 振興・大学連 携推進課は、第五十八条各号に掲げる事務の ほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表下欄に掲

（産業技術環境局技術振興・大学連携推進課の所掌事務の特例）
第九条
げる事務をつかさ どる。
期間

国 立 研 究 開 発 法 人 新 エ ネ ル ギ 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行う国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開
ー ・ 産 業 技 術 総 合 開 発 機 構 法 発機構法附 則第九条第一項に規定する業務に関する こと。
（平成十四年法律第百四十五
号）附則第九条第一項に規定
する政令で定める日までの間

国 立 研 究 開 発 法 人 新 エ ネ ル ギ 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行う国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開
ー ・ 産 業 技 術 総 合 開 発 機 構 法 発機構法附則第九条第二項及び第三項に規定する業 務に関すること。
附則第九条第二項に規定する
債権の回収が終了するまでの
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間

製造産業局産業機械課は、第七十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第三条に規定する事務をつかさどる。

（製造産業局産業機械課の所掌事務の特例）
第十条
（商務情報政策局 商取引監督課の所掌事務の特例）

商務情報政策局商取引監督課は、第九 十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。

信託業 法（平成十六年 法律第百五 十四号）附 則第三条第一 項及び第二項 の規定によりなおその効力を有することとされた 同法附則第二条の

第十一条
一

規 定による廃止 前の特定債 権等に係る 事業の規制に 関する法律（ 平成四年法 律第七十七号 。以下「旧特 定債権法」 という。） の規定に基づく

信託業法附則第三条第四項の規定による同法の施行後における旧特定債権法第六条各号に適合する旨 の確認に関すること。

書面の閲覧に関する事務に関すること。
二

信託 業法附則第 三条第五項の 規定によりな おその効力 を有すること とされた旧特 定債権法の 規定に基づく報告徴収及び確認の取消 しに関す

信託業法 附則第五条の 規定により なおその効 力を有すること とされた旧 特定債権法の規定に基づく同法第二条第四項に規定する特定債権等

ること。

三
四
譲受業を営む者の検査及び監督に関 すること。

資源エネ ルギー庁電力 ・ガス事業部政策課は、第百二十六条各号に 掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲 げる期間、それぞれ同表の下

（資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課の所掌事務の特例）
第十二条
事務

欄に掲げ る事務をつかさどる。
期間

法 」という 。）第三条の 規定による廃 止前の電源開発促進法 （昭和二十七年法律第二百八十三号。以下この条に

平 成 十 七 年 三 月 三 十 一 日 ま で 電気事業法 及びガス事 業法の一部を 改正する等の法律（平成十五年法 律第九十二号。以下この条において「改 正
の間

おい て「旧電促法 」という。） により設 立された電源開発株式会社が行う電気事業法（昭 和三十九年法律第百七

十号） 第二条第一項 第十三号に 掲げる振替供給に関すること（改正法附則第十九 条第一項の規定によりなおその

効力を有す るものとさ れる旧電促 法第二十三条第一項及び第三項、第二十九条並びに第三十五条の規定に関する
ことに限る。）。
改 正 法 附 則 第 二 十 二 条 第 五 項 改正法附則第二十二条第一項に規定する指定会社の事業に関すること。
の政令で定める日までの間
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中小企 業庁事業環 境部は、第 百四十九 条各号に掲げる事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支

（中小企業庁事業環境部の所掌事務の 特例）
第十三条
援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。

中小企業庁 事業環境部金 融課は、第百五十五条各号に掲げ る事務のほか、前条に規定する政令で 定める日までの間、株式会社東日本大

（中小企業庁事業 環境部金融課の所掌事務の特例）
第十四条
震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に 関する事務をつかさどる。
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