○
○
○
○

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案参照条文目次

○

○

○

○

印紙をもつてする歳入金納付に関する法 律︵昭和二十三年法律第百四十二号︶︵抄︶

国家行政組織法︵昭和二十三年法律第百二十号︶︵抄︶

郵便振替法︵昭和二十三年法律第六十号︶︵抄︶

郵便為替法︵昭和二十三年法 律第五十九号︶︵抄︶

証券取引法︵昭和二十三年法律第二十五号︶︵抄︶

特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律︵昭和六年法 律第八号︶︵抄︶

○

特定独立行政法人等の労働関係に関する法律︵昭和二十三年法律第二百五十七号︶︵抄︶

船員保険法︵昭和十四年法律第七十三号︶︵抄︶

○

国民生活金融公庫法︵昭和二十四年法律第四十九号︶︵抄︶

日本郵政公社法施行法︵平成十四年法律第九十八号︶による廃止前の簡易生命保険特別会計法︵昭和十九年法律第十二号︶︵抄︶

○

簡易生命保険法︵昭和二十四年法律第六十八号︶︵抄︶

郵便貯金法︵昭和二十二年法律第百四十四号︶︵抄︶

○

簡易生命保険法の一部を改正す る法律︵平成四年法律第五十四号︶による改正前の簡易生命保険法︵抄 ︶

日本郵政公 社法施行法の規定による改正前の郵便貯金法︵抄︶

○

労働組合法︵昭和二十四年法律第百七十四号︶︵抄︶

○

○

中小企業等協同組合法︵昭和二十四年法律第百八十一号︶︵抄︶

退 職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計 等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律︵昭和二十

○

公職選挙法︵昭和二十五年法律第百号︶︵抄︶

一般職の職員の給与に関する法律︵昭和二十五年法律第九十五号︶︵抄︶

五年法律第六十二号︶︵抄︶

○

○

○

1

身体障害者福祉法︵昭和二十四年法律第二百八十三号︶︵抄︶

1

○

1

郵便物運送委託法︵昭和二十四年法律第二百八十四号︶︵抄︶

1

○

9

56 56 55 55 54 30 29 26 26 26 17 12 11

57 56 56

○

○

○

○

○

財政融資資金法︵昭和二十六年法律第百号︶︵抄︶

行政書士法︵昭和二十六年法律第四号︶︵抄︶

地方税法︵昭和二十五年法律第二百二十六号︶︵抄︶

地方交付税法︵昭和二十五年法律第二百十一号︶︵抄︶

日本郵政公社法施行法による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律︵昭和二十五年法律第百七十二号︶︵抄︶

郵便貯金法等の一部を改正する法律︵平成十二年法律第九十八号︶による改正前の郵便貯金特別会計法︵昭和二十六年法律第百三

日本郵政公社法施行法による廃止前の郵便貯金特別会計法︵抄︶

○

○

簡易生命保険法の一部を改正す る法律︵昭和二十七年法律第百四十五号︶︵抄︶

号︶︵抄︶

○

郵便貯金法等の一部を改正する法律︵平成十二年法律第九十八号︶による改正前の簡易生 命保険の積立金の運用に関する法律︵昭

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法︵昭和三十三年法律第百二十九号︶︵抄︶

国家公務員共済組合法︵昭和三十三年法律第百二十八号︶︵抄︶

証人等の被害についての給付に関する法律︵昭和三十三年法律第百九号︶︵抄︶

簡易生命保険法の一部を改正す る法律︵昭和三十三年法律第十号︶︵抄︶

租税特別措置法︵昭和三十二年法律第二十六号︶︵抄︶

国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律︵昭和三十一年法 律第八十二号︶︵抄︶

簡易生 命保険法の一部を改正する法 律︵昭和三十年法律第十八号︶︵抄︶

軍事郵便貯金等特別処理法︵昭和二十九年法律第百八号︶︵抄︶

日本郵政公 社法施行法による改正前の国税収納金整理資金に関する法 律︵昭和二十九年法律第三十六号︶︵抄︶

国家公務員退職手当法︵昭和二十八年法律第百八十二号︶︵抄︶

日本郵政公社法施行法による廃止前の簡易生 命保険の積立金の運用に関する法律︵抄︶

○

○

国民年金法︵昭和三十四年法律第百四十一号︶︵抄︶

和二十七年法律第二百十号︶︵抄︶

○
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○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律︵平成二年法律第七十二号︶︵抄︶

簡易生命保険法の一部を改正す る法律︵平成二年法律第五十号︶︵抄︶

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︶︵抄︶

簡易生命保険法の一部を改正す る法律︵昭和六十一年法律第二十二号︶︵抄︶

銀行法︵昭和五十六年法律第五十九号︶︵抄︶

簡易生 命保険法の一部を改正する法 律︵昭和五十二年法律第五十九号︶︵抄︶

簡易生命保険法の一部を改正す る法律︵昭和四十 八年法律第四十一号︶︵抄︶

財政融資資金の長期運 用に対す る特別措置に関する法律︵昭和四十八年法律第七号︶︵抄︶

簡易生命保険法の一部を改正す る法律︵昭和四十七年法律第三十四号︶︵抄︶

沖縄振興開発金融公庫法︵昭和四十七年法律第三十一号︶︵抄︶

勤労者財産形成促進法︵昭和四十六年法律第九十二号︶︵抄︶

簡易生命保険法の一部を改正す る法律︵昭和四十 六年法律第八十七号︶︵抄︶

児童手当法︵昭和四十六年法律第七十三号︶︵抄︶

社会保険労務士法︵昭和四十三年法律第八十九号︶︵抄︶

所得税法︵昭和四十年法律第三十三号︶︵抄︶

行政事件訴訟法︵昭和三十七年法律第百三十九号︶︵抄︶

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法

○

○

○

保険業法︵平成七年法律第百五号︶︵抄︶

簡易生命保険法の一部を改正する法律︵平成六年法律第五十九号︶︵抄︶

簡易生命保険法の一部を改正す る法律︵平成五年法律第五十七号︶︵抄︶

簡易生命保険法の一部を改正す る法律︵平成四年法 律第五十四号︶︵抄︶

○

○

郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法 律︵平成八年法律第七十二号︶︵抄︶

律︵平成三年法律第九十四号︶︵抄︶

○

110 106 105 105 104 104 104 103 103 102 98 98 95 95 94 93

114 113 113 113 112 112
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

一般職の職員の給与に関する法 律の一部を改正す る法律︵平成十六年法律第百三十六号︶︵抄︶

地方独立行政法人法︵平成十五年法律第百十八号︶︵抄︶

独立行政法人等の保有す る個人情報の保護に関する法 律︵平成十五年法 律第五十九 号︶︵抄︶

民間事業者による信書の送達に関する法律︵平成十四年法律第九十九号︶︵抄︶

日本郵政公社法施行法︵抄︶

日本郵政公社法︵平成十四年法 律第九十七号︶︵抄︶

都市再生特別措置法︵平成十四年法律第二十二号︶︵抄︶

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律︵ 平成十三年法律第 百四十号︶︵抄︶

確定拠出年金法︵平成十三年法律第八十八号︶︵抄︶

日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律︵平成十二年法律第六十九号︶︵抄︶

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律︵平成十一年法律第百三十六号︶︵抄︶

国家公務員倫理法︵平成十一年法律第百二十九号︶︵抄︶

独立行政法人通則法︵平成十一年法律第百三号︶︵抄︶

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︶︵抄︶

民事訴訟法︵平成八年法律第百九号︶

律第百六十五号︶︵抄︶

公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律︵平成十七年法律

号︶︵抄︶

日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律︵平成十六年法

○
○

○

134 134 133 132 130 126 125 125 120 119 119 117 116 116 115

135 134

○

特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律︵昭和六年法律第八号︶︵抄︶

船員保険法︵昭和十四年法律第七十三号︶︵抄︶

各特別会計ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ当該会計ニ於テ俸給又ハ給料ヲ 支弁シタル公務員若ハ之ニ準ズベキ者又ハ其ノ遺族ノ恩給︵外国人恩
給ヲ含 ム︶支払ニ充ツベキ金額ヲ一般会計ニ繰入ルルコトヲ得恩給法第十七 条ノ規定ニ 依リ国庫ノ分担スル金額ニ付亦同ジ

○

日本郵政公 社法施行法︵平成十四年法律第九十八号︶による廃止前の簡易生命保険特別会計法︵昭和十九年法 律第十二号︶︵抄︶

第十七条 船員法︵昭和二十二年法律第百号︶第一条ニ規定スル船員︵以下船員ト称ス︶トシテ船舶所有者ニ使用セラルル者ハ船員保険ノ
被保険 者トス但シ国又ハ地方公共団体ニ使用セラ ルル者ニ シテ恩給法 ノ適用ヲ受クルモノハ此ノ限ニ在ラ ズ

○

郵便貯金法︵昭和二十二年法律第百四十四号︶︵抄︶

第七条 本 会計ニ於テ決算上生ズル過剰ハ積立金ト シテ之ヲ積立ツベシ
② ︵略︶

○

第一条︵こ の法律の目的︶ この法律は︑郵便貯金を簡易で確 実な貯蓄の手段としてあまねく公平に利用させることによつて︑国民の経済
生活の安定を図り︑その福祉を増進することを目的とする︒
第二条︵郵便貯金の実施︶ 郵便貯金の業務は ︑この法律の定めるところ により︑日本郵政公社︵以下﹁公 社﹂と いう︒︶が 行う︒
第三条︵政府保証︶ 政府は︑法人に対する政府の財政援助の制限に関する法 律︵昭和二十一年法律第二十四号︶第三条の規定にかかわら
ず︑郵便貯金として預入された貯 金の払戻し及びその貯金の利子の支払に係る公社の債務を保証する︒
第四条︵施設の設置︶ 公社は︑郵便貯金の普及のため︑その周知宣伝に必要な施設を設けることができる︒
② 前項の施設は︑会議︑集会及び展示のための設備その他多数の者の利便を図るための設備を備えて︑広く国民の利用に供される施設と
する︒
第六条︵印紙税の免除︶ 郵便貯金に関する書類には︑印紙税を課さない︒
第七条︵郵便貯金の種類︶ 郵便貯金は︑次の六種とする︒
一 通常郵 便貯金 預 入及び払 戻 しにつ いて 特別の 条件を付け な いも の
二 積立郵便貯 金 一定の据置期間を定め︑一定の金額をその期間内毎月一回集金に応じて 預入するもの
三 定額郵便貯金 一定の据置期間を定め︑分割払戻しを しない条件で一定の金額を一時に預入す るもの
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四 定期郵便貯金 一定の預入 期間を 定め︑その 期間内には 払戻しを しな い条 件で 一定の 金額を一時 に預 入するもの
五 住宅積立郵便貯金 沖縄県の区域における自己の居住の用に供する住宅の建設若しくは購入︑その住宅の建設若しくは購入及びこれ
に付随する土地若しくは借地権の取得又はその住宅の改良につき︑沖縄振興開発金融公庫法︵昭和四十七年法律第三十一号︶第十九条
第六項 の規定の適用のある資金の貸付けを受け ︑かつ︑必要な資金を貯蓄す る目的で ︑一定の据置 期間を定め︑一定 の金額をその期間
内毎月一回預入するも の
六 教育積立郵便貯金 自己又はその親族が教育︵学校教育法︵昭和二十二年法律第二十六号︶による高等学校︑高等専門学校又は大学
その他こ れらに準 ずる教育施設にお いて 行われ る教育をいう︒︶を 受けるこ とにつき︑ 国民生活金融公庫法︵昭和二十四年法 律第四十
九号︶第十八条第二号又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第二号の規定による小口の教育資金の貸付けを受け︑かつ︑必要な
資 金を貯蓄す る目的で ︑一定の 据置期間を定め︑一定 の金額をその期間内毎月一回預入するも の
② 前項の据置期間及び預入期間は 政令で定め︑預入金額は公社が定 める︒
第八条︵団体取扱い︶ 公社は︑簡易な手続による郵便貯金の団体取扱いをする︒
② 前項の団体取扱いに おいては︑公社の定めるとこ ろにより︑ 団体に 属する者が ︑その団体 の代表者の名義で ︑又は取りまと め人を 通じ
て各別の名義で ︑郵便貯金をすることができるものとする︒
第十条︵貯金総額の制限︶ 貯金総額は︑一の預金者ごとに︑住宅積立郵便貯金及び次項に規定する郵便貯金に係るものを除き千万円︑住
宅積立郵便貯金につき五十万円を超えてはならない︒ただし︑次に掲げる法人その他の団体のうちその主たる事務所が一般の金融機関︵
預金又は貯金の受入れを業とする者をいう︒︶がない市町村の区域として 総務大臣が 告示する区域に所在するものについては︑こ の限り
でない︒
一 所得税法︵昭和四十年法律第三十三号︶別表第一第一号の表に掲げる法人
二 労働組合︑国家公務員法︵昭和二十二年法律第百二十号︶第百八条の二第一項の職員団体及び地方公務員法︵昭和二十五年法律第二
百六十一号︶第五十二条第一項の職員団体︵こ れらの組合その他の団体のうち︑前号に該当するものを除く︒︶
三 社会福祉法︵昭和二十六年法律第四十五号︶第二条に規定する社会福祉事業を経営する営利を目的としない団体︵前二号に該当する
ものを除く︒︶
② 勤労者財産形成促進法︵昭和四十六年法律第九十二号︶第六条第一項第一号︑第二項第一号及び第四項第一号に規定する契約に係る郵
便貯金に係る貯金総額は︑一の預金者ごとに︑こ れらの郵便貯金につき五百五十万円︑こ れらの郵便貯金のうち同条第二項第一号に規定
する契約に係るものにつき三百八十五万円を超えてはならない︒
③ 前項に規定する郵便貯金に係る貯金総額は︑住宅積立郵便貯金及び同項に規定する郵便貯金に係る貯金総額を除く貯金総額が第一項に
規定する制限額に満たない場合には︑その差額の範囲内で︑前項に規定する制限額を超えることがで きる︒
第十一条︵貯金の減額︶ 貯金総額が前条に規定する制限額を超えたときは︑公 社は︑その旨を預金者に通知する︒
② 前項の規定による通知があつたときは︑預金者は︑貯金総額を制限額以内に減額しなければならない︒
③ 第一項の規定により通知を発した日から一箇月以内に預金者が前項の規定による減額をしないときは︑公社は︑制限額以内に減額する
のに必要な 限度において ︑その貯 金の一 部で 国債証 券を購入保管する ︒
④ 前項の規定 により購入 保管した 国債証 券について は︑公社は︑預金 者の請求に より︑その 売却の取扱 いをす る︒
第十一条の二︵資産管理機関等の郵便貯金に関する特例︶ 確定拠出年金法︵平成十三年法律第八十八号︶第二条第七項第一号ロに規定す
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る資産管理機関又は同条第五項に規定する連合会若しくは同法第六十一条第一項第三号に規定する事務の受託者︵信託会社︵信託業務を
営む金融機関を含む︒︶に限る︒︶︵以下﹁資産管理機関等﹂という ︒︶が同法第二十五条第一項︵同法第七十三条にお いて準用す る場
合を 含む ︒︶の規定による運用の 指図に係る 同法第二十 五条第四項 ︵同法 第七十三条において 準 用する場 合を含む ︒︶に規定する措置と
してす る郵便貯金については︑当該郵便貯金のうち当該運 用の指図に より指図された額 に相当する 部分を当 該運 用の 指図をした者の郵便
貯金とみな して ︑前二 条の規定を 適用す る︒こ の場 合において ︑当 該運 用の指図 をした者の 郵便貯金と みなさ れた部分の 一部で 前条第三
項の規定により国債証券を 購入保管したときは︑当該国債証券につ いて は︑同条第四項の規定は適用せず︑当該資産管理機関等の請求に
より当該資産管理機関等に引き渡すものとする︒
第十二条︵貯金の利率︶ 郵便貯金には︑公社の定 める貯金の利率の決定方針に基づき公 社が定める利率に よつて︑利子を付ける︒
第十二条の二︵定期郵便貯金の利率の特例 ︶ 要介護者︵常時の介護を要する寝たきりの状態 その他の障害の状態にある者であつて 総務省
令で 定 めるものを いう︒以下この条において 同じ︒︶が公 社の定めるとこ ろにより預入する定期郵 便貯金には︑前 条の規定に かかわらず
︑同条の規定により公社が定める利率に︑要介護者の事情を勘案するとともに当該利率にも配意して 公社が 定める率を 加えた利率によつ
て ︑利子を付けることができる︒
第十三条︵利子の計算︶ 郵便貯金の利子は︑預入の月︵通常郵便貯金及び定期郵便貯金にあつては︑預入の日︒次項において同じ︒︶か
らこれを付ける︒
② 払戻金に相当する貯金には︑払 渡し︵払戻証書を発行するときは︑その発行︒以下この項において 同じ︒︶の月︵通常郵便貯金及び定
期郵便貯金にあつては︑払渡しの日︶の利子を付けない︒預入の月において払渡しがあつたときも︑同様とする︒
③ 通常郵便貯金︑積立郵便貯金︑住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金の十円未満の端数には︑利子を付けない︒
第十四条︵郵便貯金通帳及び郵便貯金証 書の交付︶ 公社は︑通常郵便貯金︑積立郵便貯金︑住宅積立郵便貯金又は教育積立郵便貯金の預
金者には郵便貯金通帳︵以下通帳という︒︶を︑定額郵便貯金又は定期郵便貯金の預金者には 郵便貯金証 書︵以下貯金証書という︒︶を
交付す る︒
第十六条︵ 通帳の冊数 の制限︶ 預金者は︑次に掲げる場合を 除いては ︑二冊以上の通帳をもつて預入をしてはならな い︒
一 団体取扱いの郵便貯金をするとき︒
二 確定拠出年金法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関又は同法第六十一条第一項第三号に規定する事務の受託者︵信託会社
︵信託業務を営む 金融機関を含む ︒︶に限る︒︶が 同法第二十五条第四項︵同法第七十三 条において 準用す る場合を含む ︒︶に規 定す
る措置として 通常郵便貯金をす るとき︒
三 通常郵便貯 金の種類の区分と して公社の定めるものについて ︑二以上 の区分にわ たり通常郵 便貯金をするとき ︒
四 積立郵便貯金又は教育積立郵便貯金をするとき︒
五 団体取扱いの郵便貯金︑通常郵便貯金︑積立郵便貯金︑住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金のうち二以上の郵便貯金をするとき︒
第十七条︵通帳の冊数の制 限違反︶ 前条の規定に違反 して預金者が二冊以上の通帳を以て預入をしたときは︑その通帳のうち最初に交付
したも のに記入し た貯金を除いては ︑利子を附けな い︒こ の場合にお いて 交 付の日附を 同じくする 通帳が 二冊以上あ るときは︑貯金の現
在高の最も 多い通帳に 記入した貯 金を除 いては︑利 子を附けな い︒
② 前項の規定 により利子を付けな い貯金について既 に払い戻した利子があるとき は︑公社は ︑これに相当する 金額を現に 存する貯金 から
控除し︑又は追徴する︒
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第十八条︵通帳及び貯金証書の再交付 ︶ 公社は ︑次に掲げ る場合にお いて 預 金者の請求があるとき は︑通 帳又は貯金証書を再交 付する︒
一 預金者が通帳又は貯金証書を亡失したとき︒
二 通帳又は貯金証書が汚染され︑又はき損されたため記載事項が分からなくなつたとき︒
三 通帳に余白がなくなつたとき︒
第二十四条︵譲渡制限︶ 郵便貯金に関する預金者の権利は︑左の場合に限り︑これを譲り渡すことができる︒但し︑当該郵便貯金を担保
として第六十四条の規定に よる貸付けがされているときは︑この限りで ない︒
一 親族に譲り渡すとき︒
二 遺言によつて譲り渡すとき︒
第二十九条︵ 貯金に関す る権利の消滅︶ 第四十条の二第一項の規定により貯金の預入又は一部払戻しの取扱いをしないこ ととされた通常
郵便貯 金について ︑その後十 年間その貯金の全 部払戻しの請求︵同条第二項の規定により貯金の全 部払戻 しの請求とみなされ るものを含
む ︒︶が な い場合に おいて ︑公 社が その預金者に対し貯金の処分をす べき旨を 催告し︑その催告を発 した日 から二月以内になお貯 金の処
分の請求がないときは︑その貯金に関する預金者の権利は︑消滅する︒
第三十条︵利用の制限及び業務の停止︶ 公 社は︑天災その他やむ を得な い事由がある場合にお いて︑重要な業務の遂行を確保するため必
要があるときは ︑郵 便局を指定 し︑か つ︑期間を 定 めて ︑郵 便貯金の 利用を制 限し︑又は 業務の一部 を停 止す るこ とが で きる︒
第三十一条︵非常取扱い︶ 公社は ︑天災その他非 常の災害があつた場合において ︑その災害を受けた預金者の緊急な需 要を充たす ため必
要が あるときは ︑公社の定 めるところにより︑郵便局を 指定し︑かつ︑期間を定めて ︑郵便貯金に関し便宜の取扱 いをするこ とができる ︒
第三十 一条の二︵郵便貯金の特別な 取扱い及び その料金︶ 公社は︑郵便貯金の取扱い又は郵便貯金の利用に密接に関連する役務で預金者
の便益を高めるものを提供する取扱いをすることができる︒
② 前項の規定による取扱いについては︑預金者は︑公社の定める料金を︑公社の定めるところにより︑納付しなければならない︒
第三十一条の三︵料金の還付︶ 前条第一項の取扱いに関する既納の料金は︑次に掲げるものに限り︑これを納付した預金者の請求により
還付する︒
一 過納又は誤納の料金
二 郵便貯金に関する業務に従事する者の過失によつて同条第一項の取扱いの全部若しくは一部をしなかつた場合又は郵便貯金に関する
業務に従事する者の過失によつてこれと同様の結果を生じた場合におけるその取扱いの料金の額又はその範囲内において公社の定める
額
② 前項の請求は︑その料金を納付した時から一年を経過したときは︑こ れをすることができな い︒
第三十二 条︵預入金額の最低制 限︶ 通常郵便貯金の一度の預入金額は ︑公社の定める場合を除いて ︑十円以上でなければならな い︒
第三十三条︵預入の証 明︶ 通常郵 便貯 金の預入は ︑その金額を通帳に 記入して ︑これを証 明する︒
第三十六条︵一部払もどしに関する制限︶ 預金者は︑通常郵便貯金の一部払もどしの場合には ︑元金に加えられて いない利子の払もど し
を請求することができない︒
第三十七条︵払戻金の払渡し︶ 通常郵 便貯金の払 戻金の払渡 しは︑公 社の定める場合を除 いて ︑通帳 の提示を受け︑又は公社の発 行する
払戻証書と引換えに行う︒
公 社の定める 郵便局にお いては ︑払戻金の払渡しにつき︑預金者 の申出があるとき は︑現金の 交付に代えて ︑公 社の定めるところによ
②
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り︑当該払渡しに係る郵便局を支払人とする小切手を振り出す︒
第三十八条︵払戻証書の有効期間︶ 払戻証書の有効期間は︑その発行の日から六箇月とする︒
② 預金者が︑その責に帰すべからざる事由により︑前項の有効期間内に払戻金の払渡の請求をすることができなかつたときは︑その事由
により請求をすることができなかつた日数は︑これを同項の有効期間に算入しない︒
第三十九条︵払戻証書の再交付︶ 公社は︑次に掲げる場合に おいて預金者の請求があるときは︑払戻証書を再交付する︒
一 預金者が払戻証書を亡失したとき︒
二 払 戻証書が汚染され︑又はき損されたため記載事項が分からなくなつたとき︒
三 払戻証書の有効期間が経過したとき︒
第四十条︵払もどし金に関する権利の消滅︶ 払もどし証書の有効期間の経過後三年間払もどし証書の再交付の請求がないときは︑その払
もどし証書に記載された金額の貯金に関する預金者の権利は︑消滅する︒
第四十条の二︵十年間預入︑払戻し等のない通常郵便貯金の取扱い︶ 十年間貯金の預入及び払戻しがなく︑かつ︑通帳の再交付に係る請
求 その他公 社の定める取 扱いがな い通常郵 便貯金につ いては︑第 七 条第一項第一号 の規定にか かわらず︑貯金 の預入又は 一部払戻しの 取
扱いをしない︒
② 前項 に規定する 通常郵便貯 金につ いて ︑通帳の再交付に 係る請求その他公 社の定める 請求又は届出があ つたときは ︑貯金の全 部払戻し
の請求があ つたものと みなして ︑公社の定めるところにより貯 金を払 い渡す︒
第四十五条︵払 戻制限︶ 積立郵便貯金にお いては︑その据置期間が経過 した後でな ければ︑貯 金を払 い戻すこと がで きな い︒ただ し︑公
社は︑預金者の申出があつた場 合に おいて ︑預 金者の生計 困難等のた め特に その必要が あると認めるとき は︑据置期間内でも貯 金を払 い
渡すことができる︒
② 前項但書の場合には︑一部払もどしの取扱をしない︒
③ 第一項但書の場合には︑第三十七条乃至第四十条の規定を準用する︒
第四十八条︵預入金の合併預入︶ 郵 便局長は ︑預 金者の請求 に 因り︑ 積立郵 便貯金につ いて ︑同時に 二 回分 以上の預 入金を預 入 させるこ
とができる︒
第四十九条︵集金取扱の停止︶ 積立郵便貯金の預金者が一年内に三回以上預入をしなかつたときは︑郵便局長は︑集金の取扱を停止する
ことができる︒
第五十条︵預入を取り扱わない地域 ︶ 離島その他交通不便の地域で 公 社の指定す る地域にお いては︑積立郵 便貯金の預 入の取扱いを しな
い︒
第五十一条︵準用規定︶ 積立郵便貯金には︑第三十三条の規定を準用する︒
第五十一条の二︵据置期間が経過した積立郵便貯金︶ 積立郵便貯金は︑その据置期間が経過したときは︑通常郵便貯金のうちその経過し
たとき以後における預金者の利便を勘案して 公社が定める種類のも の︵以下﹁通常貯 金﹂という ︒︶とな る︒
② 前項の場合には︑公社は︑預金者の請求に より︑その積立郵便貯金の通帳と引換えに通常貯金の通帳を交付する︒
③ 前項の規定による 通帳の交付の請求があつた場 合において ︑預金者が 他に通 常貯金の通 帳をもつて 貯金の預入をして いるときは ︑公社
は ︑同項の規定にかかわら ず︑その貯金に 積立郵便貯 金であつた通 常貯 金を組み入れる︒
第一項の場合には︑公社は︑その積立郵便貯金の通帳によつては︑貯金の預入又は一部払戻しの取扱いをしない︒
④

- 5 -

第五十二 条︵払戻制 限︶ 定額郵便貯金において は︑その据置期間が経過した後でなければ︑貯金を払い戻すことがで きない︒ただし︑公
社は ︑預金 者 の 申出があ つ た場合 に お いて ︑預 金 者 の生 計 困 難 等のた め︵割増金 品を付ける 取扱いをす る定額 郵便貯金にあつては︑天災
その他非常の災害を受けた預金者の緊急な需 要を充たす ため︶特に その必要があると 認めるときは︑据置期間内で も貯金を払 い渡すこと
ができる︒
② 割増金 品を付ける 取扱いをす る定額 郵便貯金に ついて 前項 ただし書の規定に よる貯金の払渡しをす る場合においては ︑公社は︑貯金額
からその千分の五に相当す る金額に払渡しの月の翌月から据置期間の満了の月まで の月数を乗じた金額を控除す る︒
第五十 五条︵払戻金の払渡し ︶ 定額郵便貯金の払戻金の払渡しは︑公社の定める場合を除いて ︑貯金証書又は公社の発行する払戻証書と
引換えに行う︒
② 定額郵便貯金の払いもどし金の払渡しについては ︑第三十七 条第二項の規定を 準用する︒
第五十 五条の二︵ 割増金品を つける 取扱い︶ 定額郵便貯 金について は︑割増金品をく じびきによりつける 取扱いをすることができる︒
② 前項の取扱いをする定額郵便貯金には︑そのすえ置期間中利子をつけない︒
第 五十六条︵ 準用規定︶ 定額郵便貯金には︑第三十 三条及び第三十八 条から第四十条まで の規定を準用する ︒こ の場合において ︑第 三十
三条中﹁通帳﹂とあるのは︑﹁貯金証書﹂と読み替えるものとする︒
第五十七 条︵十年が 経過した定額郵便貯金︶ 定額郵便貯金は︑預入の日から 起算して十年が経過したときは︑通常貯 金となる︒
② 前項の場合には︑公社は︑預金者の請求により︑その定額郵便貯金の貯金証 書と引換えに通常貯金の通帳を交付する︒
③ 前項の規定による通帳の交付の請求があ つた場合において ︑預 金者が 他に通常貯 金の通帳をもつて貯金の預入をして いるときは︑公 社
は︑同項の規定にかかわらず︑ その貯金に定額 郵便貯金で あつた通常貯金を組み入れる ︒
④ 第一項の場合には︑公社は︑その定額郵便貯金の貯金証書によつて は︑貯金の預入又は一部払戻しの取扱いをしない︒
⑤ 第一項の規定により通常貯金となつた貯金の全部払戻しで 第二項の規定による 通帳の交付 の請求前のものに ついては︑第三十七条の規
定を適用せず︑第五十五条の規定を準用する︒
第五十八条︵預入期間が経過した定期郵便貯金︶ 定期郵便貯金は︑その預入期間が経過したときは︑通常貯金となる︒ただし︑公社の定
めるところに より︑預入期間が経過したときに払戻金をその払渡しに代えて 新たな定期郵便貯金の預入に充てる取扱い︵以下﹁継続預入
の取扱い﹂と いう ︒︶をす べきこ ととされた定期郵便貯金については ︑こ の限りでな い︒
② 前項本文の場合には︑前条第二項から第五項までの規定を準用する︒
第 五十九 条︵ 準用規定︶ 定期郵便貯金に ついては︑第三十三条及び第 四十五条の規定を準用する︒こ の場合において ︑第三十三条中 ﹁通
帳﹂とあるのは﹁貯金証書﹂と︑第四十五条第一項中﹁据置期間﹂とあるのは﹁預入期間﹂と︑同条第三項中﹁第三十七条乃至第四十条
﹂とあるのは﹁第三十八条から第四十条まで及び第五十五条﹂と読み替えるものとする︒
第六十条︵適格預金者のあつせん︶ 公 社は︑沖縄振興開発金融公庫から沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第三号の規定による貸付
けを受けようとする住宅積立郵便貯金の預金者で 公社の定める要件を満たしているも のに対して は︑その貸付けを受けることについて 沖
縄振興開発金融公庫へのあつせんを行う︒
第六十二条︵据置期間の経過後二年が経過した住宅積立郵便貯金︶ 住宅積立郵便貯金は︑その据置期間の経過後二年が経過したときは︑
通常貯金となる︒
前項の場合には︑第五十一条の二第二項から第四項までの規定を準用する︒
②
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第六十三 条︵準用規 定︶ 住宅 積立郵 便貯金につ いては︑第 三十三条︑第三十 六条から第 四十条まで ︑第四十五条第一項及び第二項 並びに
第四十八条の規定を準用する︒
第六十三条の二︵適格預金者のあつせん︶ 公社は︑国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から国民生活金融公庫法第十八条第二号
又は沖 縄振興開発金融公庫法第十九 条第一項第二号の規定による小口の教育資金の貸付けを受けようとす る教育積立 郵便貯金の預金者で
公社の定める要件を満 たして いるものに対しては︑ その貸付け を受け ることにつ いて 国民生 活金融公庫又は沖 縄振興開発金融公庫へのあ
つせんを行う︒
第六十三条の三︵据置期間の経過後四年が経過した教育積立郵便貯金︶ 教育積立郵便貯金は︑その据置期間の経過後四年が経過したとき
は︑通常貯金となる︒
② 前項の場合には︑第五十一条の二第二項から第四項までの規定を準用する︒
第六十三条の四︵ 準用規定︶ 教育 積立郵便貯 金について は︑第三十 三条︑第三十六条から第四十 条まで ︑第四十 五条第一項 及び第二項 並
びに第四十八条の規定を準用する︒
第六十四条︵預金者に対する貸付け ︶ 公 社は︑預金者の生活上の必要を満たすため︑積立郵便貯金︑定額郵便貯金又は定期郵便貯金の預
金者に対し︑当 該郵便貯金︵定期郵便貯金にあつては︑継続預入の取扱いにより当該定期郵便貯金の払戻金をもつて預入に充てられたも
のを含む ︒︶を担保として 貸付けをす るものとす る︒
第六十五条︵貸付金の金額の制限︶ 前条の規定による貸付金の金額は ︑貸付けを受けようとする預金者が担保とする積立郵便貯金︑定額
郵便貯金又は定 期郵便貯金の当該貸付けの申込みの日における現在高に十分の九を乗 じて 得た額に相当す る金額を超えてはな らず︑その
総額は︑一の預金者ごとに政令で定める額を超えてはならない︒
② 前条の規定による貸付金の総額が前項に規定す る制限額を超えたときは︑公 社は︑その旨を当該貸付けを受けた預金者に通知す る︒
③ 前項の規定による通知があつたときは︑預金者は︑当該貸付金の総額が第一項に規定する制限額以内の金額となるように当該貸付金の
一部を返還しなければならな い︒
④ 第二項の規定により通知を発した日から一箇月以内に当該預金者が 前項の規定による返還をしないときは︑公社は︑貸付金のうちその
貸付けにより貸付金の総額が第一項に規定する制限額を超えることとなつたもの及びその利子に係る債務の弁済の期限を繰り上げ︑当 該
貸付金の担保とさ れた郵便貯 金を当該債務の弁 済に充当す るものとす る︒こ の場合に おいて ︑当 該郵便貯 金に関す る契約は︑消滅する︒
第六十六条︵貸付期間及び利率︶ 第六十四条の規定による貸付金の貸付期間は政令で定め︑その貸付金の利率は公社の定める貸付金の利
率の決定方針に基づき公社が定める︒
第六十六条の二︵貸付けの更新︶ 第六十四 条の規定に よる貸付金 の貸付 期間が満了する場合に おいて ︑公 社の定 めるところ により︑預 金
者から当 該貸付けの更新の請求 及び当 該貸付金の利子に係る 債務の弁 済︵次項 において﹁ 更新請求等﹂と いう︒︶が あつたときは ︑当 該
貸付金の貸付期間が満了する日に ︑当該貸付金及び その利子に係る債 務の弁済があり︑かつ ︑当該貸付金と同額の新たな 同条の規定によ
る貸付けをしたものとみなす︒
② 前項の規定により預金者が行う更新請求等は︑第六十四条の規定による貸付金及びその利子に係る債務の弁済︵同項の規定により当該
貸付金及び その利子に 係る債務の弁済と みなされるものを除く ︒︶が 行われるまで の間につ いて ︑政令で 定める回数を限 度としてす るこ
とができるものとする︒
第六十七条︵準用規定︶ 第 六十 四 条の規定に よる 貸付け については ︑第三 十七条第二 項 の規定を 準用す る ︒こ の場 合にお いて ︑同項中﹁
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払戻金の払渡し﹂とあるのは﹁貸付金の交付﹂と︑﹁当該払渡し﹂とあるのは﹁当該交付﹂と読み替えるものとする︒
第六十八条︵法定弁済︶ 第六十四条の規定による貸付金の貸付期間内に当該貸付けの担保とされた郵便貯金の払戻し︵継続預入の取扱い
に係る払戻しを除く︒︶の請求があつたときは︑当該払戻金の金額は当該郵便貯金のその時における現在高からその時における当該貸付
金及びその利子の合計額に相当する金額を控除した金額とし︑当該貸付金及びその利子に係る債務の弁済の期限はその時となるものとし
︑その控除された金額はその債務の弁済に充当される︒
② 第六十四条の規定による貸付金 の貸付 期間が経過し た場合にお いて ︑その時までに貸付金 及びその利子に係る債務の弁 済がな いと きは
︑当該貸付けの担保とされた郵便貯金は︑当該貸付金及びその利子に係る債務の弁済に充当される︒この場合において︑当該郵便貯金に
関する契約は︑消滅する︒
第六十九条︵地方公共団体に対する貸付け等︶ 公社は︑総務省令で定めるところ により︑地方公共団体に対し貸付けをし︑又は地方債の
取得︵応募又は買入れの方法による取得を除く︒︶をするものとする︒
︵貯金の利率の決定方針︶
第七十条 公 社は︑第十二条に規定する貯金の利率の決定方針を定めようとするときは︑総務省令で定めるところにより︑総務大臣の認可
を受けなければならない︒これを変更しようとするときも︑同様とする︒
２ 前項 の貯金の利率の決定方針を定 め又は変更する場合には︑市場金利を勘 案するほか︑次に掲げ る事項 に配意しなければならない︒
一 郵便貯 金が簡易で 確実な少額 貯蓄の 手段として その経済生 活の安 定と福祉の増進のためにあまねく 国民大衆の利用に 供される制 度で
あることに留意 し︑その利益を増進し︑貯蓄の増強に資するもので あるこ と︒
二 郵便貯金事業における支出がその収入によつて償われるものであること︒
三 一般の金融機関の預金の利率
３ 公社は︑第一項の認可を受けた貯金の利率の決定方針に基づき利率を定めようとするときは︑総務省令で定めるところ により︑あらか
じめ︑その旨を総務大臣に届け出なければならない︒これを変更しようとす るときも︑同様とする︒
４ 総務大臣は︑第一項の規定により認可をした貯金の利率の決定方針が経済事情の変動その他の事由により第二項の規定の趣旨に照らし
て 著しく不適当となつたと認められる場合には︑公社に対し︑貯金の利率の決定方針を変更すべきことを命ずることができる︒
５ 総務大臣は︑第三項の規定により届け出られた利率が第一項の貯金の利率の決定方針に照らして不適当であると認められる場合には︑
政令で定めるところにより︑公社に対し︑その利率を変更すべきことを命ずることができる︒
︵料金︶
第七十一条 公 社は︑第三十一条の二第二項に規定する郵便貯金の特別な 取扱いに関する料金を定めようとするときは︑あらかじめ︑総務
大臣に届け出なければならない︒これを変更しようとするときも︑同様とする︒
２ 総務大臣は︑前項の規定により届け出られた料金が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは︑公社に対し︑その料金を変更
すべきことを命ずることができる︒
一 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり︑預金者の利便を阻害するおそれがあるものであるとき︒
二 特定の預金者に対 し不当な差別的取扱いをするものであるとき︒
三 一般の金融機関との間 に不当な競争を引き起こす おそれがあるものであるとき︒
︵貸付金の利率の決定方針︶
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三

貯金総額は︑一の預金者ごとに︑住宅積立郵便貯金及び次項に規定する郵便貯金に係るものを除き千万円︑住

日本郵政公社法施行法による改正前の郵便貯金法︵抄︶

第七十二条 公社は︑第六十六条に規定する貸付金の利率の決定方針を定めようとするときは︑総務省令で 定めるところにより︑総務大臣
の認可を受けなければならない︒これを変更しようとするときも︑同様とする︒
２ 前項の貸付金の利率の決定方針を定め又は変更する場合には︑第十二条の規定により定められた利率及び貸付けを受ける預金者の利便
を勘案しなければならない︒
３ 公社は ︑第一項の認可を受け た貸付金の利率の決定方針に基づき利率を定めようとするときは︑総務省令で定めるところにより︑あら
かじめ︑その旨を総務大臣に届け出なければならない︒これを変更しようとするときも︑同様とする︒
４ 総務大臣は︑第一項の規定により認可をした貸付金の利率の決定方針が経済事情の変動その他の事由により第二項の規定の趣旨に照ら
して 著しく 不適当とな つたと認められる場合には︑公社に対し︑貸 付金の利率の決定方針を変更すべきことを命ずることができる︒
５ 総務大臣は︑第三項の規定により届け出られた利率が第一項の貸付金の利率の決定方針に照らして 不適当で あると認められる場合には
︑公社に対し︑その利率を変更すべきことを命ずることができる︒
︵協議︶
第七十三条 総務大臣は ︑第七十条第一項の認可をしようとするときは ︑内閣総理大臣及び財務大臣に協議しなければならない︒
２ 前項の内閣総理大臣の権限は︑金融庁長官に委任す る︒
︵審議会等への諮問︶
第七十四条 総務大臣は︑次に掲げる場合には︑審議会等︵国家行政組 織法︵昭和二十三年法律第百二十号︶第八条に規定する機関をいう
︒︶で政令で定めるものに諮問しなければならない︒
一 第六十五条第一項︑第六十六条又は第六十六条の二第二項の政令の制定又は改正の立案をしようとするとき︒
二 第六十九条の総務省令を制定し︑又は改正しようとするとき︒
三 第七十条第一項又は第七十二条第一項の認可をしようとするとき︒
四 第七十条第四項︑第七十一条第二項又は第七十二条第四項の命令をしようとするとき︒
︵総務省令への委任︶
第七十五条 この法律に規定するもののほか︑この法律の施行に関し必要な事項は︑総務省令で定める︒
第七十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には︑その違反行為をした公社の役員は︑二十万円以下の過料に処する︒
一 第 七 十 条第 一項 又は 第 七 十 二 条第 一項 の 規 定 に よ り 総務 大 臣 の 認 可を 受け な け れ ばな らな い場 合 に お いて ︑ その 認 可を 受け な かつ た
とき︒
二 第七十条第三項︑第七十一条第一項又は第七十二条第三項の規定により総務大臣に届出をしなければならない場合において︑その届
出をしなかつたとき︒
第七十条第四項若しくは第五項︑第七十一条第二項又は第七十二条第四項若しくは第五項の規定による命令に違反したとき︒

○

第十条︵貯金総額の制限︶
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宅積立郵 便貯金につき五十万円を超えてはならな い︒ただし ︑次に掲げる法人 その他の団体について は︑こ の限りでな い︒
一 国
二 所得税法︵昭和四十年法律第三十三号︶別表第一第一号の表に掲げる法人
三 労 働組合︑国家公務員法︵昭和二十二年法 律第百二十号︶第百八条の二第一項の職員団体及び地方公務員法︵昭和二十五年法律第二
百六十一号︶第五十二条第一項の職員団体︵これらの組合その他の団体のうち︑前号に該当するものを除く︒︶
四 社会福祉法︵昭和二十六年法 律第四十五号︶第二条に規定する社会福祉事業を経営する営利を目的としない団体︵前二号に該当する
ものを除く︒︶
②・③ ︵略︶
第六十八条の三︵運用の範囲︶ 資金は︑次に掲げるものに運用する︒
一 第六十四条の規定による預金者に対する貸付け
一の二 国債︵証券取引所が︑定款の定めるとこ ろにより︑ 国債につ いて ︑債 権先物取引 のため︑利 率︑償還の期限その他の条件を標準
化して設定した標準物を含む︒︶
二 法律の定めるところに より︑予算について国会の議決を経︑又は承認を得なければならない法人の発行する債 券
三 地方債
四 特別の法律により設定された法人︵ 第二号に規定する法人を除く ︒︶で ︑国︑同号に規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資
のな いもののうち︑特別の法律により債券を発行することができるものの発行する債券
五 銀 行︑農林中央 金庫︑商工 組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会︵以下こ の条に おいて ﹁金融機関 ﹂と いう︒ ︶の発行
する債券︵以下こ の条において ﹁金融債﹂と いう︒︶
六 社債で政令で定めるもの
六の二 特定社債︵資産の流動化に関する法律︵平成十年法律第百五 号︶第 二条第七項に規定する特定社債をいう︒以下同じ︒︶で政令
で定めるもの
七 第一号の二から前号までに掲げる債券以外の債券で ︑政府が 元本の 償還及び利 息の支払について 保証 して いるもの
八 外国政府︑外国の地方公 共団体又は国際機関︵以下こ の条において﹁外国政府等﹂という︒︶の発行する債券その他外国法人の発行
する政令で定める債 券︵証券取引所が ︑定款の定めるところ により︑外国政府の発行する債券について︑債 券先物取引のため︑利率︑
償還の期限その他の条件を標準 化して設定 した標準物 を含む ︒以下こ の条において ﹁外国債﹂と いう︒ ︶
九 信託業務を営む 銀行又は信託会社への金銭信託で 元本補て んの契約が あるもの
十 金融機関への預金
十一 郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律︵昭和六十二年法律第三十八号︶第十二条の規定による貸付け
十二 資金をも つて 取得を した債 券で あつて 政令で 定めるものの金融機関 その他政令で 定める法 人に対す る貸付け
十三 前号に規定する債券の信 託業務を営む 銀 行又は信託会社への信 託で ︑当該債券を 金融機関その他同号の政令で 定める法人に対する
貸付けの方法によつて のみ運用する旨の契約があるもの
十四 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形で 総務省令で定めるもの
十五 外国政府等又は外国法 人の発行する証券又は証書で 前号に規定する約束手形の性質を有するもの
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十六 債 券オプション︵当事者の一方 の意思表示により当事 者間にお いて 債券︵第一号の二及び第八 号に 規定する標準物を含む ︒ ︶の売
買取引を成立させることができる権利又はこれに類する権利で あつて ︑政令で定 めるものを いう︒︶
十七 先物外国為替︵外国通貨をもつて表示される支払 手段であつて︑その売買契約に基づく債 権の発生 ︑変更又は消滅に係る取引を当
該売買の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引︵金融先物取引所の開設する市場において 行われる取引又は
これに類する取引であつて︑政令で定めるものに該当するものを除く︒︶の対象となるものをいう︒︶
十八 通貨オプション︵当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもつて表示される支払手段の売買取引︵前号の政令
で定める取引に該当するものを除く︒︶を成立させることができる権利をいう︒︶
十九 地方公共団体に対する貸付け
②〜⑦ ︵略︶
第六十八条の六︵運用職員の責務︶ 資金の運 用に係る事務に従事す る職員︵政令で定 める者に限る︒以下﹁運用職員﹂という︒︶は︑運
用計画に従つて︑慎重かつ細心の注意を払い︑全 力を挙げて その職務を遂行しなければならない︒

証券取引法︵昭和二十三年法律第二十五号︶︵抄︶
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○

第二条 ︵略︶
②〜⑩ ︵略︶
⑪ こ の法 律において ﹁証券仲介 業﹂と は︑証券会 社︑外国証 券会社︵ 外国証券 業者に関す る法 律︵昭和四十 六年法 律第 五号︶第二 条第二
号に規定する外国証券会社をいう ︒以下同じ︒︶又は 登録金融機関︵第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関をいう ︒以下第六十
四条の二第一項まで において 同じ︒ ︶の委託を 受けて ︑次 に掲げる行為のい ずれかを当 該証 券会社︑外国証 券会社又は登録金融 機関のた
めに行う営 業をいう︒
一 有価証券の売買︵有価証券先渡取引を除く︒︶の媒介︵第八項第七号に掲げるものを除く︒︶
二 第八項第三号に掲げる媒介
三 第八項第六号に掲げる行為
⑫ 〜○ ︵ 略 ︶
第六十四条 証券会社は ︑勧誘員︑販売員︑外交員その他いかな る名称を有する者であるかを 問わず︑その役員又は使用人のうち︑その証
券会社のために次に掲げる行為を行う者︵以下﹁外務員﹂という︒︶の氏名︑生年月日その他内閣府令で 定める事項につき︑内閣府令で
定める場所に備える外務員登録原簿︵以下﹁登録原簿﹂という︒︶に登録を受けなければならない︒
一 第二条第八項各号のいずれかに該当する行為
二 有価証券の売買若しくはその委託等の勧誘又は有価証券指数等先物取引︑有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引の
委託の勧誘若しくは有価証券店頭デリバティブ取引若しくはその委託等の勧誘
証券会社は︑前項 の規定により当該証券会社が 登録を受け た者以外 の者に外務員の職務を行わせて はならない︒
②

32

郵便為替法︵昭和二十三年法 律第五十九号︶︵抄︶

③〜⑥ ︵略︶
第六十四条の八 外務員の登録を受けようとする証券会社は︑政令で定めるところにより︑登録手数料を国︵前条第一項又は第二項の規定
により協会に登録する場合にあつては︑協会︶に納めなければならない︒
② ︵略︶
第六十六条の二 銀行︑協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者︵証券会社︑外国証券会社及び登録金融機関の役員︵外国
証券会社にあつては︑外国証券業者に関する法律第二条第九号に規定する国内における代表者を含む︒︶及び使用人を除く︒︶は︑第二
十八条の規定にかかわらず︑内閣総理大臣の登録を受けて ︑証券仲介業を営むことがで きる︒
第六十六条の三 前条の登録を受けようとする者は︑次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない︒
一〜三 ︵略︶
四 委託を受ける証券会社︑外国証 券会社又は 登録金融機関︵以下こ の章及び次章において﹁所属証券会社等﹂と いう︒︶の 商号又は名
称
五・六 ︵略︶
②・③ ︵略︶
第六十六 条の二十三 第六十四 条から 第六十四条の九まで ︵ 第六十四条の七第 二項を除く ︒︶の規定は︑証 券仲介業者について 準 用する︒
この場合において ︑必要な技術的読替え は︑政令で 定める︒

○

第一章 総則
第一条︵こ の法律の目的︶ この法律は︑郵便為替を簡易で確 実な送金の手段としてあまねく公平に利用させることによつて︑国民の円滑
な経済活動に資することを目的とする︒
第二条︵郵便為替の実施︶ 郵便為 替の業務は ︑この法律の定めるところ により︑日本郵政公社︵以下﹁公 社﹂と いう︒︶が 行う︒
第三条︵郵便為替に関する料金︶ 郵便為替に関する料金は ︑郵便為替事業の能率的な経営の下における適正な費用を 償い︑その健全な運
営を図ることができるに足りる収 入を確保するもので なければな らな い︒
第五条︵印紙税の免除︶ 郵便為替に関する書類には︑印紙税を課さない︒
第六条︵郵便為替に関する条約︶ 郵便為替に関し条約に別段の定のある場合には︑その規定による︒
② 国際郵便為替に関する料金は︑条約 に料金の範囲が規定されて いるときは︑ その範囲内 において ︑ 条約に 料金の範囲が規定されて いな
いときは︑万国郵便連合の郵便為替に関する約定に規定する同種の料金を超えない範囲内において︑公社が定める︒
第七条︵郵便為替の種類︶ 郵便為替は︑普通為替︑電信為替及び定額小為替とする︒
第八条︵普通為替︶ 普通為替において は︑公社は ︑受け 入れ た為替金の額を表示する普通為替証書を発行してこれを差出人に交付し︑差
出人が指定する受取人︵その指定がないときは︑普通為替証書の持参人︶に普通為替証書と引換えに為替金を払 い渡す︒
第九条︵電信為替︶ 電信為 替にお いては︑公 社は︑為替金を受け 入れたと きは︑必要な通知を電信で 行つ た上︑差出人の指定に従い︑為
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替金の額を表示する電信為替証 書を発行してこれを差出人の指定する受取人に送達し︑電 信為替証書と引換えに受取人に為替金を払い渡
し︑又は為替金の額に相当する現金を︑為替金として︑差出人の指定する受取人に交付し︑若しくは送達することにより払い渡す︒
第十 条︵定額小 為替︶ 定 額小為替において は︑公社は ︑受け入れ た定額 の為替金の額を表示す る定額小為 替証書を発行して こ れを差出 人
に交付し︑差出人が 指定する受取人︵その指定がないときは︑定額小為替証 書の持参人︶に定額小為替証 書と引換えに為替金を払い渡す︒
② 前項の定額の為替金額は︑一万円を超えない範囲内で公社が定める︒
第十一条︵交換決済による払渡し︶ 前三条の規定は︑為替金を手形交換所における交換決済により払い渡すことを妨げな い︒
第十二条︵為替金に関する権利の譲渡︶ 為替金に関する受取人の権利は︑差出人が受取人を指定しない普通為替及び定額小為替に関する
ものを除いては︑銀行その他公社の定 める金融機関︵以下﹁銀行等﹂という︒︶以外の者に譲り渡すことができない︒
② 為替金に関する受取人の権利の銀行等への譲渡は︑当該為替金に係る普通為替証書又は定額小為替証書を銀行等に引き渡さなければ︑
これをもつて公社その他の第三者に対抗することができな い︒
③ 前項の譲渡には︑民法︵明治二十九年法律第八十九号︶第四百六十七条及び第四百六十八条の規定を適用しない︒
第十六条︵普通為替証書及び電信為替証書の金額の制限︶ 普通為替証書及び電信為替証書の金額は︑一枚につき︑百万円︵業務の遂行上
支障がない場合にあつては ︑五百万円︶以下とする︒
第十七条︵郵便為替の料金︶ 郵便為 替の差出人は︑公社が定める料金を納付しなければならない︒
第十九条︵料金の還付︶ 郵便為替に関する既納の料金は︑次 のものに限り︑こ れを納付した者の請求により還付する︒
一 過納又は誤納の料金
二 電信為替において︑郵便為替に関する業務に従事する者の過失によつて 普通為替によつたのと 同様の結果を生じた場合における当該
為替金額に対する電信為替の料金と普通為替の料金との差額
三 前号に掲げるものを除いて ︑郵便為替に関する業務に従事する者の過失によつて請求に係る取扱いその他の公社の定める郵便為替に
関する取扱いの全部若しくは一部をしなかつた場合又は郵便為替に関する業務に従事する者の過失によつてこれと同様の結果を生じた
場合におけ るその取扱 いの料金 の額又はその範囲内 において 公 社の定める額
② 前項の請求は︑その料金を納付した時から一年を経過したときは︑これをすることができない︒
第二十条︵郵便為替証書の有効期間︶ 郵便為替証書︵普通為替証書︑電信為替証書又は定額小為替証書をいう︒以下同じ︒︶の有効期間
は︑その発行の日から六箇月とする︒
② 差出人又は受取人が︑その責に帰すべからざる事由により︑前項の有効期間内に為替金の払渡し又は払戻しの請求をすることができな
かつたときは︑その事由に より請求をすることができな かつた日数は︑こ れを同項の有効期間に算入しな い︒
第二十一 条︵郵便為 替証書の再 交付︶ 公社は︑次の場合において ︑郵便為替の差出人又は受取人の請求が あるときは︑郵便為替証書を再
交付する︒
一 普通為替証書又は電信為替証書を亡失したとき︒
二 郵便為替証書が汚染され︑又はき損されたため記載事項が分からなくなつたとき︒
三 郵便為替証書の有効期間が経過したとき︒
第二十二条︵為替金に関す る権利の消滅︶ 郵便為替証書の有効期間の経過後︑普通為替及び電信為替にあつて は三年間︑定額小為替にあ
つては一年間︑郵便為替証書の再交付又は為替金の払もど しの請求がないときは︑為替金に関する差出人及び受取人の権利は︑消滅する︒

- 13 -

第二十三条︵利用の制限及び業務の停止︶ 公社は︑天災その他やむを得ない事由がある場合において︑重要な業務の遂行を確保するため
必要があるときは︑郵便局を指定 し︑かつ︑期間を 定めて ︑郵 便為替の利用を制 限し︑又は 業務の一部を停止することができる︒
第二十四条︵非 常取扱い︶ 公社は ︑天災その他非常の災害があつた場合において︑その災害を 受けた郵便為替の 差出人又は 受取人の緊 急
な需要を充たすため必要があるときは︑公社の定めるところにより︑郵便局を指定し︑かつ︑期間を定めて ︑郵便為 替に関し︑料金を免
除し︑又は便宜の取扱いをすることができる︒
第二章 普通為替
第二十五条︵証書送達︶ 差出人の請求があるときは︑普通為替証書を受取人に送達する︒
② 代金引 換の取扱いで その引換 金を 普通為替によつて 送金す るものに おいて ︑郵便物の 差出人が その 郵便物を差し出す 際請求し たときは
︑ 郵便局にお いて その引 換金に係 る普通為 替証書を速達郵便物と して 差出人に送達する︒
③ 前二項の規定 による取扱 いにつ いては︑差出人は︑公 社の定める 額の料金を納付しなければな らな い︒
第二十六 条︵引換金に係る郵便為替の料金等の徴収︶ 代金引換の取扱 いにお いて 郵便物 の差出人の 指定に 従い郵便局において 引 換金を普
通為替によつて送金する場合における郵便為替の料金︵前条第三項の料金を含む︒︶は︑第十七条の規定にかかわらず︑普通為替証書に
表示すべき引換金の額からこれを控除することにより︑受取人から徴収する︒
第二十七 条︵普通為替証書の記載事項の訂正︶ 普通為替証 書の記載事項の訂 正は︑差出人の請求によつてする︒
第三十条︵払渡済みの通知︶ 差出人の請求があるときは︑為替金を払い渡したときにその旨を差出人に通知する︒
② 前項の規定による取扱いについては︑差出人は︑公社の定める額の料金を納付しなければならない︒
第三十 一条︵払渡済否の調査︶ 差出人の請求があるときは︑公社にお いて 為替金が払 渡済みであ るかどう かを調査して その結果を差出人
に通知する︒
② 公社は︑前項の規定による取扱いをするときは︑公社の定める額の料金を徴収することができる︒
第三十 二条︵払戻し︶ 差出人の請求があると きは︑普通為替証書と引き換えに為替金を当該差出 人に払い戻す ︒
② 普通為替証書を亡失した場合︑普通為替証書が汚染され︑若しくはき損されたため記載事項がわからなくなつた場合又は普通為替証書
の有効期間が既に経過して いる場合において ︑為替金がまだ払い渡されて いないときは︑前項 の規定にかかわら ず︑為替金を払い戻す ︒
第三十三条︵特別な取扱い︶ 公社は︑普通為 替の取扱い又は普通為 替の利用に密接に関連する役務で利用者の便益を高めるものを提供す
る取扱いをすることができる︒
② 前項の規定による取扱いについては︑利用者は︑公社の定める額の料金を納付しなければならない︒
第三章 電信為替
第三十四条︵特殊取扱︶ 公社は︑公社の定めるところにより︑電信為替に関する書類を特別に速やかに到達させる方法により送達する取
扱い及び電信為替の為 替金の払渡しに関する事項を受取人に通知する取扱いをす る︒
② 前項の規定による取扱いについては︑差出人は︑公社の定める額の特殊取扱料を納付しなければならな い︒
第三十 四条の二︵ 電信為替の払 渡方法の変更︶ 公社は︑第九条の規定による現金を交付してする払渡しの 指定があつた電信為替︵引換金
を為替金と して 送金す る場合の電 信為替を除く︒︶において ︑受取人の請求があ るときは︑ 同項に規定する電 信為替証書を発行して する
払渡し又は現金を送達して する払渡しの取扱いをする︒ただし︑第三十 七条の二の規定により電信為替証 書を発行してこれを差出人に送
達することとなる場合においては︑この限りでない︒
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② 前項 の規定による取扱いに ついて は︑受取人から公社の定める額の料金を 徴収する︒こ の場合に おいて ︑当 該料金 の徴収は︑電信為替
証書に表示すべき金額又は受取人に送達すべき金額から控除することにより行う︒
第三十五条︵電信為替証書の留置︶ 差出人の請求があるときは差出人の指定する郵便局において︑前条第一項の取扱いをする場合におい
て受取人の請求があるときは公 社の定める郵便局において ︑電信為替証書を留め置き︑受取人の出頭を待つてその者に交付する︒
② 前項の場合において︑当該電信為替証書の発行の日から公 社の定める期間内に受取人が出頭しないときは︑当該電信為替証書は︑これ
を差出人に送付する︒
第三十五条の二︵通信文︶ 差出人の請求があるときは︑公社の定めるところにより︑通信文を受取人に伝達する︒
② 前項の規定による 取扱いにつ いて は︑第三十条第二項の規 定を準用する︒
第三十六条︵為替金の払渡しに関する事項の訂正︶ 差出人の払渡しに関する事項の訂正の請求がある場合には︑公社は︑為替金をまだ払
い渡していないときは既に受け入れた為替金の払渡しに関する事項につき必要な訂正を行つた上︑為替金を払い渡し︑為替金を既に払い
渡した後であるときはその旨を差出人に通知する︒
② 前項の規 定による取 扱いをする 場合に おいては︑第三十一条第二項 の規定を準 用する︒
第三十七条︵払渡しの停止︶ 差出人の払渡しの停止の請求がある場合には︑公社は︑為替金をまだ払い渡していないときは為替金の払渡
しを停止し︑為替金を既に払い渡した後であるときはその旨を差出人に通知す る︒
② 前項の規定に基づく払渡しの停止は︑差出人の請求があるときは︑これを解除する︒
③ 前二項の規定による取扱いをす る場合においては︑第三十一条第二項 の規定を準用する︒
第三十 七条の二︵為 替金の払渡 不能 等の場合︶ 公社は︑電信為替証書を発行しない場合において ︑受取人の所在不明その他の事由により
為替金を払 い渡すことができないとき︑又は差出人の請求があり︑かつ︑為替金がまだ払い渡されて いないときは︑その為替金の額を表
示する電信為替証書を発行して ︑これを差出人に送達する︒
第三十 八条︵準用 規定︶ 電 信為替については ︑第二十六 条及び第三 十条から第三十三 条まで の規 定を準用する︒こ の場合にお いて ︑第二
十六条及び第三十二条中﹁普通為替証 書﹂とあるのは﹁電信為替証書﹂と︑第二十六条中﹁指定﹂とあるのは﹁指定︵為替金の払渡方法
の指定を含む ︒︶﹂と︑同条及び第三十三条第一項中﹁普通為替﹂とあるのは﹁電信為替﹂と︑第二十六条中﹁郵便為替の料金︵前条第
三項の料金を含む ︒︶﹂とあるのは﹁郵便為替の料金﹂と︑﹁引換金の額﹂とあるのは﹁引換金の額又は受取人に交付し︑若しくは送達
すべき引換金の額﹂と読み替えるものとする︒
第四章 定額小為替
第三 十八条の二︵準用規定 ︶ 定額小為替に ついては︑第二十七条及び第三十二条の規定を準用する︒
② 定額小為替証書を亡失した場合に おいては︑ 前項において 準用する 第三十 二条第二項 の規定にか かわら ず︑当 該定額小為替証 書の有効
期間内は︑為替金の払戻しをしな い︒
第五章 雑則
︵料金︶
第三十八条の三 公社は︑第十七条に規定する郵便為替の料金︵第六条第二項に規定する国際郵便為替に係るものを除く︒以下この条にお
いて同じ︒︶の上限を定め︑総務大臣の認可を受けなければならない︒これを変更しようとするときも︑同様とする︒
総務大臣は︑前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合して いると 認めるときでなければ ︑同項の 認可をしてはならな い︒

２
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一 当該具体的な役務の提供に 要する 費用︑物価 その他の経 済事情及び少額の送金の利用者の利便を 参酌 したものであること︒
二 一般の金融機関の送金の手数料につ いて 配意したものであること ︒
３ 公社は︑第十七条に規定する料金を定めようとするときは︑あらかじめ︑総務大臣に届け出なければならない︒これを変更しようとす
るときも︑同様とする︒
４ 前項の料金は︑第一項の認可を受けた料金の上限の範囲内でなければならない︒
５ 公社は︑第三項に規定するもののほか︑郵便為替に関する料金を定めようとす るときは︑あらかじめ︑総務大臣に届け出なければなら
ない︒これを変更しようとするときも︑同様とする︒
６ 総務大臣は︑第一項の規定に より 認可をした料 金の上限が 経済事情の変動 その他の事 由により第二項の規定の趣旨に照らして 著しく不
適当となつたと認められ るときは ︑公社に対し︑相当 の期間を定 めて ︑料金の上限を変更す べきことを命ずるこ とができる ︒
７ 総務大臣は︑第三項又は第五項の規定により届け出られた料金が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは︑公社に対し︑相
当の期間 を定めて ︑その料金を 変更す べきことを 命ずることができる︒
一 社会的経 済的事情に照らして 著しく不適切であり︑利用者の利便を阻害するお それがあるものであるとき ︒
二 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき︒
三 一般の金融機関との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるも のであるとき︒
︵国際郵便為替に関する料金︶
第三十八条の四 公社は︑第六条第二項に規定する国際郵便為替に関する料金を定めようとするときは︑あらかじめ︑総務大臣に届け出な
ければならない︒これを変更しようとするときも︑同様とする︒
２ 総務大臣は︑前項の規定により届け出られた料金が郵便為替に関す る条約の規定に適合しないと認められるときは︑公社に対し︑相当
の期間を定めて ︑その料金を変更すべきこ とを命ずることができる ︒
︵協議︶
第三十八条の五 総務大臣は︑第三十八条の三第一項の認可をしようとするとき及び同条第六項の命令をしようとするときは︑財務大臣に
協議しなければならない︒
︵審議会等への諮問︶
第三十八条の六 総務大臣は︑第三十八条の三第一項の認可をしようとするとき又は同条第六項若しくは第七項の命令をしようとするとき
は ︑審議会等︵国家行政組織法︵ 昭和二十三年法律第 百二十号︶第八 条に規定する機関をいう ︒︶で 政令で定 めるものに 諮問しなければ
ならない︒
︵総務省令への委任︶
第三十八条の七 この法律に規定するもののほか︑この法律の施行に関し必要な事項は︑総務省令で定める︒
第六章 罰則
第三十八条の八 次の各号のいずれかに該当する場合には︑その違反行為をした公社の役員は︑二十万円以下の過料に処する︒
一 第三十八条の三第一項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において︑その認可を受けなかつたとき︒
二 第三十八条の三第三項 若しく は第五項 又は第三十 八条の四第一項の規定により 総務大臣に 届出をしな ければならな い場 合において ︑
その届出をしなかつたとき︒
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○

三

第三十八条の三第六項若しくは第七項又は第三十八条の四第二項の規定による命令に違反したとき︒

郵便振替法︵昭和二十三年法律第六十号︶︵抄︶

第一章 総則
第一条︵この法律の目的︶ この法 律は︑郵便振替を簡易で確実な送金及び債権債務の決済の手段としてあまねく公平に利用させることに
よつて︑国民の円滑な経済活動に資することを目的とする︒
第二条︵郵便振替の実施︶ 郵便振替の業務は︑この法律の定めるところにより︑日本郵政公 社︵以下﹁公社﹂という︒︶が行う︒
第三条︵政府保証︶ 政府は︑法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律︵昭和二十一年法 律第二十四号︶第三条の規定にかかわら
ず︑郵便振替として 受け入れた口座の預り金の払 出しに係る公社の債 務を保証する︒
第四条︵郵便振替に関する料金︶ 郵便振替に関する料金は︑郵便振替事業の能率的な経営の下における適正な費用を償い︑その健全な運
営を図ることができるに足 りる収 入を確保す るものでなければならない︒
第五条︵印紙税の免除︶ 郵便振替に関する書類には︑印紙税を課さない︒
第六条︵郵便振替に関する条約︶ 郵便振替に関し条約に別段の定のある場合には︑その規定による︒
② 国際郵便振 替に関する 料金は︑ 条約に料 金の範囲が 規定されて いると きは︑その 範囲内にお いて ︑条約 に料金 の範囲が規 定されて いな
いときは︑万国郵便連合の郵便振替に関する約 定に規定す る同種の料 金を超えない範囲 内において ︑公社が定める︒
第七条︵業務の態様︶ 郵便振替においては︑加入者のために口座を設けて︑左の取扱をする︒
一 加入者又は 加入者でな い者の払い込む 金額を口座に受け入れること ︒
二 加入者の口座から加入者の指定する他の口座へ預り金の振替をすること︒
三 加入者の口座の預り金を払い出して︑その加入者又はその他の者に払出金を払い渡すこと︒
第八条︵口座 の名称︶ 口座は︑加入者の氏名︵法人の場合には その名称︒以下本 条において 同じ︒︶を 以て その名称とす る︒
② 加入者の商号︑屋号その他氏名以外の名称は︑公社の定めるところにより︑公社の承認を受けて︑これを口座の名称として使用するこ
とができる︒
第十条︵代理署名人︶ 加入者の指定する代理署名人は︑加入者に代つて︑振替及び払出しの請求その他公社の定める請求又は届出をする
ことができる︒
② 代理署名人は︑一人に限る︒
第十一条︵参加署名人︶ 参加署名人は︑一人に限る︒
第十二条︵法人でない団体の代表者︶ 法人でない団体の郵便振替においては︑その団体の代表者一人を定めなければならな い︒
② 前項の郵便振 替に関する権利義 務について は︑その代 表者を加入者とみなす ︒
第十三条︵郵便振替に関する加入者の権利の譲渡︶ 郵便振替に関する加入者の権利は︑公 社の承認を受けて ︑これを譲 り渡すことができ
る︒
前項の規定に よる譲渡があつたときは︑譲受人は︑譲 渡人が当該口座に関し公社に対して 負う 義務を承継する︒
②
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第十八条︵払込み︑振替及び払出しの料金︶ 払込み︑振替及び払出しの料金は︑公社が定める︒
第十九条︵払込み及び払出しの料金の免除︶ 加入者が︑公社の定めるところにより︑自己の口座に払込みをし︑又は自己を受取人に指定
して 現金払の請求をする場合には ︑前条の料金を免除す る︒
② 前項の場合にお いて ︑当該 加入者が払出金に関する受 取人の権利を譲り渡したときは︑前条に 規定する払出しの料金をその加入者から
徴収する︒
第二十条︵料金徴収方法︶ 払込みの料金は払込人からこれを徴収し︑振替及び払出しの料金は預り金を払い出す口座の預り金から控除し
てこれを徴収する︒
② 払込み又は振替の料金︵第二十八条第二項に規定する料金を含む︒以下こ の項において同じ︒︶をその払込金又は振替金を受け入れる
口座の加入者が負担する旨を表示した払込 書又は払出書によりする払込み又は振替の料金及び加入者が自己の口座に払込みをする場合に
おける払込みの料 金は︑当該口座の預り金から控除してこ れを徴収す る︒第二十七条第一項ただし書の公 社の定める場合にお いて ︑払込
金又は振替金を受け入れる口座の加入者から︑公社の定めるところにより︑当該料金を負担する旨の申出があるときも︑同様とする︒
③ 払込︑振 替及び払出の料金以外 の郵便振替に関す る料金は︑ 加入者 から徴収す る場合には 加入者の口座の預り金から控除してこれを徴
収することができる︒
④ 代金引換の取扱において郵便物の差出人の指定に従い郵便局において引換金を当 該差出人の口座に払い込んだ場合における払 込の料金
は︑当該口座の預り金から控除してこれを徴収する︒
第二十一条︵料金の還付︶ 郵便振替に関す る既納の料金は︑次のものに限り︑これを納付した者の請求に より還 付する︒
一 過納又は誤納の料金
二 郵便振替に関する 業務に従事する者の過失によつて請求に係る取扱いその他の公社の定める郵便振替に関する取扱いの全部若しくは
一部をしなかつた場合又は郵便振替に関する業務に従事する者の過失によつてこれと同様の結果を生じた場合におけるその取扱いの料
金の額又はその範囲内において公社の定める額
② 前項の請求は︑その料金を納付した時から一年を経過したときは︑これをすることができない︒
第二十二条︵ 利用の制限及び業務の停止︶ 公社は︑天災その他やむを 得な い事由がある場合において ︑重要な 業務の遂行を確保する ため
必要が あるときは ︑郵便局を 指定 し︑かつ︑期間を定めて ︑郵便振替の利 用を制限し ︑又は 業務の一部を 停止することができ る︒
第二十三 条︵非常取扱い︶ 公 社は︑ 天災その他非常の災害があつた場 合にお いて ︑その 災害を受け た加入者又は受取 人の緊急な 需要を充
たすため必要があるときは︑公社の定めるところにより︑郵便局を指定し︑かつ︑期間を定めて︑郵便振替に関し︑料金を免除し︑又は
便宜の取扱いをすることができる︒
第二十三 条の二︵寄附金の送金のための払込み及び振替の料金の免除︶ 公社は︑天災その他非常の災害があつた場合には︑総務省令で定
めるところにより︑地方公共団体︑共同募金会︑共同募金会連合会その他公社の定める法人又は団体の口座︵当該法人又は団体の申請に
より公社の指定するものに 限る︒次項において 同じ︒︶に対してす る当該災害の被災者の救援を 目的とす る寄附金の送金のための払込み
及び振替につき︑その料金を免除することができる︒
② 公社は︑総務省令で定めるところにより︑次に掲げる事業を行う法 人又は団体であつて 公社の定めるものの口座に対 してする当 該事業
の実施に必要な費用に充て ることを目的とする寄附金の送金のための払込み及び振替につき︑その料金を 免除す ることがで きる︒
一 社会福祉の増進を目的とする事業
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二 がん︑結核︑小児まひその他特殊な疾病の学術的研究︑治療又は予防を行う事業
三 地球環境の保全を図るために行う事業
第二章 加入
第二十 四条︵口座の開設︶ 公 社は ︑郵便振替の加入の申込みがあつた場合においてこ れを承諾したときは ︑口座を開設する︒
第二十五条︵加入の制限︶ 前条の申込みをした者が第五十六条第一項第一号から第三号までの事由により除名された者であるときは︑公
社は︑口座を開設しないことができる︒
第三章 払込み︑振替及び払出し
第一節 通則
第二十七条︵払込み︑振替及び払出しに使用する書類︶ 払込みは︑払込書をもつて︑振替の請求は︑払出書をもつて︑払出しの請求は︑
払出書又は小切手をもつてこ れをしなければな らない︒ただし︑公社の定 める場合は︑この限りで ない︒
② 払込 書︑払出書及び小切手には公 社の発行す る用紙を使用しなければならない︒ただ し︑払込書の用紙及び公社の定める払出書の用紙
は ︑公社の定 める様式に従い︑こ れを私製することができる︒
③ 前項の用紙は︑公社の定めるところにより︑無償で 払込人又は 加入者に交付する ︒
第二十八条︵通信文︶ 払込人又は加入者は︑公社の定めるところにより︑払込金若しくは振替金を受け入れる口座の加入者又は払出金の
受取人への通信文の通知を請求することができる︒
② 公社は︑請求により前項の通知を行うときは︑公社の定める額の料金を徴収することができる︒
第二十九条︵現在高を超える小切手の振出しの禁止︶ 加入者は︑口座の現在高を超えて小切手を振り出すことができない︒
第三十条︵受払通知︶ 口座に払込金若しくは振替金を受け入れ又は口座から預り金を払い出したときは︑公社の定めるところにより︑そ
の受払高又は口座の現在高をその加入者に通知する︒
第三十一条︵特殊取扱等︶ 公社は︑公社の定めるところ により︑次に掲げる特殊取扱を実施する︒
一 払込み ︑振替又は払出しに関する 書類の送達又は通知につ いて ︑ 特別に速やかに到達 させる方法その他公社の定める特別な方法によ
りする取扱い
二 払込金額︑振替金額その他の口座への受入れに関する事項を証明し︑その証明に係る書類を払込金又は振替金を受け入れる口座の加
入者に交付し︑又は送達する取扱い
三 振替金額︑払出金額その他の口座からの払出しに関する事項を振替金を受け入れる口座の加入者又は払出金の受取人に通知する取扱
い
四 前三号に掲げる取扱いに準ずるもの
② 公社は︑前項に規定するもののほか︑公社の定めるところにより︑郵便振替の利用に密接に関連する役務でその利用上の便益を高める
ものを提供する取扱いであつて次に掲げるも のを実施す ることがで きる︒
一 払込人又は払込金若しくは振替金を受け入れる口座若しくは預り金を払い出す口座を特定するために必要な事項を電磁的方式によつ
て記録したカードを発行する取扱い
口座の名称その他の口座への受入れに関する事項を払込書の用紙に表示する取扱い
前二号に掲げる取扱いに準ずるもの
二
三

- 19 -

③ 第一項の規定に よる特殊取扱及び 前項の規定による取扱 いについて は︑公 社の定める 額の料金を 納付しなければな らな い︒
第二節 払込み
第三 十二条︵払 込み︶ 払込みにおいては︑公社は︑払 込人の指定する口座に払込金を受け 入れ る︒
第三十五条︵払込みの取消し︶ 払込人から払込みの取消しの申出があつた場合には︑公社は︑払込金をまだ口座へ受け入れて いないとき
は払込金を払込人に還 付し︑払込金を既に口座に受け入れた後であるときはその旨を払込人に通知する︒
② 公社は︑前項の規定による取扱いをするときは︑公 社の定める額の料金を徴収することができる︒
第三節 振替
第三十六条︵振替︶ 振替においては ︑公社は︑加入者の請求により︑当該加入者の口座から預り金を払い出して ︑こ れを加入者の指定す
る他の口座に受け入れる︒
第三十七条︵振替の請求の取消し︶ 振替の請求をした加入者から振替の請求の取消しの申出があつた場合には︑公社は︑預り金をまだ払
い出して いないときは払出しをせず︑預り金を既に払い出した後でまだ他の口座へ受け入れていないときは払い出した金額を当該加入者
の口座に戻し入れ︑払い出した預り金を既に他の口座に受け入れた後であるときはその旨を加入者に通知する︒
② 前項の規定による取扱いをする場合にお いては︑第三十五条第 二項の規定を準用する︒
第三節の二 振替の定期継続取扱い
第三十七条の二︵定期継続振替︶ 定期に継続して その口座の預り金をもつて電 気事業︑ガス事業又は水道事 業の料金その他公社の定める
料金の支払をする加入者で 公社の定める基準に適合するものは︑こ の節で 定めるところにより︑定期に継続してする振替︵以下﹁定期継
続振替﹂という︒︶の取扱いを受けることがで きる︒
第三十七条の三︵振替 ︶ 定期継続振替においては ︑公社の定 めるところにより︑前条に規定する料金を支払う加入者が ︑当 該料金を収納
す る加入者と協議して 公社に申出をし︑公 社において ︑その申出に基づ き︑当該料金を収納す る加入者からの当 該料金の支払の催告に 応
じて ︑当該料金の額に相当す る金額を当該申出をした加入者の口座の 預り金から払い出 し︑これを当該料 金を収納す る加入者の口座に受
け入れる︒
② 定期継続 振替の料金は︑前項の規定に より預り金を受け入れる口座の預り金から控除して 徴収する︒
第三十 七条の四︵ 振替ができな い場 合の通知︶ 公社は︑前条第一項 の催告を受けた場合において ︑口座の現在高の不足により当 該催告に
係る料金の額に相当する金額を当該料金を支払う 加入者の口座の預り金から払 い出すことができないときは ︑その旨を当該料金を収納す
る 加入者に通知する︒
第三十七条の五︵定期継続振替の取扱いの廃止︶ 第三十七条の三第一項の申出をした加入者から定期継続振替の取扱いの廃止の申出があ
つた場合においては ︑第三十七 条の規定を準用す る︒
第四節 払出し
第三十八条︵払出し︶ この法律に特別の定めのあるもののほか︑払出しは現金払及び小切手払とする︒
② 現金払においては︑公社は︑加入者の請求により︑当該加入者の口座から預り金を払い出し︑次に掲げる方法により︑当該加入者の指
定する受取人に払出金を払い渡す︒
一 払出金額及び受取人を表示す る払出証 書を発行して︑これを受取人に送達し︑又は加入者に交付し︑その払出証書と引換えにその額
に相当する現金を交付する方法
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二 公社の定めるところにより払出金額に相当す る現金を受取人に交付する方法
三 公社の定めるところにより払出金額に相当する現金を受取人に送達する方法
③ 小切手払に おいては︑公社の定 めるとこ ろにより︑ 加入者が振 り出し た小切手の提示があつ たときに︑ その小切手金額を当該加入者の
口座の預り金から払い出し︑その小切手と引換えに小切手金額の現金を払い渡す︒
④ 前二項の規定は︑払出金を手形交換所における交換決済により払い渡すことを妨げない︒
第三 十八条の二︵払渡方法 の変更︶ 公社は︑前条第二項第二号に 掲げ る方法による現金払において ︑受取 人の請求があるときは︑同項第
一号又は第三号に 掲げる方法 ︵同項 第一号に掲げる方法に ついては︑公社に おいて 払出証 書を送達する場 合に係るも のに限る︒ ︶による
払渡しの取扱いをする︒ただし︑その請求後に受取人の所在不明その他の事由により払出金を払い渡すことができなくなつた場合におい
て 第四十三条の規定によりその払 出金を口座に戻し入れることとなるときは︑この限りでない︒
② 前項の規定による取扱いについては︑受取人から公社の定める額の料金を徴収する︒この場合において ︑当 該料金の徴収は︑払出証書
に表示す べき金額又は受取人に送達す べき金額から控除することにより行う︒
第三十九条︵払出証書の金額の制限︶ 払出証書の金額は︑一枚につき︑千五百万円以下とす る︒ただし︑加入者が自己を受取人に指定し
てす る現金払の請求に対して 発行する払出証 書について は︑こ の限りでな い︒
第四十条︵払出金の払渡しの停止︶ 現金払の請求をした加入者から払出金の払渡しの停止の請求がある場合には︑公社は︑払出金をまだ
払い渡して いないときは払出金の払渡しを停止し︑払出金を既に払い渡した後で あるときは その旨を加入者に通知する︒
② 前項の規定に基づく払渡しの停止は︑加入者の請求があるときは︑こ れを解除す る︒
③ 前二項の規定に よる取扱いをす る場合にお いては︑第 三十五条第二項の規定を準用する︒
第四十一条︵払出しの請求の取消し︶ 現金払の請求をした加入者から払出しの請求の取消しの申出があつた場合には︑公社は︑預り金を
まだ払い出して いないときは払出しをせず︑預り金を既に払い出した後で払出金をまだ払い渡 して いないときは払い出した金額を口座に
戻し入れ︑払出金を既に払い渡した後であるときはその旨を加入者に通知す る︒
② 前項の規定による 取扱いをす る場 合においては ︑第三十五 条第二項 の規定 を準用する ︒
第四十二条︵払出証書の留置︶ 払出証書は︑公社の定めるところにより現金払の請求の際加入者が請求したときは︑これを当該加入者の
指定す る郵便局に留め置き︑受取人の出頭をまつて その者に交付する︒
第四十二条の二︵払渡済み等の通知︶ 現金払の請求の際加入者が請求したときは︑払出金を払い渡したときにその旨を当該加入者に通知
する︒
② 現金払の請求の際加入者が請求 したときは︑公社の定める期間 を経過しても払出金をまだ払 い渡していないときにその旨を当該加入者
に通知す る︒
③ 前項の規定による取扱いのほか︑加入者が請求したときは︑当該請求後に当該加入者の口座の預り金から現金払の請求により払い出さ
れた払出金のうち公社の定 める期間を経過してもまだ払 い渡して いないも のについて ︑公社の定 める期間 ごとに︑当該加入者に通知する ︒
④ 前三項の規定 による取扱いにつ いては︑公 社の定める 額の料金を 納付しなければな らな い︒
第四十二条の三︵払渡 済否の調査︶ 現 金払の請求 をした加入者の請求があると きは︑公社において払 出金が 払渡済みで あるかどう かを調
査してその結果を当該加入者に通知する︒
前項の規定による取扱いについては︑第三十五条第二項の規定を準用する︒
②
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第四十三条︵払出金の戻入れ︶ 受取人の所在不明その他の事由により払出金を払い渡すことができないとき︑又は第四十二条の場合にお
いて 受取人が当 該証書の 発行の日 から公 社の定める 期間内に出頭しな いときは︑ その払出金を口座に戻し入れる︒
第四十四条︵返 戻受払︶ 公社は︑払出しを請求した加入者の請求があるときは︑当 該加入者が 他人を受取人に指定して払出しを請求した
場合における払出証 書で当該受 取人から交付されたものに よつて ︑当 該 加入者に払出金を払い渡し︑又は その口座に払出金を戻し入れる︒
第四十五条︵払出金に関する権利の譲渡︶ 払出金に関する受取人の権利は︑銀行その他公 社の定める金融機関︵以下﹁ 銀行等﹂と いう︒
︶以外の者にこれを譲り渡すことができない︒
② 払出金に関す る受取人の権利の銀行等への譲渡は︑当 該払出金に係る払出証書を銀行等に引き渡さなければ︑こ れをもつて 公社その他
の第三者に対抗することができない︒
③ 前項の譲渡には︑民法︵明治二十九年法律第八十九号︶第四百六十七条及び第四百六十八条の規定を適用しない︒
第四十八条︵払出証書の有効期間︶ 払出証書の有効期間は︑その発行の日から六箇月とする︒
② 加入者又は受取人が︑その責に帰すべからざる事由により︑前項の 有効期間内に払出金の払渡し又は戻入れの請求をすることができな
かつたときは︑その事由により請求をすることができなかつた日数は︑これを同項の有効期間に算入しな い︒
第四十九条︵払出証書の再交付︶ 公社は︑次に掲げる場合において︑払出しを請求した加入者又は受取人の請求があるときは︑払出証 書
を再交付する︒
一 払出証 書が亡失されたとき︒
二 払出証書が 汚染され︑又はき損されたため記載事項が分からなくなつたとき︒
三 払出証書の有効期間が経過したとき︒
第五十条︵払出金等に関する権利の消滅︶ 払出証 書の有効期間の経過後三年間︑払出証書の再交付又は払出の請求の取消がないときは︑
その払出証書に表示された金額に関する加入者及び受取人の権利は消滅する︒
第五節 払出しの簡易取扱い
第五十条の二︵簡易払 ︶ 定期に 多数の払出しの請求をする加入者で公 社の定 める基準に 適合するものは︑公社の承認を受けて ︑この節の
定めるところにより︑簡易な払出し︵以下簡易払という︒︶の取扱いを受けることができる︒
第五十 条の三︵払 出し︶ 簡易払に おいては︑加入者の請 求により︑公社の定めるところにより︑当 該加入者の指定する受取 人に対する 支
払通知書を発行し︑当該支払通知書と引換えにこ れに表示された金額 の現金を当該受取人に払い渡し︑その払い渡した金額を当該加入者
の口座の預り金から払い出す︒
第五十条の四︵支払通知書の金額の制限︶ 支払通知書の金額は︑一枚につき︑三十万円以下とする︒
第五十条の五︵払出金の払渡し等︶ 公社は︑支払通知書に記載された払渡しの期間の経過後は︑当 該支払通知書に係る払出金の払渡しを
しない︒ただし︑不可抗力によつて払い渡すことができなかつ た場合その他公社の定める特別な事由がある場合は︑この限りでない︒
② 前項の払渡しの期間は︑公社が定める︒
③ 支払通知書が 汚染され︑又はき損されたため︑その記載事項のうち公社の定める事項が分からなくなつたときも ︑第一項本文と同様と
する︒
支払通知書は︑再交付しない︒
第一項又は第三項の規定により 支払通知書に係る払出金が払い渡されな いこととな つた場合に おいては ︑当 該支払通知書の 発行は︑初
④
⑤
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からなかつたものとみなす︒
第五十条の六︵簡易払の取扱いを受ける預り金の計算上の特例︶ 簡易払の取扱いを受ける口座につき第五十条の三の規定による支払通知
書の発行があつた場合には︑当該口座に係る振替︑払出し︵当該支払通知書に係るものを除く︒︶又はその後の支払通知書の発行につい
ては︑当該発行の日から公社の定める期間内に 限り︑当該発行に係るすべて の支払通知書に表示された金額の合計額から当該支払通知書
により当該口座の預り金から既に払い出された払出金額の合計額を控 除した金額は︑当該口座の預り金から既に払い出されたものとして
取り扱う︒
② 前項の規定は ︑第二十九 条の規 定に基づく 小切手の振 出しの禁止に係る 口座の現在 高の計算に ついて 準 用する︒
第五十条の七︵準用規 定︶ 簡易払の払出金については︑第三十八条第 四項及び第四十五 条の規定を準用す る︒こ の場合において ︑第三十
八条第四項﹁前二項﹂とあるのは︑﹁第五十条の三﹂と読み替えるものとする︒
第六節 特殊受払
第五十一条︵電波利用料の払出し︶ 郵便振替の加入者たる電波利用料︵電波法︵昭和二十五年法律第百三十一号︶第百三条の二第四項に
規 定する電波 利用料をいう︒以下こ の項に おいて 同じ ︒︶を納付す べき者が当 該電 波利用料を その口座の預り 金をもつて 納付す べき旨を
申し出たときは 総務省の内 部部局として 置かれる局で 電 波利用料に関する 事務を所掌するもの︵次項にお いて﹁電 波利用料主管局﹂とい
う︒︶からの電波利用料の納付の催告に応じて ︑電波利用料 の額に相当する金額をその口座の預り金から払い出す︒
② 前項の規定による払出しの料金は︑電波利用料 主管局にお いて ︑こ れを納付する︒
第五十二条︵国税の払出し︶ 郵便振替の加入者たる国税︵国税通則法︵昭和三十七年法律第六十六号︶第二条第一号に規定する国税をい
う︒以下こ の項にお いて 同じ︒ ︶を 納付す べき 者が当 該国 税をその口 座の預 り金をもつて 納付す べき旨を 申し出たと きは︑同法 第三十四
条の二第一項の依頼に よる納付書の送付に応じて ︑国税の額に 相当す る金額をその口座の預 り金から払 い出す ︒
② 前項の規定による払出しの料金は︑国税庁において︑これを納付す る︒
第五十二条の二︵国民年金の保険料の払出し︶ 郵便振替の加入者たる国民年金の保険料︵国民年金法︵昭和三十四年法律第百四十一号︶
第八十七条第一項に規定する保険料を いう︒以下こ の項において 同じ︒︶を納付すべき者が当該保険料をその口座の預り金をもつて納付
す べき旨を申し出たときは︑社会保険庁からの保険料 の納付の催 告に 応じて ︑保険料の額に相当する金額をその口座の預り金から払い出
す︒
② 前項 の規定による払出しの料金は ︑社会保険 庁において ︑これを納 付する ︒
第四章 脱退及び除名
第五十四条︵脱退の申出︶ 加入者は︑郵便振替を脱退しようとす るときは︑公社にその旨を申し出なければならない︒
② 加入者は︑前項の規定により申し出た後は︑振替若しくは払出を請求し︑又は小切手を振り出すことができない︒
第五十五条︵口座の閉鎖︶ 加入者から脱退の申出があつたときは︑公 社は︑口座を 閉鎖して︑脱退を申し出た者の指定に従い︑預り金残
額を 他の口座に振り替え︑又は公 社の定めるところによりその者を受取人として預り金残額を払 い渡す︒
第五十六条︵除名︶ 公社は︑次の場合には︑加入者を除名することができる︒
一 加入者が第二十九条の規定に違反したとき︒
二 当該口座の預り金︵第五十条の六第一項の規定に より当該口座の預り金から既に払い出されたものとして取り扱われる金額があると
きは︑当該金額を控除した金額︶の不足により︑振替︑払出し又は第五十条の三の規定による支払通知書の発行ができなかつたとき︒
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三 加入者が料金の納付を怠り︑又は不法に料金を免れるような行為をしたとき︒
四 三年間当該口座への払込み及び当該口座からの払出しがなかつたとき︒
② 前項の規定による除名があつたときは︑公社は︑口座を閉鎖して ︑除名された加入者を預り金残額の受 取人と して預り金残額を表示す
る払出証書を発行し︑その払出証書と引換えにこれに表示された金額の現金を払い渡す︒
第五十七条︵準用規定 ︶ 第五十 五条及び前条第二項に規定す る預り金残額につ いては︑第 四十五条の規定を 準用する︒
第五章 公金等に関する郵便振替
第五十八条︵公金に関する郵便振替︶ 公社は︑公金に関する郵便振替として︑地方公共団体又は地方自治法︵昭和二十二年法 律第六十七
号︶の規定により地方公共団体の収納若しくは支払の事務を取り扱う金融機関若しくは地方公営企業法︵昭和二十七年法律第二百九十二
号︶の規定により地方公営企業の業務に係る出納事務の一部を取り扱う金融機関を加入者とし︑当該加入者が払い込み︑又は振替を請求
する場合を除いて は︑公社の定めるところにより地方税︑分担金︑使用料 その他当 該地方公共団体 の徴収 金の納付 のための払 込金又は振
替金のみを当該口座に受け入れるための取扱いをする︒
第六十条︵払込み及び振替︶ 公金に関する郵便振替の口座への払込みは︑当該口座の加入者又は市町村若しくはその組合若しくは第五十
八条の金融機関がする場合を除いては︑第二十七条第一項の規定にかかわらず︑納税通知書その他公社の定める納入に関する書類をもつ
てこれをしなければならない︒
② 公金に関する郵便振替の口座への振替を請求する場合には︑当該口座の加入者又は市町村若しくはその組合若しくは第五十八条の金融
機関が請求するときを除いては︑払出書に前項に規定する書類を添付しなければならない︒
③ 公 金に関す る郵 便振替にお いて は ︑当 該口 座の加入者がする場合を 除いては︑払込 の取消及び振替の請 求の取消 をすることができな い︒
第六十二条︵取扱料金の徴収方法︶ 公金に関する郵便振替の口座の加入者並びに市町村及びその組合並びに第五十八条の金融機関以外の
者が当該口座に払い込み又は振替を請求す る場合における払込み又は振 替の料金は ︑当該口座の預り金から控除してこれを徴収する︒ た
だし︑公社の定めるところにより︑当該口座に係る地方公共団体の申出があるときは︑当該払込み又は振替の料金︵地方税又は電気事業
︑ガス事業若しくは水道事業の料金その他公社の定める料金の納付のための払込み又は振替の料金を除く︒︶は︑払込人から︑又は預り
金を払い出す 口座の預り金から控 除して ︑これを徴収する︒
第六十三条︵電気事業等の料金︶ 第五十八条及び第六十 条の規定は︑電気事業法︵昭和三十九年法律第百七十号︶による電気事業者︑ガ
ス事業法︵昭和二十九年法律第五十一号︶によるガス事業者又は日本放送協会を加入者とし︑当該加入者に電気事業若しくはガス事業の
料金又は放送法︵昭和二十五年法律第百三十二号︶第三十二条第二項に規定する受信料を納付するための払込金又は振替金のみを当該口
座に 受け 入れる ための取扱 いにつ いて ︑これ を準用する ︒
② 前項に規定する取扱いに係る口座の加入者以外の者が電 気事業若しくはガス事業の料金又は受信料を納付するため︑当該口座に払い込
み又は振替を請求する場合における払込み又は振替の料金は︑当該口座の預り金から控除して徴収する︒
第六十三条の二︵公庫等の償還金等︶ 第五十八条及び第六十条の規定は︑国民生活金融公庫︑独立行政法人住宅金融支援機構︑農林漁業
金融公庫︑中小企業金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫︵以下﹁公庫等﹂という︒︶︑公庫等の業務の一部を代理する金融機関若し
くは公庫等から業務の委託を受けた金融機関又は独立行政法人日本学生支援機構を加入者とし︑当該加入者に公庫等の貸付けに係る償還
金又は独立行政法人日本学生支援機構の貸与に係る返還金を納付す るための払込金又は振替金のみを当該口座に受け入れるための取扱い
について︑これを準用する︒
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第六十四条︵日本銀行当座預金口座払︶ 郵便振替の加入者たる銀行その他の公社の定める金融機関は︑公社の承認を受けて︑当該加入者
の口座で 郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関す る法律︵平成十年法律第七十八号︶第二 条第一項の規定に よる事務の委託
又は 同法第四条第一項の規 定による事務の受 託に係る資 金の公社と の間 の授受に係るものその他公社の定めるものについて︑当該加入者
が日本 銀行において 有する当座預金の口座への振込みによる払出し︵次項において﹁日本銀行当座預金口座払﹂という︒︶の取扱いを受
けることができる︒
② 日本銀行当座預金口座払においては︑公社は︑前項に規定する加入者の請求により︑同項に規定する当 該加入者の口座から預り金を払
い出し︑当該加入者が日本銀行にお いて 有する当座預金の 口座への払出金の振込みによる方法により払い渡す︒
第六章 雑則
︵料金︶
第六十五条 公社は︑第十八条に規定する払込み︑振替及び払出しの料金︵第六条第二項に規定する国際郵便振替に係るものを除く︒以下
この条に おいて同じ︒︶の上限を定め︑総務大臣 の認可を受けなければならな い︒こ れを変更しようとするときも︑同様とする︒
２ 総務大臣は︑前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合して いると認めるときでなければ︑同項の認可をしてはならない︒
一 当該具体的な役務の提供に要する費用︑物価その他の経済事情及び少額の送金の利用者の利便を参酌したものであること︒
二 一般 の金融機関 の送金又は 債 権債 務の決済の 手数料につ いて 配意 したもので あること ︒
３ 公社は ︑第十八条に規定する料金を定めようとするときは ︑あらかじめ︑総務大臣に届け出なければならない︒これを変更しようとす
るときも︑同様とする︒
４ 前項の料金は︑第一項の認可を受けた料金の上限の範囲内でなければならない︒
５ 公社は ︑第三項に規定するも ののほか︑郵便振替に関する料金を定めようとするときは︑あらかじめ︑総務大臣に届け出なければなら
な い︒これを変更しようとするときも︑同様とする︒
６ 総務大臣は︑第一項の規定により認可をした料金の上限が経済事情の変動その他の事由により第二項の規定の趣旨に照らして著しく不
適当となつたと認めら れるときは︑公 社に対し︑相当の期間を定めて ︑料金の上限を変更すべきことを命ずることがで きる︒
７ 総務大臣は︑第三項又は第五項の規定により届け出られた料金が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは︑公社に対し︑相
当の期間を定めて ︑その料金を変更すべきことを命ずるこ とができる︒
一 社会的経済的事 情に照らして 著しく不適切で あり︑利用者の利便を阻害す るおそれがあるもので あるとき︒
二 特定の利用者に対し不当な差別的取扱 いをするも のであるとき︒
三 一般の金融 機関との間 に不当な 競争を引き起こすお それがあるもので あるとき︒
︵国際郵便振替に関する料金︶
第六十六条 公社は︑第六条第二項に規定する国際郵便振替に関する料金を定めようとするときは︑あらかじめ︑総務大臣に届け出なけれ
ばならない︒これを変更しようとするときも︑同様とする︒
２ 総務大臣は︑前項の規定により届け出られた料金が郵便振替に関する条約の規定に適合しないと認められるときは︑公社に対し︑相当
の期間を定 めて ︑その料金を変更すべきことを命ずることがで きる︒
︵協議︶
第六十七条 総務大臣は︑第六十五 条第一項の認可をしようとするとき及び同条第六項の命令をしようとす るときは ︑財務大臣に協議しな
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三

国家行政組織法︵昭和二十三年法律第百二十号︶︵抄︶

ければならない︒
︵審議会等への諮問︶
第六十八条 総務大臣は︑第六十五 条第一項の認可をしようとするとき又は同条第六項若しくは第七項の命令をしようとするときは︑審議
会等︵ 国家行政組織法︵昭和二十三年法律第百二十号︶第 八条に規定する機関をいう︒︶で 政令で 定めるものに諮問しなければならない︒
︵総務省令への委任︶
第六十九条 こ の法律に規定するも ののほ か︑この法律の施行に関 し必要な事項は ︑総務省令で定める︒
第七章 罰則
第七十条 次の各号のいずれかに該当する場合には︑その違反行為をした公社の役員は︑二十万円以下の過料に処する︒
一 第六十五 条第一項の規定により総務大臣の認可を受けなければならな い場合において ︑その認可を受けなかつたとき︒
二 第六十五条第 三項若しくは第五項又は第六十六条第一項の規定により 総務大臣に届出をしなけ ればな らな い場 合において ︑その届出
をしなかつたとき︒
第六十五条第六項若しくは第七項又は第六十六条第二項の規定による命令に違反したとき︒

○

印紙をもつてする歳入金納付に関する法律︵昭和二十三年法律第百四十二号︶︵抄︶

︵審議会等︶
第八条 第三条の国の行政機関には︑法律の定める所掌事務の範囲内で ︑法律又は政令の定めるところにより︑重要事項に関する調査審議
︑不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどら せるための合議制の機関を置くことがで き
る︒

〇

特定独立行政法人等の労働関係に関する法 律︵昭和二十三年法律第二百五十七号︶︵抄︶

第四条 自動 車検査登録印紙は︑地方運輸 局︑運輸監理部︑運輸 支局若しくは地方運輸局︑運 輸監理部若しくは運輸支局の事務所又は 国土
交通 大臣が委託する者が設ける自動車検査登録印紙 売りさばき所に おいて 売り渡すも のとする︒
２〜４ ︵略︶

○

︵定義︶
第二条 こ の法 律において ︑次の各 号に掲げる 用語の意義 は︑当 該各 号に定 めるところ による︒

- 26 -

一〜三 ︵略︶
四 職員 特定独立行政法人等に勤務す る一般職に属する国家公務員をいう︒
第三章 団体交渉等
︵団体交渉の範囲︶
第八条 第十一条及び第十二条第二項に規定するも ののほか︑職員に関する次に掲げる事項は︑団体交渉の対象とし︑こ れに関し労 働協約
を締結することができる︒ただし︑特定独立行政法人等の管理及び運営に関する事項は︑団体交渉の対象とすることができない︒
一 賃金その他の給与︑労働時間︑休憩︑休日及び休暇に関する事項
二 昇職︑降職︑転職︑免職︑休職︑先任権及び懲戒の基準に関する事項
三 労働に関する安全︑衛生及び災害補償に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか︑労 働条件に関する事項
︵交渉委員等︶
第九条 特定独立行政法 人等と組合との団体交渉は︑専ら︑特定独立行政法人等を代表する交渉委員と組 合を代表する交渉委員とにより行
う︒
第十条 特定独立行政法人等を代表す る交渉委員は当該特定独立行政法 人等が ︑組合を代表する交渉委員は当該組合が 指名する︒
２ 特定独立行政法人等及び組合は︑交渉委員を指名したときは︑その名簿を相手方に提示しなければならな い︒
第十一条 前二条に定めるもののほか︑交渉委員の数︑交渉委員の任期その他団体交渉の手続に関し必要な事項は︑団体交渉で定める︒
︵争議行為の禁止︶
第六章 あつせん︑調停及び仲裁
︵特定独立行政法人等担当委員︶
第二十 五条 委員会が次条第一項︑第二十七条第三号及び第四号並びに第三十三条第四号の委員会の決議︑次条第二項及び第二十九条第四
項の委員会の同意その他政令で定 める委員会の事務を処理する場合には︑これらの事務の処理には︑公益を代表する委員のうち会長があ
ら かじめ指名する六人の 委員及び 会長︵次 条第二項︑第二十九条第二項 及び第三十 四条第二項 において﹁ 特定独 立行政法人 等担当公益 委
員﹂と いう︒︶︑労働組合法第十九条の三第二項に規定す る特定独立 行政法人︑国有林野事業を行う国の経営する 企業又は日本郵政公社
の推薦に 基づき任命された同項 に規定する六人の 委員︵次 条第二項及び第二十 九条第二項 において﹁ 特定独 立行政法人 等担当使用 者委員
﹂という︒︶並びに同法第十九条の三第二項に規定す る特定独立 行政法人職員︑国有林野事業職員又は日本郵政公社職員が結成し︑又は
加入する労働組合の推薦に基づき任命された同項に規定する六人の委員︵次条第二項 及び第二十九条第二項において﹁特定独立行政法人
等担当労 働者委員﹂と いう︒︶ のみが 参与する︒こ の場合に おいて ︑ 委員会の事務の処理に関し必要な事項は︑政令で 定める︒
︵あつせん︶
第二十六条 委員会は︑特定独立行政法人等とその職員との間に発生した紛争について︑関係当事者の双方若しくは一方の申請又は委員会
の決議により︑あつせんを行うことができる︒
２ 前項のあつせんは︑委員会の会長が 特定独立行政法人等担当公益委員︑特定独立行政法人等担当使用者委員若しくは特定独立行政法人
等担当労働者委員若しくは第二十九条第四項の調停委員候補者名簿に記載されて いる者のうち から指名す るあつせん員又は 委員会の同意
を得て 委員会の会長が委嘱す るあつ せん員によつて 行う︒
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３ 労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において 中央労 働委 員会が処理す べき 事件として 政令で 定めるものについては ︑委員会
の会長は︑前項の規定にかかわらず︑同条第一項に規定する地方調整委員のうち から︑あつせん員を指名する︒ただし︑委員会の会長が
当該地方調整委員のうちからあつせん員を指名することが適当でな いと認める場合は ︑この限りでない︒
４ あ つせん員︵委 員会の委員又は労 働組合法 第十九条の十第一項に規 定す る地方調整 委員である 者を除く ︒次項に おいて 同じ ︒︶は︑政
令で定めるところにより︑報酬及びその職務を行う ために要す る費用の弁償を受けることができる︒
５ あつせん員又はあつせん員であつた者は︑その職務に関して知るこ とができた秘密を漏らしてはならな い︒
６ 労 働関係調整法︵昭和二十一年法律第二十五号︶第十三条及び第十四条の規定は︑第一項のあ つせんについて準用する︒
︵調停の開始︶
第二十七条 委員会は︑次の場合に調停を行う︒
一 関係当事者の双方が委員会に調停の申請をしたとき︒
二 関係当事者の一方が労 働協約の定に基いて 委 員会に調停 の申請を したとき ︒
三 関係当事者の一方の申請により︑委員会が調停を行う必要があると決議したとき︒
四 委員会が職権に基き︑調停を行う必要があると決議したとき︒
五 主務大臣が委員会に調停の請求をしたとき︒
︵委員会による調停︶
第二十八条 委員会による 調停は︑当該事件について 設ける調停委員会によつて 行う ︒
︵調停委員会︶
第二十九条 調停委員会は︑公益を代表する調停委員︑特定独立行政法 人等を代表する調停委員及び職員を代表する調停委員各三人以内で
組 織する︒ただ し︑特定独立行政法人等を 代表する調停委員と職員を代表する調停 委員とは︑ 同数でなけ ればな らない︒
２ 公益を代表す る調停委員は特定独立行政法 人等担当公益委員のうちから︑特定独立 行政法人等を代表す る調停委員は特定独立行政法人
等担当使用者委員のうちから︑職員を代表する調停委員は特定独立行政法人等担当労働者委員のうちから︑委員会の会長が指名す る︒
３ 労 働組合法第十九条の十第一項 に規定する地方に おいて中央労 働委 員会が処理す べき事件として 政令で 定めるものにつ いては︑委 員会
の会長は︑前項の規定にかかわらず︑同条第一項に規定す る地方調整委員のうちから︑調停委員を 指名す る︒ただ し︑委員会の会長が当
該地方調整委員のうちから調停 委員を 指名するこ とが適当で ないと認める場合は︑この限りでない︒
４ 委員会の会長は︑必要があると 認めるときは︑前二項の規定にかかわらず︑厚生労 働大臣があらかじ め委員会の同意を得て 作成し た調
停委員候補者名簿に記載されて いる者のうち から︑調停委員を委嘱することができる︒
５ 前項 の規定による調停委員は︑政令で定めるところにより︑報酬及びその職務を行う ために要す る費用の弁償を受けることができる︒
︵報告及び指示︶
第三十一条 委員会は︑調停委員会に︑その行う事務に関し報告をさせ︑又は必要な 指示をすることができる︒
︵調停に関する準用規定︶
第三十二条 労働関係調整法第二十二条から第二十五条まで︑第二十六条第一項から第三項まで及び第四十三条の規定は︑調停委員会及び
調停について 準用する︒
︵仲裁の開始︶

- 28 -

国民生活金融公庫法︵昭和二十四年法律第四十九号︶︵抄︶

第三十三条 委員会は︑次の場合に仲裁を行う︒
一 関係当事者の双方が委員会に仲裁の申請をしたとき︒
二 関係当事者の一方が労 働協約の定に基いて委員会に仲裁の申請をしたとき︒
三 委員会があつせん又は調停を開 始した後二月を経過して ︑なお紛 争が解決しない場 合において ︑関係当事者の一方が委員会に仲裁の
申請をしたとき︒
四 委員会が︑あつせん又は調停 を行つて いる事件につ いて ︑仲裁を行う 必要があ ると決議し たとき︒
五 主務大臣が委員会に仲裁の請求をしたとき︒
︵仲裁委員会︶
第三十四条 委員会による仲裁は︑当 該事 件について 設ける仲裁 委員会によつて 行う︒
２ 仲裁委員会は ︑特定独立 行政法 人等担当公益委員の全員をもつて 充て る仲裁委員又は委員会の会長が特定独立 行政法人等担当公益委員
のうち から指名する三人若しくは五人の仲裁委員で組織する ︒
３ 労 働関係調整法第三十一条の三 から第三十四条まで 及び第四十三条の規定は︑ 仲裁委員会 ︑仲裁及び 裁定 について 準 用する︒こ の場合
にお いて ︑第三 十一条の四中﹁仲 裁委員二人以上﹂とあ るのは﹁仲裁委員 の過半数﹂と︑第三十 一条の五中﹁委員又は特別調 整委員﹂と
あるのは﹁委員﹂と読み替えるものとする︒
︵委員会の裁定︶
第三十五条 特定独立行政法人等と その職員との間に発生した紛争に係る 委員会の裁定に対して は︑当事者は︑双方とも最終的決定として
これに服従しなければならない︒
２ 政府は︑特定独立行政法人が その職員との間に発生した紛争に係る委員会の裁定を実施した結果︑その事務及び事業の実施に著しい支
障が生ずることのないよう に︑できる限り努力しなけ ればならない︒
３ 政府は︑国有林野事業を行う国の経営する企業とその職員との間に発生 した紛争に係る委員会の裁定が 実施されるように︑できる限り
努力しなければならな い︒ただし︑国有林野事業を行う国の経営する 企業の予算上又は資金上︑不可能な資金の支出を内容とする裁定に
つ いて は︑第十六条の定 めるとこ ろ による ︒
︵他の法律の適用除外︶
第三十七 条 次に掲げる法 律の規定は ︑職員につ いては︑適用しな い︒
一 国家公務員法第三条第二項から第四項まで︑第三条の二︑第十七条︑第十七条の二︑第十九条︑第二十条︑第二十二条︑第二十三条
︑第七十一条︑第七十三条︑第七十七条︑第八十四条第二項︑第八十四条の二︑第八十六条から第八十八条まで︑第九十六条第二項︑第
九十八条第二項及び第三項︑第百条第四項︑第百八条の二から第百八 条の七まで 並びに附則第十六条の規定
二 ︵略︶
２・３ ︵略︶

○
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簡易生命保険法︵昭和二十四年法律第六十八号︶︵抄︶

︵業務の範囲︶
第十八条 公庫は︑第一条に規定する目的を達成するため︑次に掲げる業務を行う︒
一 ︵略︶
二 教育︵学校教育法︵昭和二十二年法律第二十六号︶に よる高等学 校︑高等専門学校又は大学その他こ れらに準ずる教育施設として 政
令で定めるものにおいて 行われる教育を いう︒以下 同じ︒︶を受ける 者又はその者の親族に対して ︑小 口の教育資金︵教育を受ける 者
又はその者の親族が︑教育を受け︑又は受けさせるために必要な資金をいう︒以下同じ︒︶の貸付けを行うこと︒
三・四 ︵略︶
︵監督︶
第二十八条 ︵略︶
２ 主務大臣は︑この法律を施行す るため必要があると認めるときは ︑公庫からの報告又は第三十 条第一項の規定による検査の結果に基づ
き︑公庫に対して 業務に関し監督上必要な命令をすることができる︒
︵報告及び検査︶
第三十条 主務大臣は︑こ の法律を施行する ため必要が あると認めるときは︑公庫若しくは受託金融機関に対して 報告を求め︑又はその職
員に︑公庫若しくは受託金融機関の事務所に立ち 入り︑業務の状況若しくは帳簿︑書類その他必要な物件を検査させることができる︒た
だし︑受託金融機関に対しては︑当該委託業務の範囲内に限る ︒
２ 前項の規定により立入検査をする職員は︑その身分を示す証明書を携帯し︑関係人に提示しなければならない︒
３ 第 一項の規定に よる立入検査の 権限は︑犯 罪捜査のために認められ たも のと解して はならない︒
︵権限の委任︶
第三十条の二 主務大臣は ︑政令で 定めるところにより︑前条第一項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することが
できる︒
２ 内閣総理大臣は︑前項の委任に基づき︑前条第一項の規定により立 入検査をしたときは︑速やかに ︑その結果につ いて主務大臣に報告
するものとする︒
３ 内閣総理大臣は︑第一項 の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任す る︒
４ 金融 庁長官は︑政令で定めるところにより︑前項の規定により委任された権限の全部又は一部を 財務局長又は財務支局長に委任するこ
とができる︒

○

︵この法律の目的︶
第一条 こ の法律は︑国民に︑簡易に利用できる生 命保険を︑確実な経営により︑なるべく安い保険料で提供し︑もつて 国民の経済生活の
安定を図り︑その福祉を増進することを目的とする︒
︵簡易生命保険の実施︶
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第二条 この法律の規定による生命保険︵以下﹁簡易生命保険﹂という ︒︶の業務は︑日本郵政公社︵以下﹁公社﹂と いう︒︶が 行う︒
︵政府保証︶
第三条 政府は︑法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律︵昭和二十一年法 律第二十四号︶第三条の規定にかかわらず︑簡易生 命
保険契約︵以下﹁保険契約﹂と いう ︒︶に基づく保険金︑年金等の支払に係る公社の債務を保証す る︒
︵印紙税の免除︶
第四条 簡易生命保険に関する書類には︑印紙税を課さない︒
︵保険契約︶
第五条 保険契約にお いては︑公 社が 保険契約者又は第三者の生死︵常時の介 護を要する 身体障害の状 態にあることを 含む ︒︶に ついて 保
険金又は年金を支払うことを約し︑保険契約者が公社に保険料を支払うことを約するものとする︒
２ 保険契約には ︑次条に規定する簡易生命保険特約を付することができる︒ただし︑第十三条の財形貯蓄保険の保険契約にあつては︑こ
の限りで ない︒
第六条 簡易生命保険特約︵以下﹁ 特約﹂という︒︶においては ︑公社が︑前条第 一項の契約 に係る被保 険者がかかつた 疾病及び不慮 の事
故又は第三者の加害行為︵以下﹁ 不慮の事故等﹂という ︒︶により受けた傷害並びに その者の生 存について保険金を支払うことを約し︑
保険契約者が公社に保険料を支払うことを約するものとする︒
︵保険約款︶
第七 条 保険契約は︑この法律及びこの法律に基づく命令に定めるもののほか︑公社が定める簡易生命保険約款︵以下﹁保険約款﹂という
︒︶による︒
︵保険の種類︶
第八条 簡易生命保険は︑終身保険︑定期保険︑養老保険︑家族保険︑財形貯蓄保険︑終身年金保険︑定期年金保険及び夫婦年金保険とす
る︒
︵終身保険︶
第九条 終身保険とは︑被保険者が 死亡したことにより︑又は被保険者が死亡したことのほかその者の生 存中に保険約款の定める期間が満
了したことにより︑若しくは その者の保険約款の定める常時の介護を要す る身体障害の状態︵以下﹁特定要介護状態﹂という ︒︶が保険
約款の定 める期間継続したことにより保険金の支払をするも のをいう ︒
︵定期保険︶
第十 条 定期保険とは︑保険期間の満了前に 被保険者が死亡したこ とにより︑又はその期間の満了前に被保険者が死亡したこ とのほかその
者の生存中に保険期間内の保険約款の定める期間が満了したことにより保険金の支払をするものをいう︒
︵養老保険︶
第十 一条 養老 保険とは︑被保険者の生存中に保険期間が満了し︑若しくはその期間 の満了前に 被保険者が 死亡したことにより︑又はこ れ
らの事 由のほか被保険者の生存中に 保険期間内の保険約款の定める期間が満了したことにより保険金の支払をするも のをいう︒
︵家族保険︶
第十二条 家族 保険とは︑一の保険契約において保険契約者︵保険契約 者の保険契約による権利義務を第 五十九 条第二項又は第三項の規定
により承継した者を除く︒︶を主たる被保険者とし︑その者の配偶者及び子のうち保険約款の定める者をその余の被保険者とする生命保
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険であつて ︑主たる 被保険者及び配偶 者たる被保険者につき次の事由のうち 保険約款の定 める事由が 発生 したことにより︑子たる 被保険
者につき第二号に定める事由が発生したことによりそれぞれ保険金の支払をするものをいう ︒この場合において︑配偶者たる被保険者に
係る保険金の支払の事由のうち死亡以外のものは︑主たる被保険者の死亡後のものに限るものとする︒
一 その者が死亡したこと又は その者が死亡したことのほ かその者の生存中に保険約款の定める期間が満了したこと ︒
二 その者がその保険期間の満了前に死亡したこと 又はその者がその期間の満了前に死亡したことのほ かその者の生存中に保険期間内の
保険約款の定める期間が満了したこと︒
三 その者の生存中にその保険期間が満了し︑若しくはその期間の満了前に その者が死亡したこと 又はこ れらの事由のほかその者の生存
中に保険期間内の保険約款の定める期間が満了したこと︒
２ 前項の子は︑次に掲げる者に該当しな いものでなければならない︒
一 主 たる 被 保 険 者に つ いて 保 険 金 の 支払 の 事 由︵ 保 険約 款 の 定 める 期間 が 満 了 し たこ と を 除 く ︒ ︶ の 発 生 後 に ︑ 出 生 し た 者 ︵ そ の 支払
の事由が 発生した当 時胎児であ つた者を除く︒︶又は養子となつた者
二 年齢一月未満又は二十年以上の者
三 配偶者のある者
四 主たる被保険者及びその配偶者以外の者の養子となつて いる者
︵財形貯蓄保険︶
第十三条 財形貯蓄保険とは︑被保険者の生 存中の保険期間の満了又は保険契約の効力発生後における不慮の事故その他の勤労者財産形成
促進法︵昭和四十六年法律第九十二号︶第六条第一項第二号ハの規定による政令で定める特別の理由を直接の原因とする被保険者の保険
期間の満了前の死亡︵ 保険約款の定める 条件に該当するものに限る︒︶により保険金の支払をするものをいう ︒
︵終身年金保険︶
第十四条 終身年金保険とは︑保険契約の効力が発生した日若しくは 被保険者が年金支払開始年齢に達した日から被保険者の死亡に至るま
で年金の支払をし︑又は当該年金のほか︑保険約款の定めるところにより︑被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続した
ことにより割増年金の支払をするものをいう︒
︵定期年金保険︶
第十五条 定期年金保険とは︑保険契約の効力が 発生した日若しくは被保険者が年金支払開始年齢に達した日から一定の期間又は保険契約
者︵保険契約者の保険契約による権利義務を相続により又は第五十九条第一項の規定により承継した者︵以下﹁相続等承継保険契約者﹂
という︒︶を除く︒︶が死亡した日から保険期間の満了の日までの期間︑被保険者の生存中に限り︑年金の支払をするものをいう︒
︵夫婦年金保険︶
第十六条 夫婦年金保険とは︑一の保険契約において保険契約 者︵保険契約者の 保険契約に よる権利義 務を第 五十九条第 二項の規定 により
承継した者を除く︒︶を主たる被保険者とし︑その者の配偶者︵保険約款の定める要件に該当するものに限る︒︶をその余の被保険者と
する生 命保険であ つて ︑主たる 被保険者につき 第一号に掲げる日から その者の死亡に至るまで ︑配偶者たる被保険者につき第二号に掲げ
る日からその者の死亡に至るまで それぞれ年金の支払をし︑又は主たる被保険者につき第三号に掲げる日からその者の死亡に至るまで︑
配偶者たる被保険者につき第四号に掲げる日からその者の死亡に至るまで それぞれ年金の支払をするものをいう ︒
一 保険契約の効力が発生した日又は主たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日
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二 主たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日以後に死亡した日の翌日又は配偶者たる被保険者がその年金支払開始年齢に達し
た日若しくは主たる被保険者が死亡した日の翌日のいずれか遅い日
三 保険契約の効力が発生した日以後に配偶者たる被保険者が死亡した日又は主たる被保険者が その年金支払開始年齢に達した日若しく
は配偶者たる被保険者が死亡した日のいずれか遅い日
四 保険契約の効力が 発生した日以後に主たる被保険者が死亡した日又は配偶者たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日若しく
は主たる被保険者が死亡した日のいずれか遅い日
︵二の簡易生命保険を一体と して提 供する取扱 い︶
第十七条 簡易生命保険について は︑次の各号に掲げる二の簡易生命保険を一体として 提供することができる︒
一 終身保険及び終身年 金保険で 被保険者を同じくす るもの
二 終身保険及び定期年金保険で被保険者を同じくするも の
三 養老保険及び定期年金保険で被保険者を同じくするもの
四 家族保険及び夫婦年 金保険で 主たる被保険者及び配偶者たる 被保険者を同じくするもの
２ 前項第一号の終身年金保険は︑被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより割増年金を支払うこととする終
身年金保険︵以下﹁ 介護割増年 金付終身年金保険﹂という︒︶以外のものでなければならない︒
３ 第一項第二号の定期年金保険は︑保険契約の効力が発生した日又は 被保険者が年金支払開始年齢に達した日から年金の支払をするもの
でなければならない︒
４ 第 一項第三号の養老保険は 保険約款の定めるところに より保険契約 者︵ 相続 等承継 保険契約者を除く︒ 以下こ の項において 同じ︒︶が
死亡したこ とにより将来の保険料 の払込みを要しな いこととす る養老 保険︵以下﹁契約者死 亡後自動継続養老 保険﹂という︒︶でな けれ
ばならず︑同号の定期年金保険は保険契約者が死亡した日から年金の支払をする定期年金保険︵以下﹁契約者死亡後支払開始定期年金保
険﹂と いう︒︶で なければな らない︒
５ 第一項第四号の家族保険は︑主たる被保険者及び配偶者たる被保険者につき第十二条第一項第一号に定 める事由が 発生したこ とにより
それぞれ保険金の支払をするものでなければならない︒
６ こ の法律に別段の定めが ある場 合を除き︑第一項の規定により一体と して提供される終身保険 及び終身年金保険︵以下﹁ 終身年金保険
付終身保険﹂という ︒︶若しくは同項 の規定により一体として提供される終身保険及び定期年金保険︵以下﹁定期年金保険付終身保険﹂
と いう︒︶︑同項の規定により一体として 提供される養老保険及び定 期年金保険︵ 以下﹁定期年金保険付養老 保険﹂という︒︶又は同項
の規 定により一 体として提 供され る家族保険 及び夫婦年 金保険︵以下﹁夫婦年金保険 付家族保険﹂と いう ︒︶につ いては︑それぞれ終身
保険︑養老保険︵契約者死亡後 自動継続養老保険に関する別段の定めがある場合にあつて は︑契約者死亡後自動継続養老保険︶又は家族
保険に関する規定を適用するものとする︒
︵特約︶
第十八 条 特約に おいては︑被保険 者︵家族保 険及び夫婦 年金保険の 保険契約にあつて は︑主たる 被保険者 及び保険約款に定める被保険者
︶がその保険期間中に疾病にかかつたとき︑又は不慮の事故等により傷害を受けたときは︑保険約款の定めるところにより︑次に掲げる
事由に対し保険金を支払うほか︑保険約款の定めるところにより︑被保険者の生存中にその保険期間又は保険約款の定める期間が満了し
たことに対し保険金を支払う ︒
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一 当該疾病又は傷害を直接の原因とする常時の介護を要する身体障害の状態
二 当該傷害を直接の原因とする死亡又は身体障害︵常時の介護を要する身体障害の状態を除く︒︶
三 当該疾病又は傷害を直接の原因とする病院又は診療所への入院
四 前三号に掲げるもののほか︑当該疾病又は傷害によつて生じた結果
第十九条 削除
︵保険金額︶
第二十条 第五条第一項の契約に係る保険金額︵財形貯蓄保険の保険契約に係るものを除く︒︶は︑被保険者一人につき︑千万円の範囲内
において 被保険者の年 齢を考慮して 政令で 定める額 を超えてはならな い︒ただ し︑家族保 険の保険契約 の効 力発生後に当 該保険契約の被
保険者となる場合については︑こ の限りでない︒
２ 前項の保険金額には︑政令で定 める保険契約に係る保険金額のうち政令で定める額は︑これを算入しな い︒
３ 特約 に係る保険 金額は︑被保険者 一人につき ︑次に掲げ る特約の区 分に応 じ︑それぞ れ千万円を 超えて はならな い︒こ の場合において
は︑第一項ただし書の規定を準用する︒
一 第十八条第一号又は第二号に 掲げる事由︵同条に規定する保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことを含む︒︶により保険
金の支払をする特約
二 第十八条第三号又は第四号に掲げる事由︵同条に規定する保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことを含む ︒︶により保険
金の支払をする特約
第二十一条 保険金額︵特約に係るものを除く︒︶は︑保険金の支払事由が複数あるときは︑保険約款の定めるところにより︑保険金の支
払の事由に 応じて異な る額とすることができる︒こ の場合にお いて ︑ 財形貯蓄保険の保険契約について は︑被保険者が死 亡したこと によ
り 支払う場合の保険金額は ︑保険期間が満了したことにより支払う 場合の保険金額の二倍に相当する額を超えて はならない︒
２ 被保険者が死亡したことにより 支払う場合の保険金額︵特約に係るものを除く︒︶は︑保険約 款の定めるところ により︑死亡の原因又
は期間の経過に応じて 異なる額とすることができる︒
第二十二条 家族保険の 保険契約︵ 特約に 係る部分を 除く︒︶に おいて は︑主たる 被保険者以外の被保険 者が死 亡したこと により支払う場
合の保険金額は︑主たる被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額︵前条第二項の規定により主たる被保険者が死亡したこと
により支払う場合の保険金額を死亡の原因に応じて異なる額とする保険契約にあつては︑当該異なる額のうち最も多い額とする︒︶に相
当する額を超えない範囲内において︑保険約款の定めるところによる︒
︵財形貯蓄保険の保険料額︶
第二十三 条 財形貯 蓄保険の保 険契約 においては ︑保険料払 込期間内に払い込む べき保険料の総額は ︑被保 険者一人につき︑租税 特別措置
法︵昭和三十二年法律第二十六号︶第四条の二第七項第一号に規定する金額を超えてはならない︒
︵年金額︶
第二十四条 年金の額︵終身年金保険付終身保険︑定期年金保険付終身保険︑定期年金保険付養老保険及び夫婦年金保険付家族保険の保険
契約に係るものを含み ︑介護割増年金付 終身年金保険の保険契約にあ つては割増年金の額を除き︑第七十八条の規定による契約者配当と
して年金額を増 加させる保険契約 にあつて は当該増加させた額を除くも のとする︒ 以下こ の条から第二十 五条まで において 同じ︒︶は ︑
保険約 款の定めるところにより︑一年ごとに年 五パーセントの割合を 超えな い範囲内に おいて 逓増 させるものとすることができ る︒
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２ 年金の額は︑被保険者一人につき年額︵前項の規定により年金額を逓増させる保険契約にあつては︑年金の支払の事由が発生した日︵
以下﹁年金支払事由発生日﹂という︒︶から始まる一年の期間について支払う年金の年額とする︒︶九十万円を超えてはならない︒
３ 前項の年金の額には︑第二十五条の規定による配偶者たる被保険者に係る年金の額は︑これを算入しない︒
第二十 四条の二 介 護割増年金 付終 身年金保険 の保険契約 においては︑割増年金の額は ︑当 該保険契約に係 る年金の額︵前条第 一項の規定
により年金額を逓増させる保険契約にあつては︑年 金支払事由発生日から始まる一年の期間について 支払う年 金の額︶に 相当する額を超
えな い範囲内に おいて ︑保 険約款 の定めるところによる ︒
第二十 五条 夫婦 年金保険又は夫婦 年金保険付 家族保険の 保険契約に おいて は︑配偶者 たる被保険 者に係る年金の額は︑主たる 被保険者に
係る年金の額に相当する額を超えない範囲内において︑保険約款の定めるところによる︒
第二十六条 削除
︵財形貯蓄保険の保険契約者の制限︶
第二十七 条 財形貯 蓄保険の保 険契約 において は ︑保険契約 者は︑被保 険者で ︑かつ︑勤労 者財産形 成促進法第二条第 一号に規定す る勤労
者でなければならない︒
︵第三者を被保険者とする契約︶
第二十八条 終身保険︑定期保険又は養老保険にあつては第三者の死亡により保険金を支払うことを定める保険契約をし︑介護割増年金付
終身年金保険にあつて は第三者を 被保険者とする保険契約をす るには ︑その者の同意がなければならな い︒
２ 終身保険︑定期保険︑養老保険︑終身年 金保険又は定期年金保険の保険契約で第三者を被保険者とするものに特約を付す る場合には︑
前項の規定を準用する︒
︵第三者を保険金受取人とする契約︶
第二十九条 終身保険︑定期保険又は養老保険の保険契約︵特約に係る部分を除く︒︶においては︑第三者を保険金受取人とすることがで
きる︒
２ 財形貯 蓄保険の保 険契約にお いて は︑被保険者が死亡したことにより保険 金を支払う 場合の保険金受取 人に限り︑第三者を保険金受取
人とすることができる︒
第三十 条 保険契約において は︑第 三者を保険 金受取人とする場合又は第 三十四条の規定により第三者が年 金受取人となる場合において も
︑保険契約者は︑公社に対し保険料を支払わなければならな い︒
︵第三者の利益享受︶
第三十一条 保険金受取人又は年金受取人が 第三者であるときは︑その第三者は︑当 然保険契約の利益を受ける︒
︵家族保険の保険契約に係る配偶者の同意等︶
第三十二条 家族保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険︵主たる被保険者につき第十六条第三号に掲げる日から︑配偶者たる被保険
者につき同条第四号に掲げる日からそれぞれ年金の支払をする夫婦年金保険をいう︒以下同じ︒︶の保険契約をするには︑被保険者とな
る配偶者の同意がなければならない︒家族保険又は夫婦年 金保険の保険契約に配偶者を 被保険者とする特約を付する場合も︑同様とする︒
︵家族保険の保険金受取人︶
第三十三条 家族保険の保険契約︵ 特約に 係る部分を 除く︒︶にお いて は︑次の者を保険金受 取人とする ︒
一 主たる被保険者につきその者が 死亡したことにより︑又は配偶者たる被保険者につきその者の生存中にその保険期間若しくは保険約
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款の定める期間が満了したことにより保険金を支払う場合にあつて は︑配偶者たる被保険者
二 前号に掲げる場合以外の場合にあつては︑主たる被保険者
２ 前項の規定により保険金受取人となる者がない場合には︑次の者を保険金受取人とする︒
一 子たる被保険者につきその者の生存中にその保険期間内の保険約 款の定 める期間が 満了したこ とにより保険金を 支払う場合にあつて
は︑配偶者たる被保険者︒ただ し︑配偶者たる被保険者がないときにあつては︑保険金の支払の事由に係る子たる被保険者
二 前号に掲げる場合以外の場合にあつて は︑保険金の支払の事由に係る被保険者の遺族
３ 前項第二号の遺族については︑第五十五条第二項から第五項まで の規定を準用する︒
４ 次の者は︑保険金受取人となることができない︒
一 配偶者たる被保険者であつて 故意に主たる被保険者を殺したもの
二 子たる被保険者であつて 故意に主たる被保険者又は配偶者たる被保険者を殺したも の
三 第二項第二号の遺族であつて 故意に被保険者︑先順位者又は同順 位者たる べき者を殺 したもの
︵年金受取人︶
第三十四条 終身年金保険︑定期年金保険︑終身年金保険付終身保険︑定期年金保険付終身保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約に
おいては ︑被保険者︵当 該保険契約が 確定拠出年 金法︵平成十三年法 律第八十 八号︶第二十五条第四項︵ 同法第七十三 条において 準用す
る場合を含む︒︶に規定する措置として 締結されたものであるときは ︑保険契約 者︶を年金受取人とす る︒
２ 夫婦年金保 険又は夫婦 年金保険 付家族保 険の保険契約において は︑主 たる被保険 者︵主たる 被保険者の死亡後 にあつては ︑配偶者たる
被保険者︶を年金受取人とする︒
︵特約の保険金受取人︶
第三十五条 特約において は︑次の者を保険金受取人とする︒ただ し︑終身年金保険又は定期年金保険の保険契約に付されて いる特約 にお
いて ︑ 保険契約者が︑保険事 故が 発生する前に ︑第一号本 文に規定す る場合 の保険金受 取人として 保険契約者を指定 して その旨を公社に
対して表示したときは ︑その表示したところによるものとする︒
一 被保険者の死亡に係る保険金を支払う場合にあつては︑被保険者が 不慮の事故等により傷害を受けた時に死亡したとした場合に被保
険者の遺族となる者︒ただし︑被保険者が不慮の事故等により傷害を受け た時に死亡したとした場合に当該特約に係る主契約︵当該特
約が付さ れて いる保険契約における第五条第一項 の契約に係る部分 をいう︒以下同じ︒︶において保険契約者の指定した保険金受 取人
又は第三十三条第一項の規定により保険金受取人となる者があるときは︑その者
二 前号に掲げる場合以外の場合にあつては︑被保険者
２ 前項 第一号の遺 族について は︑第五十五条第 二項から第 六項まで の規定を 準用する︒
３ 第一項 ただし書の規定により指定した保険金受 取人が保険事故が発生する前に死亡し又は保険契約者でなくなり︑その後更にその指定
がな いときにおいては︑同項第一号に規定す る場合の保険金受取人は︑同号に規定す るところによるものとする︒
４ 第一項ただし書の規定による指定︵その変更を含む︒︶をする場合には︑第二十八条第二項の規定を準用する︒
︵保険契約者又は保険金受取人の代表者︶
第三十六条 同一の保険契約につき保険契約者又は保険金受取人が数人あるときは︑それらの者は︑各代表者一人を定めなければならない
︒この場合には︑その代表者は︑当該保険契約につき︑それぞれ他の保険契約者又は保険金受取人を代理するものとする︒
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２ 前項 の代表者が 定まらないとき︑又はその所在が不明で あるときは ︑当該保険契約につき保険契約者の一人に対してした行為は︑他の
者に対して も︑その効力を有する ︒
︵債務の連帯︶
第三十七条 同一の保険契約につき保険契約者が数人あるときは︑当該保険契約に関する未払保険料︑貸付金その他公社に弁済すべき債務
は︑連帯とする︒
︵無診査及び面接︶
第三十 八条 簡易生命保険で は︑被保険者の身体検査を行わない︒
２ 終身保険︑定期保険︑養老保険︑家族保険︑介護割増年金付終身年金保険若しくは配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約又は
終身年金保険︵介護割増年金付終身年金保険を除く︒︶︑定期年金保険若しくは夫婦年金保険︵配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除
く︒以下この項において 同じ︒︶の保険契約で 特約を付す るものの申込みをしようとする者は︑申込みの際︑被保険者となるべき者︵家
族保険の保険契約にあつては︑被保険者となるべき子を除き︑夫婦年金保険の保険契約にあつては︑特約に係る被保険者となるべき者に
限る︒︶をして︑保険約款の定めるところにより面接させなければならない︒
︵告知義務違反による契約の解除︶
第三十九条 終身保険︑定期保険︑養老保険︑家族保険︑財形貯蓄保険︑介護割増年金付終身年金保険︑契約者死亡後 支払開始定期年金保
険若しくは配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約又は終身年金保険︵介護割増年金付終身年金保険を除く︒︶︑定期年金保険︵
契約者死亡後支払開始定期年金保険を除く︒︶若しくは夫婦年金保険︵配偶者死亡後 支払開始夫婦年金保険を除く︒︶の保険契約で特約
を付す るものの申込みの当時︑保険契約者又は 被保険者が 保険契約に関する 質問表に掲げる質問事項につき悪意又は重大な過失によつて
事実を告げ ず︑又は真実でないことを告げたときは ︑公社は︑保険契約︵特約に係る質問事項につき悪意又は重大な 過失 によつて 事 実を
告げず︑又は真 実でな いこ とを告げたとき は︑特約に係る部分︶の 解除をすることができる︒ ただ し︑公 社がその事実を知り︑又は過失
によつてこれを知らなかつたときは ︑この限りでない︒
２ 前項の解除権は︑公社が解除の原因を知つた時から一箇月間これを行わな いときは消滅する︒保険契約が当該保険契約の効力発生の日
から二年以上継続したときも︑次に掲げる場合を除き︑同様とする︒
一 特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより保険金を支払うこととする終身保険又は介護割増年金付終身年金保険の
保険契約にあつては ︑その保険契約の効力発生後二年を経過するまでの間に被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続し
た場合において︑その者について前項の解除の原因たる事実の存するとき︒
二 契約者死亡後自動継続養老保険又は契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約にあつては︑その保険契約の効力発生後二年を経
過するまで の間に保 険契約者が 死亡し た場合にお いて ︑その 者につ いて 前項の 解除の原因 たる事 実の 存す るとき︒
三 家族保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約にあつては︑その保険契約の効力発生後二年を経過するまでの間に主た
る被保険者及び 配偶者たる 被保険 者の双方又は一方が死 亡した場合 において ︑その死 亡した者について 前項の解除の原因たる事実の存
するとき︒
四 特約にあつては︑ その保険契約の効力発生後二年を経過す るまで の間に保険金の支払の事由が 発生 した場 合において ︑その保険金の
支払の事由につ いて 前項の 解除 の原因たる 事実の存す るとき︒
︵解除の効果︶
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第四十条 前条の規定により公 社が保険契約の解除をしたときは︑その解除は ︑将来に向かつてのみ その効力を生ずる︒
２ 終身保 険︑定期保険 ︑養老保険 ︑家族保険又は 財形貯蓄保 険の保険 契約︵特約に係る部分を除く︒ ︶にお いては︑公 社は︑被保 険者が
死亡 した後又は 被保険者の 特定要 介護状態が 保険約款の定める期間 継続 し た後その者について 前 条第一項 の解除の原因たる事 実の存する
ことに より保険契約 の解除をし た場 合において も︑その被保険者の死 亡による保険金︵ 家族保険の 保険契約にあつて は︑その被保険者の
死亡後保険契約の解除までに死亡した被保険者がある場合には︑その被保険者の死亡による保険金を含む︒︶又は特定要介護状態が保険
約款の定める期間継続したことによる保険金の支払をする責めに任ぜず︑また︑既にその保険金の支払をしたときは︑その返還を請求す
ることができる︒ただ し︑保険契約 者又は保険金受取人に おいて︑当 該解除 の原因たる事実の存す る被保険者が死亡し︑又は 被保険者の
特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したこ との原因が その告げ又は告げなかつた事実に基づかないことを証明したときは ︑この
限りでない︒
３ 契約者死亡後 自動継続養老保険の保険契約︵特約に係る部分を除く︒︶においては ︑公社が保険契約者の死亡後その者に ついて 前条第
一項の解除の原因たる事実の存するこ とによりその保険契約 の解除を した場合において︑当該保険契約者の死亡後保険契約の解除まで に
保険金の支払の事由が発生したときは︑公 社は︑その保険金の支払をする責めに任ぜず︑また︑既にその保険金の支払をしたときは︑そ
の返還を請求す ることがで きる︒ただし︑相続等承継保険契約者又は保険 金受 取人に お いて ︑当 該保険契 約 者の死 亡の原因が その告げ又
は告げな かつた事実に基づかな いこと を証明したときは︑こ の限りで ない︒
４ 介護割増年金付終身年金保険の保険契約︵特約に係る部分を除く︒︶においては︑公社が被保険者の特定要介護状態が保険約款の定め
る期間継続した後その者について 前条第一項 の解除の原 因たる事実の存す ることによりその保険契約の解除をした場合には︑公社は︑割
増年金の支払をする責めに任ぜず︑また︑既にその割増年金の支払をしたときは︑その返還を請求することができる︒ただし︑保険契約
者又は年金受取人にお いて ︑当 該 被保険 者の特定要 介護状態が 保険約 款 の定める 期間継続し たことの原 因が その告げ又は 告げなかつ た事
実に基づかないことを証明したときは︑こ の限りでな い︒
５ 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約︵特約に係る部分を除く︒︶においては︑公社が保険契約
者の死亡後 その者につ いて 前条第 一項 の解除の原因 たる事実の 存することによりその保険契約の解除を した場合には︑公社は︑年 金の支
払をする責めに任ぜず︑また︑既にその年金の支払をしたときは︑その返還を請求することができる︒ただし︑相続等承継保険契約者又
は年金受取人にお いて ︑当 該保険契約者の死亡の原因がその告げ又は 告げなかつた事 実に基づかな いことを証明したときは︑この限りで
ない︒
６ 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険︵配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を第十七
条第 一項第四号 の夫婦年金 保険とする夫婦年 金保険付家族保険をいう︒以下同じ︒︶の保険契約 ︵特約に係る部分 を除く︒︶においては
︑公 社が 主たる被保険者又は配偶者たる被保険者の死亡後 その者につ いて 前条第一項 の解 除の原因た る事 実の存す るこ とに よりそ の保険
契約の解除をした場合︵主たる被保険者 及び配偶者 たる被保険 者の双方が死亡した場合にあ つては︑先に死亡した者につ いて 同項の 解除
の原因たる事実の存するこ とによりその保険契約の解除をした場合︶には ︑公社は︑年金の支払をする責めに任ぜず︑また︑既にその年
金の支払をしたと きは︑その返還を請求するこ とができる ︒ただし︑保険契約者又は年 金受取人に おいて ︑当 該被保 険者の死亡 の原因が
その告げ又は告げなかつた事実に 基づかないことを証明したときは︑この限りで ない︒
７ 特約においては︑公社は︑特約に係る保険金︵被保険者の生存中にその保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことにより支払
うものを除く︒以下こ の項に おいて 同じ︒︶の 支払の事由が 発生した後 その 保険金の支払の事由に ついて 前条第一項 の解除の原 因たる事
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実の存す ることにより特約の解除をし た場合にお いても︑特約に係る 保険金︵ その保険金の支払の事 由が 発生した後特約の解除まで に発
生した保険金の支払の事由がある場合には︑その保険金を含む ︒︶の 支払をする責めに任ぜず︑また︑既にその保険金の支払をしたとき
は︑その返還を請求するこ とがで きる︒ただ し︑保険契約者又は保険金受取人において︑当該解除の原因たる事実の存する保険金の支払
の事由の原因がその 告げ又は告げな かつた事実に基づかな いことを証 明したときは︑こ の限りでな い︒
︵解除の相手方︶
第四十一条 第三十九条の規定による解除は︑保険契約者若しくはその法定代理人を知ることができないとき︑又はこれらの者の所在を知
ることができないときは︑保険金受取人︵家族保険の保険契約にあつては保険約款の定める保険金受取人とし︑特約にあつては特約に係
る保険金受 取人とする ︒︶又は年 金受 取人︵次項に おいて﹁保険金等受取人﹂という︒︶に対する意思 表示によつても ︑これをす ること
ができる︒
２ 第三十九条第二項に規定する一箇月の期間は︑保険契約者若しくはその法定代理人又は前項の場合における保険金等受取人若しくはそ
の法定代理人を知ることができないとき︑又はこ れらの者の所在を知ることができないときは︑これらの者の所在が知れた時から 起算す
る︒
︵契約の申込みの際交付す る書面︶
第四十二条 保険契約の申込みを受けたときは︑保険約款の定めるところにより︑保険料の払込み︑保険金又は年金の支払その他保険契約
に関する事項を記載した書面をその申込みをした者に交付する︒
︵契約の成立及び効力の発生︶
第四十三条 保険契約は︑その申込みを承諾したときは︑申込みの日において成立したものとみな し︑かつ︑その日から効力を生ずる︒
︵保険証書︶
第四十四条 保険契約の申込みを承 諾したときは︑保険証書を作成し︑これを保険契約者に交付する︒
２ 保険証書に記載する事項は︑保険約款の定めるところによる︒
︵契約の申込みの撤回等︶
第四十五条 保険契約の申込みをした者は︑その申込みの日から保険約款の定める期間が経過するまでの間︑書面によりその申込みの撤回
又は当 該保険契約 の解除︵以下こ の条において ﹁ 申込みの 撤回等﹂と いう ︒︶を行うことがで きる ︒
２ 前項の規定による申込みの撤回等は︑同項の書面を発した時にその効力を生ずる︒
３ 第一項の規定により申込みの撤回等を行つた者は︑保険約款の定めるところにより︑保険料の還付を請求することができる︒
４ 申込みの撤回等の当時︑既に保険金の支払の事由が生じているときは︑当該申込みの撤回等はその効力を生じない︒ただし︑申込みの
撤回等を 行つた者が ︑申込みの 撤回等の当時︑既に保険金の 支払の事 由の生じたことを知つて いるときは ︑この限りでない︒
︵詐欺による無効︶
第四十六条 終身保険︑定期保険︑養老保険︑家族保険︑財形貯蓄保険︑介護割増年金付終身年金保険︑契約者死亡後支払開始定期年金保
険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年 金保険の保険契約にお いては︑保険契約 者又は被保険者の詐欺 による保険契約は︑無効とす る︒
２ 終身年金保険︵介護割増年金付終身年金保険を除く︒︶︑定期年金保険︵契約者死亡後 支払開始定期年金保険を除く︒︶又は夫婦年金
保険︵配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く︒︶の保険契約においては︑保険契約者又は被保険者の詐欺による特約は︑無効とする︒
︵契約の無効︶

- 39 -

第四十七条 公社又は保険契約者が︑終身保険︑定期保険︑養老保険︑家族保険又は財形貯蓄保険の保険契約の申込みの当時︑既に保険事
故︵終身年金保険付終身保険又は定期年金保険付終身保険の保険契約に係る被保険者の生存及び特約に係る保険事故を除く︒以下この項
及び次項において 同じ︒︶の生じたことを知つて いるとき︵家族保険の保険契約にあつては︑被保険者となるべき主たる被保険者の配偶
者につき既に保険事故の生じたことを知つて いるとき︶は ︑その保険契約は ︑無効とす る︒
２ 家族保 険の保険契約において は︑公 社又は保険契約者が︑ 保険契約 の申込み の当時︑被保険者とな るべき 子につき既に保険事故の生じ
たこ とを知つて いるときは ︑公社は︑その子に係る保険金の支払をする 責めに任じない︒
３ 配偶者死亡後 支払開始夫婦年金保険の保険契約においては︑公社又は保険契約者が︑保険契約の申込みの当時︑被保険者となるべき主
たる被保険者の配偶者が既に死亡したことを知つて いるときは︑その保険契約は︑無効とする︒
４ 特約にお いては︑公 社又は保険契約者が︑保険契約の申込み の当時 ︑既に特約 に係る保険事故の生じ たこと を知つて いるときは︑公社
は︑当 該疾病又は傷害について保険金の支払をする責めに任じない︒
︵定期保険の保険期間の更新︶
第 四十七条の二 定期保険の保険契約にお いては︑保険約款の定 めるところにより︑その保険 期間を更新することができる︒この場合には
︑第二十八条及び第三十八条から前条までの規定は︑適用しない︒
２ 前項 の規定により保険期間 を更新した定期保 険の保険契約について ︑第三十九条第二項︑第五十二条第 一項︑第五十六条第一項︵第二
号から第四号までを除く︒︶及び第七十六条第一項の規定を適用する場合には︑保険契約の効力発生の日は更新前の保険契約の効力発生
の日とし︑第六十三条にお いて 準 用する第三 十九条第二項︑第五十 二条第 一項及び第 五十六条第 一項︵第 二号から 第四号まで を除く︒︶
の規定並びに第六十四条第一項の規定を適用する場合には︑第六十二条第二項の保険金額の増額等変更契約の効力発生の日は更新前の同
項の保険金額の増額等変更契約の効力発生の日とする︒
３ 定期保険の保険契約に 付する特約にお いては︑保険約款の定めるところにより ︑その保険 期間を更新するこ とができる ︒こ の場合には
︑第二十八条及び第三十八条から前条までの規定は︑適用しない︒
４ 前項の規定により 保険期間を更新した定期保険の保険契約に付する特約について ︑第 三十九条第二項︑第五十二条第四項及び第五十六
条の二の規定を適用する場合には ︑保険契約の効力発生の日は更新前の 保険契約の効力発生の日とし︑第六十六 条第一項において 準用す
る第三十九条第二項及び第五十六条の二の規定並びに第六十七条の規定を適用する場合には︑第六十五条第二項の特約変更契約の効力発
生の日は更新前の同項の特約変更契約の効力発生の日とする︒
︵契約の失効︶
第四十八条 保 険契約者が 保険料を払い込まな いで 保険約款の定める払込 猶 予期間を 経過したと きは︑保険契約は ︑その効力 を失う︒ただ
し︑次条に規定する場合においては︑この限りで ない︒
２ 家族保険の保険契約︵保険約款 の定 める保険契約を除く︒ ︶においては︑主 たる被保険者が当該保険契約 の効力発生後六箇月を 経過す
る前に不慮の事故等又は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︶第六条第二項及び第三項
の感染症︵以下﹁ 特定感染症﹂という︒︶によらないで 死 亡 し たとき は ︑保 険契約は ︑ その効力を 失う ︒
３ 前二項の規定によりその効力を失つた家族保険の保険契約︵第一項の規定によりその効力を失つた保険契約にあつて は︑その効力を失
うまでにその保険契約に係る被保険者の一部につき保険金︵被保険者の生存中に保険約款の定 める期間が 満了したことにより支払うもの
及び特約に係るものを除く︒以下こ の項において同じ︒︶の支払の事由が発生したものに限る︒︶で︑その効力を失わなかつたとすれば

- 40 -

公社にお いて第三十九条の規定による 解除をすることができ るものについては ︑公社は︑ その効力を失わなかつたとした場合に同条の規
定により解除をすることができる期間に限り︑当該保険契約の保険契約者︵当該保険契約が その効力を失わなかつたとした場合に保険契
約者たる地位を 有する者とする︒︶に対し︑当該解除の原因たる事 実の存する被保険者︵その被保険者の死亡後前二項の規定によりその
効力を失うまでに死亡した被保険者がある場合には︑その被保険者を含む︒︶に係る保険金につき︑その支払の免責の請求をすることが
できる︒この場合には︑第四十条第二項ただし書の規定を準用する︒
４ 第一項の規定によりその効力を失つた契約者死亡後 支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約︵特約に係る部分を
除く︒ ︶のうち その効力を失うまで に保険契約 者が死亡し たもので ︑ その効 力を失わな かつたとす れば公 社において 第三十九条の規定に
よる解除をすることができるものにつ いては︑公社は︑その効 力を失わなかつ たとした場 合に同条の規 定に より解除をすることができる
期間に限り︑相続等承継保険契約 者に対し︑年金の支払の免責の請求をすることができる︒こ の場合には ︑第四十条第五項 ただし書の規
定を準用する︒
５ 第一項の規定によりその効力を失つた配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契
約︵特約に係る部分を除く︒︶のうちその効力を失うまでに年金の支払の事由が発生したもので︑その効力を失わなかつたとすれば公社
にお いて 第三十 九条の規定 による 解除をすることができ るものにつ いては ︑公 社は︑ その効力を 失わなかつたとし た場合に同 条の規定に
より解除をすることができる期間に限り︑当該保険契約の保険契約者︵当該保険契約がその効力を失わなかつたとした場合に保険契約者
たる地位を 有する者とする︒︶に対し︑年金の支払の免責の請求をす ることがで きる︒この場合には︑第四十 条第六項ただし書の規定を
準用する︒
６ 第一項若しくは第二項又は次条の規定によりその効力を失つた特約︵その効力を失うまでに保険金︵被保険者の生存中に保険約款の定
める期間が 満了したこ とにより支払うも のを除く︒以下この項において 同じ︒︶の支払の事 由が発生したものに限る︒︶で ︑その効力を
失わなかつたとすれば公社において 第三十九条の規定による解除をすることができるものについては︑公 社は︑その効力を失わなかつ た
とした場合に同条の規定により解除をすることができる期間に限り︑当該特約の保険契約者︵当該特約が その効力を失わなかつたとした
場合に保険契約者たる 地位を有する者とする︒︶に対し︑当該解除の原 因たる事実の存す る保険金の支払の事由︵その保険金の支払の事
由が発生した後第一項若しくは第二項又は次条の規定によりその効力を失うまでに発生した保険金の支払の事由がある場合には︑その保
険金の支払の事由を含む︒︶に係る保険金につき︑その支払の免責の請求をすることができる︒こ の場合には︑第四十条第七項ただし書
の規定を準用する︒
７ 第三項から前項まで の支払の免責の請求があつたときは︑公 社は︑その保険金又は年金の支払をする責めに任ぜず︑また︑既に保険金
又は年金の支払をしたときは︑その返還を請求することができる︒
８ 第三項から第六項まで の支払の免責の請求に ついては︑第四十一条の規定 を準用する ︒
︵特約の失効︶
第四十九条 保険契約者が ︑特約が 付されて いる保険契約の主契約に係る保険料払込期間の経過後︵保険料を一時に払い込む 保険契約にあ
つては ︑その保険契約の効力発生後 ︶もなお払 い込む べき 当 該特約に 係る保険料を払い込まないで ︑保険約款の定める払込猶予期間を経
過したときは︑当該特約は︑その効力を失う︒
︵保険契約者が破産手続開始の決定を受けた場合における保険料の払込み︶
第五十 条 保険契約︵ 財形貯 蓄保険 の保険契約 を除く︒︶においては ︑保険 金受取人又は年金受取 人が第三 者で ある 場合において ︑保険契
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約者が破産手続開始の決定を受けたときは︑公社は︑保険金受取人又は年金受取人に対して保険料の払込みを請求することができる︒た
だし︑保険金受取人又は年金受取人がその権利を放棄したときは︑こ の限りでな い︒
︵保険金の倍額支払︶
第五十一条 終身保険︑養老保険又は家族保険の保険契約︵勤労者財産形成促進法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約で
あるもの︑ 家族保険の 保険契約で 保険約 款の定めるもの及び特約に係 る部分を除く︒︶にお いては︑被保険者︵家族保険 の保険契約 にあ
つて は︑主たる 被保険者及び保険約款に定める被保険者に限る︒︶が保険契約の効力発生後二年以内の期間であつて保険約款の定める期
間を経過した後において︑不慮の事 故等を直接の原因として被害の日から三 箇月を超える期間であつて 保険約款の定 める期間内に死亡し
たとき︑又は特定感染症を直接の原因として死亡したときは︑当該保険金のほか︑当該保険金額と同額︵保険金額を保険金の支払 の事由
︑死亡の原因又は期間の経過に応じて異なる額とする保険契約にあつて は︑当該保険金額に相当する額を超えな い範囲内において ︑保 険
約款の定める額︶ の保険金を 支払う ︒ただし︑当 該保険契約につき復 活のあつた場合に おいて ︑復 活の効 力発生後 一年以内の 期間であつ
て 保険約 款の定める 期間を経過しないものは︑こ の限りでな い︒
２ 前項の規定は︑次に掲げる場合には︑適用しない︒
一 疾病︵特定感染症を除く︒︶を直接の原因とする事故によつて死亡したとき︒
二 精神障害中に又は酒に酔つている間に招いた事故によつて死亡したとき︒
三 重大な 過失によつて死亡したとき︒
︵保険金の削減︶
第五十二条 終身保険︑定期保険︑養老保険又は家族保険の保険契約においては︑被保険者が保険契約の効力発生後一年六箇月を経過する
前に不慮の事故等又は 特定感染症 によらな いで 死亡 したときは ︑保険約款の定めるところに より︑保険 金額の 一部を支払わな いこと がで
きる︒
２ 家族保険の保険契約の効力発生後に当該保険契約の被保険者となつた者が被保険者となつた日から一年を経過す る前に不慮の事故等又
は特定感染症によらな いで 死亡したときも︑前項と 同様とする︒
３ 家族保険 の子たる被保険者が保 険契約 の効力発生 前において 受けた不慮の事故 等又はかかつた特定感 染症に より保険契約の効力発生後
六箇月を経過する 前に死亡したとき及び家族保険の保険契約の効力発生後に当該保険契約の被保険者となつた者が その被保険者となるま
でに受け た不慮の事故等又はかかつた特定感染症によりその被保険者となつた日から六箇月を経過す る前に死亡したときも︑第一項と同
様とする︒
４ 特約においては︑被保 険者が保 険契約の効力発生後 一年を経過する前に疾病︵特定感染症を 除く︒以下こ の項 において 同 じ︒︶にか か
つたとき及び家族保険の保険契約の効力発生後に当該保険契約の被保険者となつた者がその被保険者となつた日から六箇月を経過する前
に疾病にかかつたときは︑保険約款の定 めるところ により︑当 該疾病 について 保 険金額の一 部を支払わ な いこ とができる ︒
︵幼児の場合の支払保険金額︶
第五十 三条 終身 保険︑定期保 険︑養老保険又は 家族保険 の保険契約 ︵特約 に係る部分 を除く︒︶において は︑被保険者が年齢六年に満た
な いで 死 亡 したときは ︑保険約款 の定 め るところに より︑保険 金額の 一部を支払う ︒
２ 前項の場合において︑前条又は 第七十五条の規定を適用するも のにあつては︑その支払金額は︑同項 の規定により支払うべき金額と前
条又は第七十五条の規定により支払うべき金額とのいずれか少ないものとす る︒
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３ 特約 においては ︑被保険者で年齢 六年に満たな いものが 不慮の事故 等により傷害を受けた場合に おいて ︑当 該傷害 を直接の原 因として
死亡し︑又はその身体に障害が生じたときは︑保険約款の定めるところにより︑保険金額の一部を支払う︒
第五十四条 削除
︵無指定の場合の保険金受取人︶
第五十五条 終身保険︑定期保険︑養老保険又は財形貯蓄保険の保険契約︵特約に係る部分を除く︒︶においては︑保険契約者が保険金受
取人を指定しな いとき︵保険契約者の指定した保険金受取人が死亡し更に保険金受取人を指定しない場合を含む ︒︶は︑次の者を保険金
受取人とする︒
一 被保険者の死亡以外の事由により保険金を支払う場合にあつては︑被保険者
二 被保険者の死亡により保険金を支払う場合にあつては︑被保険者の遺族
２ 前項第二号の遺族は︑被保険者の配偶者︵届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む ︒︶︑子︑父母︑孫︑祖父母及
び兄弟姉 妹並びに被保険者の死 亡当時 被保険者の扶助によつて生計を維持して いた者及び 被保険者の生計を維持して いた者とする ︒
３ 胎児たる 子又は孫は ︑前項の規定の適用につ いて は︑既に生 まれたものとみなす ︒
４ 前項の規定は︑胎児が 死体で生まれたときは適用しない︒
５ 第二項に規定する遺族が数人あるときは︑同項に掲げる順序により先順位にある者を保険金受取人とする︒
６ 遺族で あつて 故意に被保険者︑ 先順 位者又は同順位者たる べき 者を殺したも のは︑保険金受取人となるこ とができな い︒
︵保険金等の支払の免責︶
第五十 六条 終身保 険︑定期保 険︑養老保険︑ 家族保険又は 財形貯蓄保 険の 保険契約︵ 特約に係る 部分を除く︒︶に おいては︑次に掲げる
場合には︑公社は︑保険金を支払う責めに任じない︒
一 被保険者が 保険契約又はその復活の効力発生後保険約款の定める期間を経過す る前に自殺 したとき︒
二 家族保険の保険契約の効力発生後に当該保険契約の被保険者となつた者が被保険者となつた日から保険約款の定 める期間を経過する
前に自殺したとき︒
三 保険契約者の指定した保険金受取人が 故意に被保険者を殺したとき︒ただし︑その保険金受取人が保険金の一部を受け 取るべき場合
には︑公社は︑他の保険金受取人にその残額を支払う︒
四 保険契約者が故意に被保険者を殺したとき︒
２ 終身保険 の保険契約 ︵特約に係 る部分 を除く︒︶においては ︑前項 の場合のほ か︑保険契約者︑被保 険者又は保険契約者の指定し た保
険金受取人の故意による傷害又は 疾病を原因として 被保険者の特定 要介護状態が保険約款の定める期間継続したときは︑公社は︑保険金
を支払う責めに任じない︒ただし︑その保険金受取人が保険金の一部を受け取るべき場合には︑公社は︑他の保険金受取人にその残額を
支払う︒
３ 介護割増年 金付終身年 金保険の 保険契約 ︵特約に係 る部分を除く︒︶においては ︑保険契約 者又は 被保 険者の 故意による 傷害又は 疾病
を原因として 被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続 したときは︑公社は︑割増年 金を支払う責めに 任じない︒
４ 契約者死亡後支払 開始定期年 金保険又は定期年 金保険付養老保険の保険契約 ︵特約に係 る部分を除く︒︶においては ︑次に掲げ る場合
には︑公社は︑年金を支払う責めに任じな い︒
一 保 険契約者︵ 相続 等承継 保険契約者を除く ︒第三号に おいて 同じ ︒︶が 保険契約又はその復活 の効力 発生後保険約款の定める期間を
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経過する 前に自殺したとき︒
二 保険契約者の保険契約による 権利義 務を第五十 七条第二項 又は第 四項の規定 により承継 した者︵第 五十八 条の二にお いて﹁任意承継
保険契約者﹂と いう︒︶がこれらの規定による承継後保険約款の定 める期間を経過す る前に自殺 したとき︒
三 被保険者が故意に保険契約者を殺したとき︒
５ 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約︵特約に係る部分を除く︒︶におい
ては︑次に掲げる場合には︑公社は︑年金を支払う責めに任じない︒
一 主たる被保険者又は配偶者たる 被保険者が保険契約又はその復活の効力発生後保険約款の定める期間を経過する 前に自殺したとき︵
主たる被保険者及び配偶者たる 被保険者の双方が保険契約又は その復活の効力発生後保険約款の定める期間を経過する 前に死亡した場
合にあつては ︑先に死亡した者が自殺したとき︶︒
二 主たる被保険者又は配偶者たる被保険者の一方が故意に他の一方を殺したとき︒
６ 特約 においては ︑次に掲げ る場合には︑公社は︑当該疾病又は傷害について 保険金を 支払う責めに任じない︒
一 被保険者が故意に疾病にかかつたとき︒
二 特約の保険 金受取人となるべき主契約の 保険金受取 人で 保険契約者の 指定したも のが故意に 被保険者に傷害を 与え︑当 該傷害を直接
の原因と して 被保険者が死亡したとき ︒ただし︑ その保険金受取人が保険金の一部を受け 取るべき場 合には︑公社は︑他の保険金受取
人にその残額を支払う︒
三 保険契約者が故意に被保険者に傷害を与えたとき︒
︵特約に係る保険事故の特例︶
第五十六条の二 特約 においては ︑保険契約が当 該保険契約の効力発生 後二年以上継続した場合︵第三 十九条第一項の規 定により公 社が 保
険契約の解除をすることができる 場合には ︑同条第二項の規定によりその解除権が 消滅したと きに限る︒ ︶にお いて ︑被保 険者が当 該保
険契約の効力発生前にかかつた疾病により第十八条に規定する事由が生じたときは︑当該疾病を被保険者が同条の保険期間中にかかつた
ものとみな して︑同条の規定を適用す る︒
︵保険契約者の地位の任意承継︶
第五十七条 終身保険︑定期保険︑養老保険︵契約者死亡後自動継続養老保険を除く︒︶又は介護割増年金付終身年金保険の保険契約にお
いては︑ 保険契約者は︑被保険 者の同意を得て ︑第三者に保 険契約に よる権利義務を承継 させることができ る︒ただし ︑介護割増年金付
終身年金保険︑終身年金保険付終身保険又は定期年金保険付終身保険の保険契約にあつては︑年金支払事 由発生日以後は ︑この限りで な
い︒
２ 契約 者死亡後 自動継続養老 保険の 保険契約のうち 保険契約者が 被保 険者の父又は母で あるものに おいて は︑保険契約者でな い父又は母
は︑被保険者の同意を得︑かつ︑保険約款の定めるところにより公社の承諾を得て︑保険契約者から保険契約による権利義務を承継する
ことができる︒ただし︑定 期年金保険付養老 保険の保険契約にあつては︑年金支払事 由発生日以後は︑こ の限りで ない︒
３ 終身年金保険︵介護割増年金付終身年金保険を除く︒︶又は定期年金保険︵契約者死亡後支払開始定期年金保険を除く︒︶の保険契約
においては ︑保険契約 者は︑年金 支払事 由発生日の 前日まで に 限り︑第三者に保険契約による権利義務を承継させることがで きる︒ただ
し︑これらの保険契約に特約が付されて いる場合にあつては︑被保険者の同意を得なければならない︒
契約者死亡後 支払開始定 期年金 保険の保険契約のうち 保険契約者が 被保 険者の父又は母であるものにお いては︑ 保険契約者でな い父又

４
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は母は︑年金支払事 由発生日の 前日までに限り︑保険約款の定めるところにより公社の承 諾を得て ︑保険契約者から保険契約による権利
義務を承継することがで きる︒ただし︑その保険契約に特約が 付されて いる場合にあつては ︑被保険者の同意を得なければならない︒
５ 第一項又は第三項の承継は︑公 社に通知しなければ︑これをもつて公 社に対抗す ることがで きない︒
第五十 八条 契約者死亡後 自動 継続 養老保険又は契約者死 亡後 支払開始定期年金保険の 保険契約に おいては ︑保険契約者は︑前 条第二項又
は第四項の規定による場合を除き︑第三者に保険契約による権利義務を承継させることができない︒ただし︑その権利義務が相続により
又は第五十九条第一項の規定により承継されたものであるときは︑この限りでない︒
２ 前 項 ただ し 書 に 規 定す る 承 継 の あ つ た 保 険 契 約 に よ る 権利 義 務 に つ いて の その後 の 承継につ いて は ︑契 約 者死 亡 後 自動 継続 養老 保険の
保険契約にあつては前条第一項本文及び第五項の規定を︑契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約にあつては同条第三項及び第五
項 の規定を準 用する︒こ の場合に おいて ︑ 同条第三項 中﹁保険契約者は ︑年金支払 事由発生日 の前日まで に限り﹂とあるのは︑﹁保険契
約者は﹂と読み替えるものとする︒
︵任意承継における告知義務違反による年金支払の免責︶
第五十八条の二 定期年 金保険付養 老保険又は契約者死亡後 支払 開始定 期年金保険 の保険契約 ︵特約に係 る部分を除く︒ ︶においては ︑第
五十七条第二項又は第四項 の規定による保険契約による 権利義務の承継の当時︑任意承継保険契約者が当 該承継に関し公社が提示する質
問表に掲げる質問事項につき悪意又は重大な 過失によつて 事 実を告げ ず︑又は 真実でないことを告げ た場合において ︑当該任意承継保険
契約者が当 該承継後二年を経過す るまで の間に死亡したときは ︑公社は︑年金を 支払う責めに任ぜず︑また︑既にその年 金の支払をした
ときは︑その返還を請求す ることができる︒ただし︑公 社がその事 実を知り︑若しくは過失によつてこれを知らな かつたとき ︑又は相続
等承継 保険契約者若 しくは年金受取 人において ︑当 該任意 承継保険契約者の死亡の原因が その告げ 若しく は 告げなかつた事実に 基づかな
いことを証 明したときは︑この限りでな い︒
︵保険契約者の地位の法定承継︶
第五十 九 条 終身 保険︑定期 保険︑養老保険︑ 終身年金保 険又は定期年金保 険の保険契約において は︑保険契約者が 死亡した場 合において
︑その者に相続人がな いときは︑第六十一条第一項の規定により保険契約者の指定した保険金受取人︵保険契約者が保険金受取人を指定
しない場合又は保険契約者の指定した保険金受取人が死亡し更に保険金受取人を指定しない場合にあつて は︑被保険者︶及び年金受取人
が︑保険契約者の保険契約による権利義務を承継する︒
２ 家族保険又は夫婦年金保険の保険契約においては︑保険契約者が死亡したときは︑被保険者のうち保険約款の定める者が保険契約者の
保険契約による権利義務を承継する︒
３ 家族保険の 保険契約に おいては ︑前項の規定に基づ き保険契約 者の保 険契約による権利義務を承継した者に係 る保険期間が満了したと
き︑又はその者が次条の規定により被保険者の資格を失つたときも︑同項と同様とする︒
４ 終身年金保険︑定期年金保険︑終身年金保険付終身保険︑定期年金保険付終身保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約︵保険契約
者を年金受取人とするものを除く︒︶においては︑年金支払事由発生日︵保険契約の効力が発生した日から年金を支払うこととする保険
契約に おいて その 申込みを承諾 したときは︑その申込みの時︶に︑年 金受取 人が︑保険契約者の保 険契約 による権利義務を承継する︒た
だし︑契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約にあつて は︑第五十六条第四項︑前条又は第七十三条
第四項の規定により年金を支払わない場合は︑この限りでない︒
︵被保険者の資格の喪失︶
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第六十条 家族保険又は夫婦年 金保険 の保険契約 においては ︑配偶者たる被保 険者又は子 たる被保険 者が 配偶者たる被保険者にあ つては第
一号︑子たる被保険者にあつては第二号に該当するときは︑被保険者の資格を失う︒
一 配偶者たる被保険者につき離婚若しくは婚姻の取消しがあつたとき︑配偶者たる被保険者が主たる被保険者の死亡後に︑再婚をし︑
若しくは養子となつたとき︑又は配偶者たる被保険者が故意に主たる被保険者を殺したとき︒
二 子たる被保険者が婚姻をし︑若しくは主たる被保険者及びその配偶者以外の者の養子となつたとき︑又は子たる被保険者が主たる被
保険者の養子で ある場合において その子たる被保険者につき離縁若しくは縁組の取消しがあつ たとき︒
︵保険金受取人の指定又はその変更︶
第六十一条 終身保険 ︑定期保険 ︑養 老保険又は 財形貯蓄保険 の保険契約︵ 特約に係る部分を除く︒︶にお いては︑保険契約者は ︑既に支
払の事由が発生した保険金又は還付金に係る保険金受取人を除き︑保険金受取人を指定し︑又はその指定を変更することができる︒ただ
し︑保険契約者の 指定した保険金受 取人が第三者である場合において ︑保険契約者が 指定の変更を しな い旨の意思を公社に対 して 表示し
たときは︑この限りでない︒
２ 前項の指定又はその変更は︑公 社に通知しなければ︑これをもつて 公社に対抗することができない︒
３ 第一項の指定又はその変更をする場合には︑第二十八条第一項の規定を準用する︒
︵保険金額の増額等による変更︶
第六十二条 保険契約者は︑次に掲げる事項︵特約に係るものを除く︒︶につき︑保険約款の定めるところにより︑保険契約の変更の申込
みをすることができる︒
一 保険金額の増額︵終身年金保険又は定期年金保険から終身保険︑定期保険又は養老保険への変更及び夫婦年金保険から家族保険への
変更を含む︒︶
二 保険期間の延長︵定期保険又は養老保険から終身保険への変更を含む︒︶
三 介護割増年金付終身年金保険の保険契約に係る割増年金額の増額︵介護割増年金付終身年金保険以外の終身年金保険から介護割増年
金付終身年金保険への変更を含む︒︶
四 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約に係る年金額の増額︵契約者死亡後自動継続養老保険か
ら定期年金保険付養老保険への変更を含む︒︶
五 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約に係る年金額の増額︵配偶者死亡
後 支払開始夫婦年金保険以外の夫婦年金保険から配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険への変更及び配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険
付家族保険以外の家族保険から配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険への変更を含む︒︶
六 前各 号に掲げるもののほか ︑終身 保険︑定期 保険︑養老 保険又は 家族保険 の保険契約 において 公 社が 負担した危険を増加させる事項
であつて政令で定めるもの
２ 前項の申込みがあつた場合にお いて それを承諾したときは︑当 該変更の契約︵以下﹁保険金額の増額等変更契約﹂という ︒︶は︑申込
みの日 において 成立したものと みな し︑かつ︑ その日から 効力を生ずる︒
︵準用規定︶
第 六十三条 保 険金額の増 額等変更 契約に ついては︑第二十八条第 一項 ︑第三十二 条前段︑第 三十八条︑第三十 九 条︵第二項第四号を 除く
︒︶︑第四十条︵第七項を除く︒︶︑第四十一条︑第四十二条︑第四十五条︑第四十六条第一項︑第四十七条︵第四項を除く︒︶︑第四
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十八条︵第一項及び第六項を除く︒︶︑第五十二条第一項及び第三項︑第五十六条第一項︵第二号から第四号までを除く︒︶︑第四項︵
第二号及び第三号を除く︒︶及び第五項 ︵第二号を除く︒︶並びに第六十九 条第 一項の規定 を準用する ︒こ の場合において 必要な 技 術的
読替えは︑政令で定める︒
︵保険金額の増額等による変更に係る保険金等の削減︶
第六十四条 被保険者が保険金額の増額等変更契約の効力発生前において受けた傷害又はかかつた疾病によりその効力発生後に第七十六条
第一項に規定す る身体障害 の状態 になつて その旨の通知があつた場 合に おいては︑ 同条第一項 及び第二項 の規定 にかかわら ず︑保険約 款
の定めるところにより︑当該契約に係る部分の保険金額又は年金額の全部又は一部を支払わないことができる︒
２ 契約者死亡後 支払 開始定期年 金保 険又は定期年 金保険付養 老保険の 保険契約︵特約に 係る部分を除く︒ ︶において ︑保険契約 者︵相続
等承継保険契約者を除く ︒︶が 保 険金額の増額等変更 契約の効力 発生 前において 受けた傷害又はかかつた 疾病に よりその効 力発生後に 第
七十六 条第三項に 規定する身 体障害 の状態にな つて その旨 の通知があ つた場合において は︑同項の規定に かかわら ず︑保険約 款の定める
ところにより︑当該契約に係る部分の年金額の全部又は一部を支払わないことができる︒
︵特約の追加等による変更︶
第六十五条 保険契約者は︑次に掲げる事項︵特約に係るものに限る︒︶につき︑保険約款の定めるところにより︑保険契約の変更の申込
みをすることができる︒
一 特約の追加
二 保険金額の増額
三 家族保険又は夫婦年金保険の保険契約に付されて いる特約に係る 被保険者への配偶者たる被保険者の追加
四 前三号 に掲げるも ののほか︑ 特約に おいて 公社が 負担した 危険を 増加させる 事項で あつて 政令で 定 めるも の
２ 前項の申込みがあつた場合にお いて それを承諾したときは︑当 該変更の契約︵以下﹁特約 変更契約﹂という ︒︶は︑申込みの日におい
て成立したものとみなし︑かつ︑その日から効力を生ずる︒
︵準用規定︶
第六十六条 特約変更契約について は︑第 二十八条第 二項︑第三 十二条︑第三十八 条︑第三十 九条︵第二項第一 号から第三 号まで を除く︒
︶︑第四十条第一項及び第七項︑第四十一条︑第四十二条︑第四十五条︑第四十六条︑第四十七条第四項︑第四十八条第六項から第八項
まで︑第五十六条の二並びに第六十九条第一項の規定を準用する︒ただし︑特約変更契約のうち特約に係る保険金額を増額するものにつ
いては︑第五十六条の二の規定は︑準用しない︒
２ 前項の準用に関し必要な技術的読替えは︑政令で定める︒
︵特約の変更に係る保険金の削減等︶
第六十七条 特約変更契約の効力発生後一年を経過する前に特約に係る被保険者が疾病︵特定感染症を除く︒︶にかかつたときは︑保険約
款の定めるところにより︑当該契約に係る部分の保険金額の一部を 支払わないことができる︒
２ 被保険者が特約変更契約のうち 特約に係る保険金額を増額するものの効力発生前に傷害を受け︑その効力発生後に第十八条に規定する
事由が生じたとき︑又は被保険者が特約変更契約のうち特約に係る保険金額を増額するものの効力発生前に疾病にかかり︑その効力発生
後 二年を経過す るまで の間 ︵前条第一項に おいて 準用する第三十九 条第 一項の規定 により公社が 特約変更契約の 解除をすることができ る
場合において ︑その解除権が当該契約の効力発生後二年を超えて 存続す ると きは︑その二年を超えて 存続する間を含む ︒︶に第 十八条に
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規定する事由が生じたときは︑当該契約に係る部分の保険金額を支払わない︒
︵その他の契約の変更︶
第六十八条 第六十二条及び第六十五条に規定する保険契約の変更以外の保険契約の変更については︑保険約款の定めるところによる︒
︵還付金の支払︶
第六十九条 保険契約 においては ︑保険契約の解除 ︑失効若しくは変更 の場 合又は次の各号 の区分に従 い当 該各号に定める場合には ︑保険
約款の定めるところにより︑保険契約者に還付金を支払う︒
一 終身保険︑定期保険︑養老保険︑家族保険若しくは財形貯蓄保険又は特約 保険金の支払の免責
二 家族保険又は夫婦年金保険 配偶者たる被保険者の資格の喪失
三 終身年金保険︑定期年金保険︑夫婦年金保険︑終身年金保険付終身保険︑定期年金保険付終身保険︑定期年金保険付養老保険又は夫
婦年金保険付家族保険 被保険者の死亡
四 特約 被保険者の死亡︵保険金の支払の事由に該当しな いものに限る︒︶
２ 前項の還付金の額は︑次の各号の区分に従い当該各号に定める額とする︒
一 終身保険︵終身年金保険付終身保険及び定期年金保険付終身保険を除く︒︶︑定期保険︑養老保険︵定期年金保険付養老保険を除く
︒︶︑家族保険︵夫婦年金保険付家族保険を除く︒︶又は財形貯蓄保険の保険契約︵特約に係る部分を除く︒︶に係る還付金 被保険
者のために積み立てられた金額の百分の八十から百分の百まで に相当する額の範囲内において︑保険約款の定める額
二 前号に掲げる保険契約以外の保険契約︵特約に係る部分を除く︒︶に係る還付金 被保険者のために積み立てられた金額と還付金の
支払の事由が 発生した日までに払い込む べき保険料とのいずれか多いものに 相当する額の範囲内において ︑保険約款の定める額
三 特約に係る還付金 第一号に定める額
３ 第一項第三 号に掲げる簡易生命保険については︑年金支払事由発生 日から一定 の期間内に 被保険者が 死亡し た場合︵契約者死亡後 支払
開始定期年金保険又は定期年 金保険付養老保険の保険契約にあつては第五十六条第四項 ︑第五十八条の二又は第七十三条第四項の規定に
より年金を支払わない場合において被保険者が死亡したときを除き︑配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦
年 金保険付家族保険の保 険契約にあつては 第五十六条第五項又は 第七十 三条第五項 の規定により年金を支払わな い場合にお いて 被保険 者
が死亡したときを除き︑夫婦年金保険︵配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く︒︶又は夫婦年金保険付家族保険︵配偶者死亡後支払
開始夫婦年金保険付家族保険を除く︒︶の保険契約にあつて は主たる 被保険者が死亡し配偶者たる被保険者がない場合又は主たる 被保険
者が死亡して いる場合において 配偶者たる 被保険者が 死亡した場 合に 限る︒︶には ︑第一項に規定する還 付金の支払︵特約に係る還付金
の支払を除く︒︶に代えて ︑保険約款の定めるところに より︑その残存期間中︑保険契約者に継続して 被保険者の生存について 支払うこ
とを約した年金︵介護割増年金付終身年金保険の保険契約に係る割増年金を除く︒︶の額に相当する額の年金を支払うものとすることが
できる︒
第七 十条 財形 貯蓄保険の 保険契約 において は︑被保険 者が死亡し た場合において ︑ その死亡が 保険金の支払の事 由に該当しな いときは ︑
前条の規定にかかわらず︑保険約款の定めるところにより︑当該保険契約に係る保険期間が満了したことにより支払う場合の保険金額に
︑保険期間に対する当 該保険契約の効力 発生後被保険者が死亡した時までに経過した期間の割合を乗じて得た額の範囲内において ︑保険
金受取人に還付金を支払う︒
︵復活の申込み︶
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第七十一 条 保険契約︵財形貯 蓄保険 の保険契約 を除く︒︶においては ︑第四十八条第一項の場合には︑保険契約者は ︑保険契約 の失効後
一年を経過する前に限り︑その復 活の申込みをすることができる︒ただし︑次に 掲げる場合には︑この限りで ない︒
一 家族保険の保険契約にあつて は︑主たる 被保険者が 保険契約の失効後死亡したとき又は第四十八条第三項の支払の免責の請求があつ
たとき︒
二 被保険者が年金支払開始年齢に達した日から年 金を支払うこととする保険契約にあつて は︑被保険者が年 金支払開始年齢に達したと
き︵夫婦年金保険︵配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険を除く︒︶又は夫婦年金保険付家族保険︵配偶者死亡後 支払開始夫婦年金保険
付家族保険を除く︒︶の保険契約にあつては︑主たる被保険者又は 配偶者たる被保険者がその年金支払開始年齢に達したとき︶︒
三 契約者死亡後支払開始定期年 金保険又は定期年 金保険付養老保険の保険契約にあつて は︑第四十八条第四項の支払の免責の請求があ
つたとき︒
四 配偶者死亡後 支払開始夫婦年金保険の保険契約にあつては︑主たる被保険者若しくは配偶者たる被保険者が保険契約の失効後死亡し
たとき若しくはその年金支払開始年齢に達したとき又は第四十八条第五項の支払の免責の請求があつたとき︒
五 配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約にあつては︑主たる被保険者若しくは配偶者たる被保険者が保険契約の失
効後 その年金支払開始年齢に達したとき又は第四十八条第五項の支払の免責の請求があつたとき︒
六 特約にあつては ︑第四十八条第六項の支払の免責の請求があつたとき︒
︵復活の効力発生︶
第七十二条 保険契約の復活は︑その申込みを承諾したときは︑その申込みの日から効力を生ずる︒
２ 前項の場合にお いては︑保険証 書に保険契約復活の旨を記載する︒
︵復活の効果︶
第七十三条 保険契約が復活したときは︑初めからその効力を失わなかつたものとみなす︒
２ 特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより保険金を支払うこととする終身保険又は介護割増年金付終身年金保険の保
険契約︵特約に係る部分を除く︒ ︶に おいては︑保 険契約の復 活があ つた場合においても ︑その特定要 介護状態には︑ 保険契約の失効後
その復活まで の間における特定要介護状態は含まれな いものとす る︒
３ 家族保険の保険契約︵特約に係る部分を除く︒︶にお いては︑保険契約の復活が あつた場合に おいても ︑公社は︑保険契約の失効後 そ
の復活までに死亡した配偶者たる被保険者又は子たる被保険者につきこれらに係る保険金の支払をする責めに任じない︒
４ 契約者死 亡後 支払開 始定期年金 保険又は定期年金 保険付養老 保険の 保険契約︵ 特約に係る 部分を除く ︒︶においては ︑保険契約の復活
があつた場合においても︑公社は︑保険契約 の失効後 その復活まで に保険契約者︵相続等承継保険契約者を除く︒︶が死亡したときは︑
年金の支払をする責めに任じな い︒
５ 配偶者死亡後 支払 開始夫婦年金 保険 付家族保険 の保険契約 ︵特約に 係る部分 を除く︒︶においては ︑保険契約の復活があつた場 合にお
いて も︑公社は ︑保険契約 の失効後その復活まで に配偶 者たる被保 険者が 死亡したと きは︑年金 の支払をする責めに任じな い︒
６ 特約において は︑保険契約 の復 活があつた場合においても︑公社は ︑被保険者が 保険契約の失効後その復活まで に傷害を受け︑第十八
条に規定す る事由が生 じたとき︑又は被保険者が保険契約の失効後その復活まで に疾病にかかり︑その失効からその復活後二年を経過す
るまで の間︵次 条において 準用す る第三十 九条第一項 の規定により公社が 保険契約 の解除をす ることがで きる場 合において ︑その解除 権
が保険契約の復活後二年を超えて存続するときは︑その二年を超えて 存続する間を含む ︒︶に第十八条に規定する事由が生じたときは︑
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これらの事由に係る保険金の支払をする責めに任じない︒
︵準用規定︶
第七十四条 保険契約の復活の場合には︑第三十八条から第四十一条まで ︑第四十六条︑第四十七条及び第七十九条の規定を準用する︒こ
の場合において︑第四十七条第 一項 中﹁及び特約に係る保険事故﹂とあるのは︑﹁︑終 身保険︑定 期保険 ︑養老保険又は 家族保 険の保険
契約に係る被保険者の生存中における保険約款の定める期間の満了及び特約に係る保険事故﹂と読み替えるものとする︒
︵復活した場合の保険金の削減︶
第七十 五条 被保 険者が保険契約復 活の効力発生後六箇月 を経過する 前に不 慮の事故等又は特定感染症によらないで 死亡したときは︑保険
約款の定めるところに より︑保険金額の一部を支払わないことができる︒
２ 家族保険 の子たる被保険者が保 険契約 復活の効力 発生 前にお いて 受けた不慮の事故等又は かかつた特定感染症によりその復活の効 力発
生後六箇月を経過する前に死亡したときも︑前項と同様とする︒
３ 特約に係る被保険者が保険契約復活の効力発生後六箇月を経過する 前に疾病︵特定感染症を除く︒︶にかかつたときは︑保険約款の定
めるところに より︑当 該疾病につ いて 保険金額の一部を支払わな いこ とができる︒
︵保険金支払等の特例︶
第七十六条 被保険者︵特約が付されている保険契約にあつては︑主契約に係る被保険者とし︑特定要介護状態が保険約款の定める期間継
続したことにより保険金を支払うこととする終身保険並びに終身年金保険︑定期年金保険及び夫婦年金保険︵ 配偶者死亡後支払開始夫婦
年金 保険を除く ︒︶の被保 険者を 除く︒以下こ の項にお いて 同じ︒ ︶が 保 険契約の効 力発生後︵ 復活した 保険契約 については ︑その復活
の効力 発生後︶にお いて 受けた傷害 又はかかつ た疾病︵家族保険の保 険契約 において ︑ その効力の 発生後 に被保険者となつた者について
は︑その被保険者とな つた日以後︵復活した保険契約において ︑その復活の効力発生 前に被保険者とな つた者については︑その復活の効
力 発生後︶にお いて 受けた傷害又はかかつ た疾病︶に より保険約款 の定 める身体障害の状態になつた場合において ︑保険契約者から保 険
約款の定めるところによりその旨の通知︵配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険の保険契約にあつて は︑年 金の支払の事由が発生 した後の
通知を除く︒︶があつたときは︑当該保険契約︵年金の支払の事由が 発生した後に当該通知があつたときは︑終身年金保険付終身保険の
保険契約にあつては終身年金保険に係る部分︑定期年 金保険付終身保険 又は定期年 金保険付養老保険の保険契約にあつては定期年金保険
に係る 部分︑夫婦 年金保険付 家族 保険の保険契約にあつて は夫婦年金 保険に係る部分 をそれぞれ除く︒︶について は︑その通 知のあつた
日に当該傷害又は疾病により被保険者が死亡したものとみな して ︑こ の章の規定︵第五十 一条の規定を除く ︒︶を適用する︒ただ し︑保
険契約者︑被保険者又は保険金受取人︵特約が付されている保険契約にあつては︑主契約に係る保険金受取人︶の故意による傷害又は 疾
病を原因とする場合は︑こ の限りでない︒
２ 前項 本文の場合において︑第三十三条第一項 第一号中﹁ ︑配偶者たる被保険者﹂とあるのは﹁︑主たる 被保険者﹂と︑同条第 二項第二
号及び第五十五条第一項第二号中﹁被保険者の遺族﹂とあるのは﹁被保険者﹂と︑第六十九条第三項中﹁保険契約者﹂とあるのは﹁保険
契約者︵配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険又は配偶者死亡後支払開始夫婦年金保険付家族保険の保険契約において︑主たる被保険者又
は配偶者たる被保険者があるときは︑その者︶﹂と読み替えるものとする︒
３ 契約者死亡後支払 開始定期年 金保険又は定期年 金保険付養老保険の保険契約 においては ︑保険契約 者︵相続 等承継保 険契約者を 除く︒
以下こ の項にお いて 同じ︒ ︶が 保 険契約の効力発生後 ︵復活した保 険契 約について はその復活の効力発生後とし︑第五十七 条第二項又は
第四項 の規定によりその権利義務の承継があつ た保険契約 については その承 継後とする ︒︶において 受け た傷害又は かかつた疾病により
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保険約款 の定める身 体障害の状 態にな つた場合に おいて ︑保 険契約者 から保険約款の定めるところに より その旨の通知があつたと きは︑
当 該保険契約については ︑その身 体障害 の状態にな つた日に当 該傷害 又は 疾病に より保険契約者が死亡 したも のとみなして ︑こ の章 の規
定を適用する︒ただし︑保険契約者又は被保険者の故意による傷害又は疾病を原因とする場合は ︑この限りでない︒
︵貸付金の法定弁済︶
第七十七条 公社が保険約款の定 めるところにより保険契約者に対して 貸付けを した場合に おいて ︑保険契約 者が弁済期を経過して も貸付
金の弁済をしな いときは︑公社は︑保険約款の定めるところにより︑貸付金の弁済に代えて保険金額の減額又は年金額の減額︵年金支払
事由発生日の前日までに限る︒︶をすることができる︒
︵契約者配当︶
第七十八条 保険契約に おいては︑ 保険約 款の定めるところにより︑契約者配当︵ 保険契約者又は年金受 取人に 対し︑保険料その他の簡易
生命保険業務︵日本郵政公社法︵平成十四年法律第九十七号︶第十九条第一項第五号並びに同条第二項第八号及び第十七号に掲げる業務
並びにこ れらに附帯する業務を いう︒ 以下こ の項 において 同 じ︒︶に 係 る収益 のうち ︑保険金︑年金 ︑還付 金その他の給付金の支払その
他の簡易生命保険業務に 要する費用に充て られないも のの全部又は一部を分配することをいう ︒次項及び第八十条において 同じ︒︶をす
ることができる︒
２ 公社は︑前項の規定により契約者配当をする場合は︑公正かつ衡平な分配をするための基準として 総務省令で定める基準に従い︑行わ
なければならない︒
︵保険料の還付︶
第七十九条 保険契約の全部又は一部が無効である場合︵家族保険の保険契約にあつては︑子たる被保険者に係る部分が無効である場合を
除く︒︶に おいて ︑保 険契約者及び被保 険者が善意で かつ重大な 過失 のな いとき は︑保険契約者は︑保 険料の全部又は一 部の還付を 請求
することができる︒
︵譲渡禁止︶
第八十条 保険金︑年金︑還付金又は契約者配当金︵第七十八条第一項の契約 者配当に係る配当金をいう︒以下同じ︒︶を受け取るべき権
利は︑譲り渡すことができない︒
︵差押禁止︶
第八十一条 次に掲げる保険金を受け取るべき権利は︑差し押さえることができない︒
一 被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金
二 被保険者の特定要介護状態が 保険約款の定める期間継続したこ とにより支払う場合の保険金
三 第七十六条第一項及び第二項の規定により支払う場合の保険金
四 特約に係る保険金︵被保険者の生存中にその保険期間又は 保険約款の定める 期間が満了したことにより支払うものを除く︒︶
２ 第五条第一項の年金を受け取るべき権利は︑差し押さえることができない︒ただ し︑当該年金のうち介護割増年金付終身年金保険の保
険契約に係る割増年金以外のも のにあつては︑その支払期における金額の二分の一に相当する額を超える額を受け取るべき権利を差し押
さえる場合及び国税滞納処分︵その例に よる処分を含む︒︶に より差し押さえる場合は︑こ の限りでな い︒
︵控除支払︶
第八十二条 保険金︑年金︑還付金︑契約者配当金又は保険契約者若しくは 保険金受取人に還付す る保険料を支払う 場合において︑当該保
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険契約に関し未払保険料︑貸付金その他公社が弁 済を受けるべき金額があるときは︑支払 金額からこ れを控除することができる︒
第八十三条から第八十五条まで 削除
︵保険約款改正の効力︶
第八十 六条 保険約 款の改正は ︑既 に存する保険契約に対 して その効力を及ぼさない︒
２ 公社は ︑保険約款 を改正する 場合に おいて ︑保 険契約者︑ 被保険者 及び保険 金受取人の全体の利益 を保護するため特に必要があ ると認
めるときは︑前項の規定に かかわ らず︑既に存する保険契約についても ︑将来に向かつて その改正の効力が及ぶものとすることができる
︒ただ し︑次に掲げる事項について は︑この限りでな い︒
一 前納保険料の割引率の引下げに関する事項
二 保険金の削減率の引上げに関する事項
三 契約者配当金の分配率の引下げに関する事項
︵時効︶
第八十七条 保険金︑年金︑還付金及び契約者配当金の支払義務並びに保険料の返還義務は五年︑保険料の払込義務は一年を経過したとき
は︑時効によつて消滅する︒
第八十八条 公社は︑総務省令で定めるところにより︑地方公共団体に対し貸付けをし︑又は地方債の取得︵応募又は買入れの方法による
取得を除く︒︶をするものとする︒
第八十九条から第百条まで 削除
第百一条 公社は︑保険契約者︑被保険者及び保険金受取人︵以下﹁加入者﹂という︒︶の福祉を増進するため必要な施設を設けることが
できる︒
２ 前項の施設は︑加入者の利用に支障がなく︑かつ︑その利益を増進すると認められる場合には︑加入者以外の者に利用させることがで
きる︒
３ 第一項の施設に要する費用は︑公 社の負担とす る︒ただし︑その一部は︑公社の定めるところにより当 該施設の利用者の負担とするこ
とができる︒
︵保険約款︶
第百二条 公社は︑保険約款を定めようとするときは︑総務大臣の認可を受けなければならない︒こ れを変更しようとするときも ︑同様と
する︒
２ 前項の保険約款で定めるべき事項は︑総務省令で定 める︒
３ 総務大臣は︑第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合して いると 認めるときでなければ︑同項 の認可を してはならな い︒
一 保険契約の内容が ︑加入者の保護に 欠けるおそれのないも のであること︒
二 保険契約の内容に関し︑特定 の者に対して 不当な差別的取扱いをするものでないこと︒
三 保険契約の内容が︑公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し︑又は誘発するおそれのな いものであること︒
四 保険契約の内容が 明確かつ平 易に定 められたも のであるこ と︒
五 その他総務省令で定める基準
総務大臣は︑事情の変更により加入者の保護を図るため必要があると認めるときは︑公社に対し︑第一項の認可をした保険約款を変更
４
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すべきことを命ずることができる︒
５ 公社は︑第一項の認可を受けたときは︑総務省令で定めるところにより︑保険約款を公表しなければならない︒
︵保険料の算出方法書︶
第百三 条 公社は︑保険料の算出方法書を作成し︑総務大臣の認可を受けなければならない︒これを変更しようとす るときも︑同様とする︒
２ 前項の保険料の算出方法書に記載すべき事項は︑総務省令で定める︒
３ 総務大臣は ︑第一項の 認可の申請が次 の各号のいずれにも適合して いると認めるときでな ければ︑同項 の認可をしてはならない︒
一 保険料の算出方法が︑保険数理に基づき︑合理的かつ妥当なものであること︒
二 保険料に関し︑特定の者に対 して 不当な差別的 取扱いをす るものでないこ と︒
三 その他総務省令で定める基準
４ 総務大臣は︑事情の変更により加入者の保護を図るため必要があると認めるときは︑公社に対し︑第一項の認可をした保険料の算出方
法書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる︒
︵保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為︶
第百四条 公社の役員又は 職員は︑保険契約 の締結又は 保険募集︵ 保険契約の締結の代理又は媒 介を行うこ とをいう︒︶に関 して ︑次に 掲
げる行為 をしてはな らない︒
一 保険契約者又は被保険者に対 して ︑ 虚偽のこと を告げ︑又は保険契約の契約 条項のうち 重要な事項 を告げない行為
二 保険契約者又は被保険者が公 社に対して 重要な事項 につき虚偽のこと を告げるこ とを勧める 行為
三 保険契約者又は 被保険者が 公社に対して重 要な事実を 告げるのを妨げ︑又は告げな いことを勧 める行為
四 保険契約者又は被保険者に対 して ︑ 不利益とな るべき事実を告げ ずに︑既に成立して いる保険契約 を消滅させて 新たな保険契約 の申
込みをさせ︑又は新たな保険契約の申込みをさせて既 に成立して いる保険契約を消滅させる行為
五 保険契約者又は被保険者に対して︑保険料の割引︑割戻しその他特別の利益の提供を約し︑又は提供する行為
六 保険契約者若しくは被保険者又は 不特定の者に対して ︑一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であ
つて誤解させるおそれのあるものを告げ︑又は表示する行為
七 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して ︑将来における契約者配当 金その他将来 におけ る金額が 不確実な事項として 総
務省令で 定 めるも の につ いて ︑ 断定的 判断を示し ︑又は確実であると誤解させ るお それのあることを 告げ ︑ 若しくは表 示す る行為
八 前各号に定めるもののほか︑加入者の保護に欠け るおそれがあるものとして 総務省令で定 める行為
２ 前項第五号の規定は︑公社が日本郵政公 社法第二十三条第一項 の認可を受けた業務方法書又は第百二条第一項 の認可を受けた保険約款
に基づいて行う場合には︑適用しない︒
︵審議会等への諮問︶
第百五条 総務大臣は︑第百二条第一項若しくは第百三条第一項の規定による認可をし︑又は第八十八条の総務省令の制定若しくは改正を
しようとするときは︑審議会等︵国家行政組織法︵昭和二十三年法律第百二十号︶第八条に規定す る機関をいう︒︶で政令で定 めるもの
に諮問しなければならない︒
︵総務省令への委任︶
第百六条 この法律に定めるもののほか︑この法律を実施するため必要な事項は︑総務省令で定める︒
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簡易生命保険法の一部を改正す る法律︵平成四年法律第五十四号︶による改正前の簡易生命保険法︵抄 ︶

第百七条 第百四条第一項の規定に違反して 同項 第一号から第三号まで に掲げ る行為をした公社の役員又は 職員は︑一年以下の懲 役若しく
は百万円以下の罰金に処し︑又はこれを併科する︒
第百八条 次の各号のいずれかに該当する場合には︑その違反行為をした公社の役員は︑二十万円以下の過料に処する︒
一 第百二条第一項又は第百三条第一項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において︑その認可を受けなかつたと
き︒
二 第百二条第四項又は第百三条第四項の規定による命令に違反したとき︒
三 第百二条第五項の規定による公表をせず︑又は虚偽の公表をしたとき︒
附 則
１ この法律は︑昭和二十四年六月一日から施行する︒但し︑第五項の規定は︑公布の日から施行する︒
２ 簡易生命保険法︵大正五年法律第四十二号︒以下﹁旧法﹂という ︒︶は︑廃止する︒
３ この法律の規定︵第八条から第二十六条まで︑第五十二条︑第五十三条︑第六十九条及び第七十五条の規定を除く︒︶は︑この法律施
行 前の簡易生 命保険契約 について も適用す る︒ただし ︑第五十一 条の規定は︑昭和 二十一年九 月三十日以 前に 効力が 発生 した簡易生 命保
険契約について は︑適用しない︒
４ この法律施行前の簡易生命保険契約に係る保険の種類︑保険金の削減︑被保険者が年齢十年に満たないで死亡した場合における保険金
支払額︑還 付金支払額 並びに保険料及び 被保険者の ために積み立てる べき金額の計算の基礎に関しては ︑なお従前の例に よる︒
５ 郵政大臣は ︑こ の法 律施行前に おいて ︑ 旧法第二十 八条ノ二に 規定す る簡易生 命保険及郵便年金事業委 員会の議を経て 第 六条第一項 の
簡易生命保険約款を定めることができる︒

○

第六条 傷害特約においては︑国が ︑前条第一項の契 約に係る被保険者が不慮の事故又は第三者の加害行為︵以下﹁不慮の事故等﹂と いう
︒︶により受けた傷害について保険金を支払うことを約し︑保険契約者が 国に保険料を支払うことを約するものとする︒
２ 疾病 傷害特約に おいては︑ 国が︑ 前条第一項 の契約に係 る被保険者がかかつた疾病及び不慮の事 故等に より受けた傷害について 保険金
を支払うことを約し︑保険契約者が国に保険料を支払うことを約するものとする︒
︵特約の追加等による変更︶
第六十五条 保険契約者は︑次に掲げる事項︵特約に係るものに限る︒︶につき︑保険約款の定めるところにより︑保険契約の変更の申込
みをすることができる︒
一 特約が付されて いない保険契約への特約 の追加
二 保険金額の増額
三 家族保険又は夫婦年金保険の保険契約に付されている特約に係る被保険者への配偶者たる被保険者の追加
四 前三号に掲げるもののほか︑特約にお いて 国が負担した危険を増加させる事項であつて 政令で 定めるもの
前項の申込みがあつた場 合にお いて それを承諾したときは︑当該変更 の契約︵以下 ﹁特約変更契約﹂と いう︒︶は︑申込み の日におい
２
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○

て成立したものとみなし︑かつ︑その日から効力を生ずる︒

労 働組合法︵昭和二十四年法律第百七十四号︶︵抄︶

中小企業等協同組合法︵昭和二十四年法律第百八十一号︶︵抄︶

︵中央労働委員会の委員の任命等︶
第十九条の三 ︵略︶
２ 使用者 委員は使用 者団体の推薦︵ 使用者委員のうち 六人に ついては ︑特定独立行政法 人︵独立行政法人通則法︵平 成十一年法 律第百三
号 ︶第二条第 二項に規定する特定独立行政法人をいう ︒以下こ の項︑第十九条の四第二項第二 号及び第十 九条の十第一項に おいて 同じ ︒
︶︑国有林野事業︵特定独立行政法人等の労働関係に関する法律︵昭和二十三年法律第二百五十七号︶第二条第二号に規定する国有林野
事業をいう︒以下こ の項及び第十九条の十第一項 において 同 じ︒︶を 行う 国の 経営する 企 業又は 日本 郵政公 社の推薦︶ に 基づいて ︑労 働
者 委員は労 働組 合の推薦 ︵労 働者 委員のう ち 六 人につ いては ︑特 定独 立 行政法 人の 特定独立 行 政法 人等の労 働関係に関す る法 律第二 条 第
四号 に規定する 職員︵以下こ の章 において﹁ 特定独立行 政法人職員﹂という︒︶︑国 有林野事業を行う 国 の経営す る企業の同号に規定す
る職員︵ 以下この章において﹁ 国有林野事業職員﹂という︒︶又は日本郵政公 社の同号に規定する職員︵ 以下この章において﹁日本郵政
公社職員﹂という︒︶が結成し︑又は 加 入する労 働組合の推薦 ︶に基づいて ︑公 益委員は厚 生労 働大臣が使用 者委員及び労 働者委員の同
意を 得て 作成し た委員候補者名簿に記載されて いる者のうち から両議院の 同意を得て ︑内閣総理 大臣が任 命する︒
３〜６ ︵略︶
︵不当労働行為事件の審査の開始︶
第二十七条 労 働委員会は︑使用者が第七 条の規定に違反した旨の申立てを受けたときは︑遅滞なく調査を行い︑必要があると認めたとき
は︑当 該申立てが 理由があるかどう かについて 審問を行わ なければならない︒こ の場合において︑審問の手続においては︑当 該使用者及
び申立人に対し︑証拠を提出し︑証人に反対尋問をする充分な機会が与えられなければならない︒
︵略︶
２

○

︵余裕金運用の制限︶
第五十七条の五 責任共済等の事業を行う組合又は火災共済協同組合若しくは第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は︑そ
の業務上の余裕金を次の方法によるほか運用 してはならない︒ただ し︑行政庁の認可を受けた場 合は︑こ の限りで ない︒
一 銀行︑農林中央金庫︑商工組合中央金庫︑信用金庫︑信用金庫連合会︑信用協同組合又は農業協同組合連合会︑漁業協同組合連合会
︑水産加工 業協同組合連合会若しくは協同組合連合会で業として預金若しくは貯金の受入れをすることができるものへの預金︑貯金又
は金銭信託
二・三 ︵略︶
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○

身体障害者福祉法︵昭和二十四年法律第二百八十三号︶︵抄︶

︵身体障害者手帳︶
第十五条 ︵略︶
２・３ ︵略︶
４ 都道府県知事は︑第一項の申請に基いて 審査し︑その障害が別表に 掲げるものに該当すると認めたとき は︑申請者に身体障害 者手帳を
交付しなければならない︒
５〜
︵略︶

○

郵便物運送委託法︵昭和二十四年法律第二百八十四号︶︵抄︶

退 職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計 等からする一般会計への繰入れ及び納付に関す る法律︵昭和二十
五年法律第六十二号︶︵抄︶

︵趣旨︶
第一条 この法 律は︑郵便事業株式会社︵以下﹁会社﹂という︒︶が郵便物の取集︑運送及び配達︵以下﹁運送等﹂という︒︶を運送業者
等に委託する場合に関し必要な 事項を定めるも のとする︒

○

一般職の職員の給与に関する法 律︵昭和二十五年法律第九十五号︶︵抄︶

︵日本郵政公社からの納付︶
第二条 日本郵政公 社︵次 条に おいて ﹁公社﹂と いう︒︶は ︑その退職 した職員で失業して いるものに対し 前条に規定する退職手当を支給
する財源に充てるため︑政令で定めるところにより算定した金額を︑政府の一般会計に納付しなければならな い︒
︵一般会計の受入金の過不足額の調整︶
第三条 一般会計において 前二 条の規定により各 特別会計及び公社から 受け 入れた金額が ︑当 該年 度におけ る各特別 会計及び公社の負担す
べき金額を 超過し︑又は不足する 場合に おいては︑当 該超過額 に相当する金額は ︑翌年 度に おいて 前二 条の規 定により各 特別会計及び公
社から受け入れる金額から減額し︑なお余りがあるときは翌々年度までに各特別会計及び公社に返還し︑当該不足額は︑翌々年度までに
各特別 会計及び公 社から補て んするものとする ︒

○
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10

公職選挙法︵昭和二十五年法律第百号︶︵抄︶

︵通勤手当︶
第十二条 ︵略︶
２・３ ︵略︶
４ 前項の規定は︑検 察官であつ た者又は給与特例 法適用職員 等で あつ た者から引き続き俸給表の適用 を受け る職員とな つた者のうち ︑第
一項 第一号又は 第三号に掲げる職員で ︑当 該適用の直前の住居︵当 該住 居に相当す るものとして 人事院規則で定 める住居を含む︒︶から
の通勤のため︑新幹線鉄道等でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められる
ものを利用 し︑その利用に係る特別料 金等を負担す ることを常例とす るもの︵ 任用の事情 等を考慮して 人事院規則で定 める職員に 限る︒
︶ その他前項 の規定による通勤手当を支給 される職員との権衡上 必要が あると認められるものとして 人事院規則で定める職員の通勤手当
の額の算出について準用する︒
５〜９ ︵略︶
︵単身赴任手当︶
第十二条の二 ︵略︶
２ ︵略︶
３ 検察官であつた者又は給与特例 法適用職員等で あつた者から引き続 き俸給表の適用を受ける職員となり︑これに伴い︑住居を移 転し︑
父母の疾病その他の人事院規則で 定めるやむ を得ない事 情により︑同居して いた配偶 者と別居す ることとなつた職員で ︑当該適用の直前
の住居 から当 該適用 の直後に 在 勤す る官署に通 勤す るこ と が 通勤 距離 等を 考 慮して 人事 院規則で 定 める基 準に照ら して 困 難で あ ると 認め
られるもの のうち ︑単身で生活す ること を常況とす る職員︵任用の事 情等を考慮して 人事院 規則で定める職員に限る︒︶ その他第一項の
規定による単身 赴任手当を 支給される職員との権衡上 必要があると 認められるものとして 人事院規則で定 める職員には︑前二項の規定に
準じて ︑単身赴任 手当を支給する︒
４ ︵略︶
第十四条 ︵略︶
２ 検 察官で あつ た者又は給 与特例 法 適用職員 等で あつ た 者から引き 続き 俸給 表の適 用を受ける職 員とな つて 特地 官 署又は準 特地官 署に 在
勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員︵任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る︒︶︑新たに特地官署又
は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員で その特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官
署に異動し︑当 該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるも
のとして 人事院規則で定める職員には ︑人事院規則の定めるところに より︑同項の規定に準じて ︑持地勤 務手当に準 ずる手当を支給する︒

○

︵文書図画の頒布︶
第百四十二条 ︵略︶
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２〜４ ︵略︶
５ 第一項 の通常葉書は 無料とし︑第二項の通常葉 書は有料と し︑政令で定めるところにより︑日本郵政公社において選挙用である旨の表
示を したもので なければな らない︒
６〜
︵略︶
︵公務員等の選挙犯罪による当選無効︶
第二百五十一条の四 国又は地方公共団体の公務員︑特定独立行政法人︑特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員及び公庫
の役職 員︵公職にある者を除く︒以下こ の条において﹁公 務員等﹂と いう︒︶であつた者が︑公務員等の職を離れた日以後最初に公職の
候補者︵選挙の期日まで公職の候補者であつた場合の公職の候補者に限る︒︶となつた衆議院議員又は参議院議員の選挙︵その者が公務
員 等の職を 離れ た日以後 三年 以内 に行われ たも のに 限 る︒︶にお いて 当選人となつた場合にお いて ︑次の各号に掲げる者が ︑当該当選 人
のために行つた選挙運動又は行為に関し︑第二百二十一条︑第二百二十二条︑第二百二十三条︑第二百二十三条の二︑第二百二十五条︑
第二百二十六条︑第二百三十九条第一項第一号︑第三号若しくは第四号又は第二百三十九条の二の罪を犯し刑に処せられたときは︑当該
当選人の当選は︑無効とする︒
一 当該当選人の在職した公務員等の職︵その者が当該公務員等の職を離れた日前三年間に在職 したものに限る︒以下こ の条において 同
じ︒︶と 同一の職にある公務員 等又は 当 該当選人の在職した公務員 等の職の所掌に係る事 務に従事す る公 務員等で 当該当選人から当該
選挙に関し指示又は要請を受けたもの
二 当該当選人の在職した公務員 等の職の所掌に係る事 務に従事す る公務 員等で 当該当選人に係る前号に 掲げる者 から当該選 挙に関し指
示又は要請を受けたもの
三 当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務と同種であり︑かつ︑その処理に関しこれと関係がある事務をその従事する事
務の全部又は一部とする地方公共団体の公務員︑特定独立行政法人︑特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員及び公団
の役職員で︑当該当選人又は当該当選人に係る前二号に掲げる者から当該選 挙に関し指示又は要請を受け たもの
︵略︶
２

日本郵政公社法施行法による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律︵昭和二十五年法律第百七十二号︶︵抄︶

︵定義︶
第二条 この法律において﹁予算執行職員﹂とは ︑次に掲げる職員をいう︒
一〜八 ︵略︶
九 会計法第四十六条の三 第二項︵郵政事業特別会計法︵昭和二十 四年法律第百九号︶第三十条第二項において 準用する場合を含む︒︶
の規定により第一号から第三号まで 又は前三号に掲げる者の事務の一部を処理する職員
十〜十二 ︵略︶
２・３ ︵略︶

○

12
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○

地方交付税法︵昭和二十五年法律第二百十一号︶︵抄︶

地方税法︵昭和二十五年法律第二百二十六号︶︵抄︶

︵基準財政収入額の算定方法︶
第十四条 ︵略︶
２ 前項の基準税率は︑地方税法第一条第一項第五号に いう標準税率︵標準税率の定めのない地方税については ︑同法に定 める税率とする
︒︶の 道府県税にあつては百分の七 十五に相当する率︵同法第七十二 条の二十四の四に 規定する課 税標準 により課す る事業税に ついては
︑当該道府県が同法第七十二条の二十 四の七第九項 の規定により定める税率を 基礎として 総務省令で定 める率の百分の七十五に相当する
率とする︒︶︑市町村税にあつて は百分の七十五に相当する率と し︑前項の基準率は︑都道府県交付金及び都道府県納付金にあつては 国
有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第三条第一項に規定する率の百分の七十五に相当する率︑市町村交付金及び市町村納
付金にあつては同項に規定する率の百分の七十五に相当する率とする︒
︵略︶
３

○

︵市町村が課することができる税目︶
第五条 ︵略︶
２ 市町村は︑普通税として︑次に掲げるものを課するものとする︒ただし︑徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると
認められるものその他特別の事情が あるものについては︑この限りでない︒
一 ︵略︶
二 固定資産税
三〜六 ︵略︶
３〜７ ︵略︶
︵土地又は家屋に対して 課する固定資産税の課税標準︶
第三 百四十九条 基準年度に係る賦課期日に 所在する土 地又は家屋︵以下﹁基準年度の土地又は 家屋﹂という︒︶に対して課する基準年 度
の固定資産税の課税標準は︑当 該土地又は家屋の基準年度に係る賦課 期日における価格︵ 以下﹁基準年度の価格﹂と いう︒︶で土 地課税
台帳若しくは土地補充課税台帳︵以下﹁土地課税台帳等﹂という︒︶又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳︵以下﹁家屋課税台帳
等﹂という︒︶に登録されたものとする︒
２ 基準年度の土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は︑当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標
準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は 家屋課 税台帳等に 登録さ れたものとする︒ただ し︑基準年 度の土 地又は 家屋 について 第 二年
度の固定資産税の賦課期日において次の各号に掲げる事情があるため︑基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によること
が不適当であるか又は当該市町村を 通じて固定資産税の課 税上著しく均衡を 失すると 市町村長が 認 める場 合において は︑当 該土 地又は家
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屋に対して課する第 二年度の固 定資産 税の課税標 準は︑当該土地又は 家屋に類似する土地又は 家屋の基準年度の価格に比準する価 格で 土
地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする︒
一 地目の変換︑家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情
二 市町村の廃置分合又は境界変更
３ 基準年 度の土地又は家屋に対 して課する第三年 度の固定資産税の課 税標準は ︑当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標
準の基礎となつた価格︵第二年 度において 前項ただし書に掲げる事情が あつたため︑同項ただ し書の規定によつて当該土地又は家屋に対
して課する第二年 度の固定資産税の課税標準と された価格がある場合においては︑当該価格とする︒以下本項において 同じ︒︶で土地課
税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとす る︒ただし︑基準年 度の土 地又は 家屋 について 第三年 度の固定資産 税の賦課期日にお
いて 前項各号に掲げる事情がある ため︑基準年度の固 定資産税の課税標 準の基礎と な つ た価 格に よるこ と が 不適 当で あるか 又は当 該市 町
村を通 じて 固定資 産税の課税上著しく均衡を失すると 市町村長が 認める場 合においては ︑当 該土地又は 家屋に対して 課する第 三年 度の固
定資産税の課税標準は︑当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳
等に登録されたものとする︒
４ 第二年 度に おいて 新たに固定資 産税を課することとなる土地又は 家屋 ︵以下﹁第 二年 度の土 地又は 家屋 ﹂と いう︒︶に対 して 課する 第
二年 度の固定資産税 の課税標準は︑当 該土地又は 家屋に類似する土地又は 家屋 の基準年 度の価格に比 準す る価格で 土地課税台帳等又は 家
屋課税台帳等に登録されたものとする︒
５ 第二年度の土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は︑当 該土地又は家屋に係る第二年 度の固定資産税の課税標
準の基 礎となつた価 格で 土地課 税台 帳等又は 家屋課税台帳 等に登録さ れたも のとする︒ ただ し︑第 二年 度の土地又は 家屋について ︑第三
年 度の固定 資産税の賦課期日にお いて 第 二項各号に 掲げる事情がある ため︑第二年 度の固定 資産税の課 税標準 の基礎とな つた価格に よる
こ とが 不適当で あるか又は 当 該市 町村を通 じて 固定資 産税の課税上 著しく均衡を失すると 市町村長が認める場合においては︑当該土地又
は家屋に対して課する第三年 度の固定資産税の課税標準は︑当該土地又は家屋に類似す る土地又は 家屋の基準年度の価格に比準する価格
で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする︒
６ 第三年 度において 新 たに固定資 産税を課すること となる土地又は 家屋︵以下﹁ 第三年 度の土地又は 家屋﹂と いう︒︶に対して 課す る第
三年 度 の固 定資 産 税の課 税標 準は ︑当 該土 地又 は 家屋に 類 似する土地 又は 家屋 の 基準年 度の価格に 比 準す る価 格で 土地課税台 帳 等又は 家
屋課税台帳等に登録されたものとする︒
︵ 償却資産に対して課す る固定資 産税の課 税標準︶
第三 百四十九 条の二 償却 資産に対 して 課す る固定資産 税の課税標 準は︑賦課期日に おける当 該 償却資産の価格で 償却資産課 税台帳に登録
されたものとする︒
︵大規模の償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例等︶
第三百四十九条の四 市町村︵地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市を除く︒以下本項︑次項︑第五項及び第七項並びに次条におい
て同じ︒︶は︑一の納税義務者が所有する償却資産で ︑その価額︵第三百四十九条の二及び第三百四十九 条の三の規定によつて 固定資産
税の課税標 準となるべき額をいう ︒以下 本 条及び次 条において 同様とする︒︶の 合計額が次 の表の上欄 に掲げ る市町村に おいて 同表 の下
欄に掲げる金額を超えるも の︵以下﹁大規模の償却資産﹂という︒︶に対しては︑第三百四十九条の二及び第三 百四十九条の三の規定に
かかわ らず︑同表の下欄に掲げる金額︵人口三 万人以上の市町村にあつては︑当該大規模の償却資産の価額の十分の四の額が当 該市町村
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に係る同表の下欄に 掲げる金額を超えるときは︑当該大規模の償却資産の価額 の十分の四の額︶を課 税標 準として固定資産税を課するも
のとする︒
︵略︶

２〜８ ︵略︶
︵新設大規模償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例︶
第三百四十九条の五 市町村は︑一の納税義務者が 所有する償却資産で 新たに建設された一の工場又は 発電 所若しくは 変電所︵以下本項に
お いて ﹁一の工場﹂と 総称する︒ ︶︵一の工場に増設 された設備で 一の工場に類す ると認めら れるものを含む︒︶の用に供するもののう
ち︑その価額の合計額が︑当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年 度間のうちいずれか一の年度に
おいて ︑ 前条第一項 の表の上欄 に掲げ る市町村に おいて 同表 の下欄に 掲げる金額をこえることとなるもの︵ 以下本 条及び第七百四十条に
お いて ﹁ 新設 大規模償却 資産﹂と いう ︒︶がある場合 にお いて は ︑当 該こ え るこ と と な つ た最 初 の年 度︵ 以下 本 条にお いて ﹁ 第 一 適用 年
度﹂という︒︶から六年度分の固定資産税に 限り︑その間において 当該新設大規模償却資産の価額の合計額が同表の下欄に掲げる金額に
満たな いこととなつ た場合にお いても ︑当該新設 大規模償却 資産又は 当 該納税義務者が所 有する第一 適用年度を異にす る他の新設 大規模
償却資産若しくはこれらの新設大規模償却資産以外の償却資産を区分し︑それぞれを各別に一の納税義務者が所有するものとみなして︑
第三 百四十九条の二︑第三 百四十九条の三︑前条及び次項から第五項まで の規定により︑当該新設大規模償却資産又は当該納税義務者が
所有す る第一適用年 度を異にす る他の新設大規 模償却資産 若しくはこ れらの 新設大規模 償却資産以外の償却資産に対 して課する固定資産
税の課税標 準となるべき金額を算 定し︑当 該金額を課税標準と して 固 定資産税を課するものとする︒こ の場合において ︑一の納税義 務者
が 一の市町村の区域内にお いて 第 一適用年 度を同じくする二以上の 新設 大規模償却 資産を所有するときは ︑これらの新設大規模償却資産
をあわ せて 一の新設大規模償却資産とみなす︒
２〜５ ︵略︶
︵都市計画税の課税客体等︶
第七百二条 市町村は︑都 市計画法に基づいて 行う都市計 画事業又は土地区画整理法 に基づいて 行う土地区 画整理事業に要す る費用に充て
るため︑当 該市町村 の区域で都 市計画法第五条の規定により都 市計画区域として 指定され たもの︵以下本項 において﹁ 都 市計画区 域﹂と
いう︒︶のうち同法第七条第一項に規定する市街化区域︵当該都市計画区域について同項に規定する区域区分に関する都 市計画が定めら
れて いない場合にあつては ︑当該都市計画区域の全部又は一部の区域で 条例で定める区域︶内に所在する土地及び家屋に対し︑その価格
を課税標 準として ︑当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することがで きる︒当該都市計画区域のうち市街化調整区域︵同項に規
定する市街化調整区域をいう︒以下本項において 同じ︒︶にお いて 同法第三十四 条第十号イに掲げる開 発行為に係る開発区域内で 同法に
基づく都市計画事業が施行されることその他特別の事情がある場合には︑当該市街化調整区域のうち 条例で定める区域内に所在する土地
及び家屋について も︑同様とす る︒
２ ︵略︶
︵大規模の償却資産に対する道府県の課税権︶
第七百 四十条 大規模の償却 資産︵ 新設大規模 償却資産を 含む ︒以下 本節に おいて 同じ ︒︶が 所在する市町村︵第三 百八十九 条第一項の規
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○

定による 配分の結果 大規模の償却資産が 所在することとなる 市町村を 含む ︒以下本 条にお いて 同じ︒ ︶を 包括する道府県は︑普通 税とし
て︑第四条第二項各号に掲げるものを課する外︑当該大規模の償却資産に対し︑当該大規模の償却資産の価額︵第三百四十九条の二又は
第三百四十九条の三の規定によつて固定資産税の課税標準となるべき額を いう︒︶のうち第三百四十九条の四及び第三百四十九条の五の
規定に よつて当該大規模の償却資産が所在する 市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額をこえる部分 の金額を
課税標準と して︑固定資産税を課するも のとする︒

行政書士法︵昭和二十六年法律第四号︶︵抄︶

財政融資資金法︵昭和二十六年法律第百号︶︵抄︶

︵欠格事由︶
第二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は︑前条の規定にかかわらず︑行政書士となる資格を有しな い︒
一〜四 ︵略︶
五 公務員︵特定独立行政法人︑特定地方独立行政法人又は日本郵政公 社の役員又は 職員を含む ︒︶で懲 戒免職の処分を受け ︑当該処分
の日から二年を経過しない者
六・七 ︵略︶

○

郵便貯金法等の一部を改正する法律︵平成十二年法律第九十八号︶による改正前の郵便貯金特別会計法︵昭和二十六年法律第百三
号︶︵抄︶

︵財政融資資金の運用︶
第十条 財政融資資金は︑次に掲げるものに運用することができる︒
一〜七 ︵略︶
八 前号に規定する法人に対する貸付け
九・十 ︵略︶
︵略︶

２

○

︵借入金︶
第十二条の二 ︵略︶
２ 資 金において 運用の財源 に充て るため必要があるとき は︑特別勘定の負担において 資金運 用部から借入金をすることができ る︒
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︵略︶

日本郵政公社法施行法による廃止前の郵便貯金特別会計法︵抄︶

３・４

○

簡易生命保険法の一部を改正す る法律︵昭和二十七年法律第百四十五号︶︵抄 ︶

︵特別勘定から一般勘定への繰入金︶
第五条の二 一般勘定における郵便貯金の事業の健全な経営に資するため必要があるときは︑予算の定めるところにより︑特別勘定から一
般勘定に繰入金をすることができる︒
︵略︶

２

○

附 則
１・２ ︵略︶
３ 昭和二十一年九月三十 日以前に 効力が発生した簡易生命保険契約につ いて払い込む べき保険料は ︑保険約款の定めるとこ ろにより︑ そ
の取立を停止することができる︒
前項の規定により 取立を停止 した保 険料は︑当 該保険契約 について 保険金又は還付金を 支払う場合において ︑支払金額から控除する︒

４

○

郵便貯金法等の一部を改正する法 律︵平成十二年法律第九十八号︶による改正前の簡 易生命保険の積立 金の運用に関する法律︵昭
和二十七年法律第二百十号︶︵抄︶

︵運用の範囲︶
第三条 積立金は︑次に掲げるものに運用する︒
一〜三 ︵略︶
四 法 律の定めるところにより ︑予算 について 国 会の議決を 経︑又は 承認を得なければな らな い法 人の発 行する債券
五 前号に規定する法人に対する貸付け
六〜八 ︵略︶
九 特別の法律により設立された法人︵第四号に規定する法人を除く︒︶で ︑国︑第四号に規定する法人及び地方公共団体以外の者の出
資のないもののうち︑特別の法 律により債券を発行することができるものの発行する債券
十 前号に規定する法人に対する貸付け
十一〜二十五 ︵略︶
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︵略︶

日本郵政公社法施行法による廃止前の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律︵抄︶

２〜７

○

︵運用の範囲︶
第三条 積立金は︑次に掲げるものに運用する︒
一 保険契約者に対する貸付け
二 国債︵証 券取引所が ︑定款の定めるところにより ︑国債につ いて ︑債券先物取引のため︑利率︑償還 の期限 その他の条 件を標準化 し
て設定した標準物を含む︒︶
三 法 律の定めるところにより ︑予算 について 国 会の議決を 経︑又は 承認を得なければな らな い法 人の発行する債券
四 地方債
五 特別の法律により設立された法人︵第三号に規定する法人を除く︒︶で︑国︑同号に規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資
のないもののうち︑特別の法律により債券を発行することができるものの発行する債券
六 銀行︑農林中央金庫︑商工組 合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会︵以下こ の条において﹁金融機関﹂と いう︒︶の発行
する債券︵以下この条にお いて﹁金融債﹂と いう︒︶
七 社債で政令で定めるもの
八 特定社債︵資産の 流動化に関する法 律︵平成十年法律第百五号︶第二条第七項に規定す る特定社債をいう ︒以下同じ︒︶で政令で定
めるもの
九 第二号から前号までに掲げる債 券以外の債 券で ︑政府が元本の償還及び利息の支払について 保証して いるもの
十 外国政府︑外国の地方公共団体又は国際機関︵以下この条において﹁外国政府等﹂という︒︶の発行する債券その他外国法人の発行
す る政令で定める債券︵証券取引所が︑定款の定めるところにより︑外 国政府の発行する債券について ︑債券先物取引のため︑利率︑
償還の期限その他の条件を標 準化 して設定した標準物を含む︒以下この条において﹁ 外国債﹂という︒︶
十一 信 託業務を営む 銀行又は 信託会 社への金銭 信託で 元本 補て んの契約があ るもの
十二 金融機関への預金
十三 積立金をも つて 取得 を した債 券で あ つて 政令で 定 めるも のの 金融 機 関 その他政 令で 定 める 法 人に対す る 貸付け
十四 前号に規定す る債券の信 託業務を営む 銀行又は信託会 社への信 託で ︑当 該債券を金融機関その 他同号の政令で 定める法人に対する
貸付けの方法によつて のみ運用する旨の契約があるもの
十五 法人が事 業に必要な資金を調達するために発行す る約束手形で 総務省令で定めるもの
十六 外国政府等又は外国法 人の発行する証券又は証書で 前号に規定する約束手形の性質を有するもの
十七 債券オプション︵当事者の一方の意思表示に より当事者間にお いて 債券︵第二号及び第十号に規定する標準物を含む︒︶の売買取
引を成立させることができる権利又はこれに類する権利であつて︑政令で定めるも のをいう︒︶
十八 先物外国為 替︵外国通貨をもつて表示される支払手段であつて ︑その売買契約に基づく債権の発生 ︑変更又は消滅に係る取引を当
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国家公務員退職手当法︵昭和二十八年法律第百八十二号︶︵抄︶

該売買の契約日後の 一定の時期に一定 の外国為替 相場により 実行す る取引︵金融 先物取引 所の開設す る市場において 行われる取引 又は
これに類する取引であつて︑政令で定めるものに該当するものを除く︒︶の対象となるものをいう︒︶
十九 通貨オプ ション︵当 事者の 一方の意思 表示により当事者間に おいて 外国通貨をもつて 表示される支払手段の 売買取引︵ 前号の政令
で定める取引に該当するものを除く︒︶を成立させることができる権利をいう︒︶
二十 地方公共団体に対する貸付け
２〜８ ︵略︶
︵運用職員の責務︶
第八条 積立金の管理及び運用に係る事務に従事す る職員︵政令で定める者に限る︒以下﹁運用職員﹂という︒︶は︑運用計画に従つて︑
慎重かつ細心の注意を払い︑全力を挙げてその職務を遂行しなければならない︒

○

︵失業者の退職手当︶
第十条 勤続期間六月以上で退職した職員︵第四項 又は第六項 の規定に 該当する者を除く︒︶であつて ︑第一号に掲げる額が第二号に掲げ
る額に満たないものが︑当 該退職した職員を雇用保険法︵昭和四十九年法 律第百十六号︶第十五 条第一項に規定す る受給資格者と︑当該
退職し た職員の勤続 期間︵当該勤続 期間に係る 職員となつ た日前に職 員又は 政令で 定める職員に準 ずる者︵以下こ の 条において ﹁職員等
﹂と いう ︒︶であつたことがあるものに ついては︑当該職員等であつた期間を含むものとし︑当該勤続 期間又は当該職員 等で あつた期間
に第二号イ又は ロに掲げる 期間が 含まれて いるときは ︑当該同号イ又は ロに掲げる 期間に該当するすべて の期間を除く︒以下この条にお
いて﹁ 基準勤続期間﹂と いう ︒︶の年月数を同法第二十二 条第三項に 規定す る算定基礎期間の年月 数と︑当該退職の日を同法第二十条第
一項第一号に規定する 離職の日と ︑同法第二十三条第二項に規定する 特定受給 資格者に相当するものと して 総務省令で 定める者を 同項に
規定する特定受給資格者とみなして同法第二十条第一項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ︑当該各号に
定める期間︵当該期間内に妊娠︑出産︑育児その他総務省令で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができな い者が︑総
務省令で 定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には︑当該理由により職業に就くことができな い日数を加算する
も のとし︑その加算され た期間が 四年を超 えるときは ︑四年とす る︒次項において ﹁ 支給期間 ﹂と いう︒ ︶内 に失業して いる場合にお い
て︑第一号に規定する一般 の退職手当等の額を第二号に規定する基本手当の日額で除して 得た数︵一未満の端数があるときは ︑これを切
り捨て る ︒︶に等し い日数︵以下こ の項において ﹁待期日数﹂と いう ︒︶を超えて 失業して いるとき は︑第一号に規 定する一般の退職手
当等のほか︑その超える部分の失 業の日につき第二号に規定す る基本 手当の日額に相当する金額を︑退 職手当として 同法 の規定による基
本手当の支給の 条件に従い︑公共職業安定所︵政令で 定 める職員について は︑その者が退職の際 所属して いた官署又は事務所 その他政令
で定める官署又は 事務所とする︒以下同じ︒︶を通じて 支給する︒ただし︑同号に規定する所定給 付日数から待期日 数を減じた日数分を
超えては支給しない︒
一 その者が既に支給を受けた当 該退職に係る一般の退職手当及び前条の規定による退職手当︵以下﹁一般の退 職手当等﹂という︒︶の
額
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二 その者を雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者と︑その者の基準勤続期間を同法第十七条第一項に規定する被保険者期間
と︑当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と︑その者の基準勤続期間の年月数を同法第二十二条第三項に規定
する算定基礎期間の年月数とみな して 同法の規定を適用 した場合に ︑同法 第十六条の規定により その者が支給を受けることができる基
本手当の日額にその者に係る同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数︵次項にお いて﹁所定給付日数﹂と いう ︒︶を乗じて 得た
額
イ 当該勤続期間又は当該職員 等で あつた期間に係る職員等となつた日 の直前の職員等でなくなつた日が当該職 員等となつた日前一年
の期間 内にな いと きは︑当 該直前の 職員等でな くなつた日 前の職 員等で あつ た期間
ロ 当 該勤続期間に係 る職員等となつ た日前に退職 手当の支給 を受けたことのある職員に ついては︑当 該退 職手当の支給に係る退 職の
日 以 前の職員 等で あつた 期間
２ 勤続期間六月 以上で退職した職員︵第五項又は第七項 の規定に該当す る者を除く︒︶が支給期間内に失 業して いる場合に おいて︑退職
した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは︑その失業の日につき前項第二号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を
適用した場合にその者が 支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額 を︑退職手当として ︑ 同法 の規定による基本手当の 支
給の 条件に従い︑公共職業安定所を通じて 支給する︒ただし︑前項 第二号 の規定の例 によりその者につき雇用保険法の規定を 適用した場
合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない︒
３ 前二項 の規定による退職手当の 支給に係る退職が定年に達 したこと その他の 総務省令で 定める理由によるものである 職員が︑雇 用保険
法第二十条第二項に規定す るときに相当するものとして 総務省令で 定めるときに該当する場合に関しては ︑総務省令で︑同項 の規定に準
じて ︑ 前二項に規定する退職の日の翌日から起算して 一年 の期間につ いて の 特例を定めることがで きる︒
４ 勤続期間六月以上で退職した職員︵ 第六項の規定に該当す る者を除く︒︶で あつて ︑その者を雇用 保険法 第四条第一項に規定す る被保
険者と︑その者が退職の際勤務していた国︑特定独立行政法人又は日本郵政公社の事務又は事業を同法第五条第一項に規定する適用事業
とみな したならば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者に該当するもののうち ︑第一号に掲げる額が第二号に掲げる
額に満たな いものが退職の日後失業している場合には︑一般の退職手当等のほか︑第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額に
相当する金額を︑退職手当として ︑同法の規定による 高年齢求職者給付金の支給の 条件に従い︑公共職業安定所を通じて 支給する︒
一 その者が既に支給を受けた当 該退職に係る一般の退職手当等の額
二 その者を雇用保険法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格者と︑その者の基準勤続期間を同法第十七条第一項に規定する
被保険者期間と︑当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と︑その者の基準勤続期間の年月数を同法第三十七条
の四第三項前段 の規定による期間 の年月数と みなして 同法の規定を 適用した場合に︑ その者が支給を受けることができる高年 齢求職者
給付金の額に相当する額
５ 勤続期間六月以上で退職した職員︵ 第七項の規定に該当す る者を除く︒︶で あつて ︑その者を雇用 保険法 第四条第一項に規定す る被保
険者と︑その者が退職の際勤務していた国︑特定独立行政法人又は日本郵政公社の事務又は事業を同法第五条第一項に規定する適用事業
とみな したならば 同法第三十七 条の二第一項に 規定する高年齢継続 被保険者に該当するものが退職 の日後 失業して いる場合にお いて ︑退
職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは︑前項第二号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が
支給を受けるこ とができる 高年齢求職者給 付金の額に 相当する金額を︑退職手当と して ︑同法 の規定による高年 齢求職者給 付金の支給 の
条件に従い︑公共職業安定所を通じて支給する︒
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６ 勤続 期間六月以上で退職した職員であつて︑雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみな したならば同法第三十八条第一項各号
のいずれかに該当するもののうち ︑第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には︑一般の退
職手当等のほか︑第二号に 掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額に相当する金額を︑退職手当として ︑同法の規定による 特例一時金
の支給 の条件に従い︑公共職業安定 所を通じて 支給する︒
一 その者が既に支給を受けた当 該退職に係る一般の退職手当 等の額
二 その者を雇用保険法第三十九条第二項に規定する特例受給資格者と︑その者の基準勤続期間を同法第十七条第一項に規定する被保険
者期間とみなして 同法の規定を適用 した場合に ︑その者が 支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額
７ 勤続期間六月以上で退職した職員であつて︑雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十八条第一項各号
の いずれかに 該当す るも のが退職 の日後失 業して いる場合において ︑退 職した者が 一般の退職 手当等の支給を受けないときは︑前項第二
号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を︑退
職手当と して ︑同法 の規定による特例 一時金の支給の条件に従い︑公 共職業安定所を通じて 支給する ︒
８ 前二項の規定に該当する者が︑これらの規定による退職手当の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した雇用保険法第四十一条第
一項 に規定する公共職業訓練等を受ける場合には︑その者に対して は︑前二項の規定による退職 手当を支給せず︑同条の規定による基本
手当の支給の条件に従い︑当該公共職業訓練等を受け終わる日まで の間に限り︑第一項又は第二項の規定による退職手当を支給する︒
９ 第一項 ︑第二項又は前項に規定する場合のほか︑これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対して は︑次に掲げる場合には︑雇
用保険法第二十四条から第二十八条までの規定による基本手当の支給の例により︑当 該基本手当の支給の条件に従い︑第一項又は第二項
の退職手当を支給することができる︒
一 その者が公共職業安定所長の指示した雇用保険法第二十四条第一項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
二 厚生労働大臣が雇用保険法第二十五条第一項の規定による措置を決定した場合
三 厚生労働大臣が雇用保険法第二十七条第一項の規定による措置を決定した場合
第一項︑第二項及び第四項から前項までに定めるもののほか︑第一項又は第二項の規定による退職手当の支給を受けることができる者
で 次の各号の規定に該当するものに対して は︑雇用保険法第三十 六条︑第三十七条及び第五十 六条の二から第五十九条まで の規定に準 じ
て 政令で定めるところにより︑それぞれ当該各号に掲げる給付を︑退 職手当として 支給する︒
一 公共職業安定所長の指示した雇用保険法第三十六条に規定する公 共職業訓練等を受けて いる者について は︑技能習 得手当
二 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため︑その者により生計を維持されて いる同居の親族︵届出をして いないが ︑事実上その者
と婚姻関係と同様の事情にある者を含む︒︶と別居して 寄宿する者については︑寄宿 手当
三 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において ︑疾病又は 負傷のために職業に就くこ とができな い者について は︑傷
病手当
四 職業に就いたものにつ いては ︑就業促進 手当
五 公共職業安定所の紹介した職業に就くため︑又は公共職業安定所長の指示した雇用保険法第五十八条第一項に規定する公共職業訓練
等を受ける ため︑その 住所又は 居所を変更する者に ついては︑移転費
六 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者について は︑広域求職活動費
前項の規定は︑第六項又は第七項の規定による退職手当の支給を受けることができる者︵これらの規定により退職手当の支給を受けた
10

11
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○

者であつて︑当該退職手当の支給に係る退職の日 の翌日から起算して 六箇月を経過していないものを含む ︒︶について 準用する︒この場
合において ︑前項中﹁次 の各号﹂とある のは﹁第四号から第六号まで ﹂と︑﹁第 三十六条︑第三十七条 及び第 五十六条の二から第五 十九
条まで﹂とあるのは﹁第五十六条の二から第五十九条まで﹂と読み替えるものとする︒
第十項 第三号に掲げ る退 職手当 の支給があつたときは︑第 一項︑第 二項又は 第十項の規定の適用について は︑当該支給があつた金額に
相当する日数分の第一項又は第二項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす︒
第十項第四号に掲げる退職手当の支給があつたときは︑第一項︑第二項又は第十項の規定の適用については︑政令で定める日数分の第
一項又は第二項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす︒
雇用保険法第十条の四の規定は︑偽りその他不正の行為によつて第一項︑第二項又は第四項から第十一項までの規定による退職手当の
支給を受けた者がある場合について準用する︒
本条の規定による退職手当は︑雇用保険法又は 船員保険法︵昭和十四年法 律第七十三号︶の規定によるこれに相当する給付の支給を受
ける者に対して 支給 してはならない︒

日本郵政公社法施行法による改正前の国税収納金整理資金に関する法律︵昭和二十九年法律第三十六号︶︵抄︶

︵事務の代理等︶
第十三条の二 財務大臣は︑国税収納命令官︵分任国税収納命令官を含む︒次項において同じ︒︶︑国税資金支払命令官又は国税資金支払
委託官に事故がある場合︵これらの者が第八条第三項︵第十条第二項及び前条第四項において準用する場合を含む︒︶の規定により指定
された官職にあ る者である 場合には︑その官職にある 者が 欠けたと きを含む ︒︶に おいて 必要があるとき は︑政令で 定めるところにより
︑所属の職員にその事務を代理させることができる︒
２ 財務大臣は︑必要があるときは︑政令で定めるところにより︑所属 の職員に︑国税収納命令官︑国税資金支払命令官又は国税資金支払
委託官︵前項の規定によりこれらの者の事務を代理す る職員を含む︒︶の事務の一部を処理させることができる︒
︵職員の責任︶
第十七条 次に掲げ る職員の責任につ いては︑こ れらの職員を予算執行職員等の責任に関する法律︵ 昭和二十五年法律第百七十二号︶に規
定する予算執 行職員とみなし︑こ れらの職員がする支払命令又は 支払 委託に関する行為を同法に規定する 支出 等の行為とみなして︑同法
を適用する︒
一 国税資金支払命令官
二 国税資金支払委託官
三 第十三条の二第一項の規定により前二号に掲げる者の事務を代理する職員
四 第十三条の二第二項の規定により前三号に掲げる者の事務の一部を処理する職員
五 前各号に掲げる者から︑政令で定めるところにより︑補助者としてその事務の一部を処理することを命ぜられた職員
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12
13
14
15

○

六

軍事郵便貯金等特別処理法︵昭和二十九年法律第百八号︶︵抄︶

簡易生 命保険法の一部を改正す る法 律︵昭和三十年法律第十八号︶︵抄︶

︵定義︶
第二条 こ の法 律に おいて ︑左 の各 号に掲げる 用語は︑当 該各号に定める定義に従うも のとする︒
一 ﹁軍事 郵便貯金﹂とは︑旧野戦郵便局又は旧海軍軍用郵便所で 預 入された郵 便貯金をいう︒
二 ﹁軍事郵便為替﹂とは ︑旧野戦郵便局又は旧海軍軍 用郵便所に振出の請求があつた郵便為 替をいう︒
三 ﹁ 外地郵便貯 金﹂とは︑ 旧外地 等にあつた 郵便局で 預 入され た郵 便貯金を いう ︒
四 ﹁外地郵便為替﹂とは︑旧外地等にあつた郵便局に振出の請求があつた郵便為替をいう︒
五 ﹁外地郵 便振替貯金﹂とは︑ 旧外地等にあつた郵 便局で払い込まれ た郵便振替貯金の払込 金︵口座に受け入れられたも のを含む ︒︶
をいう ︒
﹁旧外地等﹂とは︑朝鮮︑台湾︑関東州︑樺太︑千島列島︑南洋群島︑小笠原諸島︑硫黄列島︑硫黄鳥島︑伊平屋島及び北緯二十七
度以南の南西諸島︵大東諸島を含む︒︶を いう︒

○

国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律︵昭和三十一年法律第八十二号︶︵抄︶

附 則
１ ︵略︶
２ こ の法 律の 施行前に効 力が 発生 した簡 易生 命保険契約に係る保 険料 の計算の基 礎及び保険 金の倍額支払につ いては︑な お従前の例 によ
る︒

○

︵市町村に対する交付金の交付又は納付金の納付︶
第二 条 国又は 地方公共団体は︑毎年 度︑当 該年 度の初日の属する年の前年︵以下﹁ 前年﹂と いう︒︶の三 月三十 一日現在に おいて 所有す
る固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当す るものにつき︑当該固定資産 所在の市町村に対して ︑国有資産等所在市町村交付金︵以
下﹁市町村交付金﹂と いう︒︶を交付す る︒
一 当該固定資産を所有す る国又は地方公共団体以外の者が使用して いる固定資産︵次号及び第三号に掲げるものを除く︒︶
二 空港︵空港整備法︵昭和三十一年法律第八十号︶第二条第一項に規定する空港をいう︒以下同じ︒︶の用に供する固定資産︵次号に
掲げるものを除く︒︶又は国が 自衛隊の設置する飛行場若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に
基づく施設及び区域並びに日本 国における 合衆国軍隊 の地位に関す る協定第二条第 四項︵ａ︶の規定に 基づき日本国政府若しくは日本
国民が 使用する飛行場︵空港の機能を果たすも のとして 政令で 定めるものに 限る︒︶に おいて 一般公衆の利用に供す る目的で 整備し︑
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かつ︑専ら一般公衆の利用に供する施設の用に供する固定資産︵次号に掲げるものを除く︒︶
三 国有林野の管理経営に関する法律︵昭和二十六年法律第二百四十六号︶第二条の国有林野に係る土地
四 発電所︑変電所又は送電施設の用に供する固定資産︵第一号に掲げるものを除く︒︶
五 水道法︵昭和三十二年法律第百七十七号︶第三条第八項に規定する水道施設若しくは工業用水道事業法︵昭和三十三年法律第八十四
号︶第二条第六項に規定する工 業用水道施設のうち ダム︵ダムと一体となつて その効用を全うする施設 及び工 作物を含む ︒以下同じ︒
︶以外のものの用に供する土地又は水道若しくは工業用水道の用に供す るダムの用に供する固定資産で ︑政令で 定めるもの︵第一号に
掲げるものを除く︒︶
六 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︶第三十一条に規定する国家備蓄施設の用に供する固定資産
２ 日本郵政公社は︑毎年度︑当該年度の初日の属す る年の一月一日現在において 所有する固 定資産︵地方税法 第五条第二項第二号及び第
七百四十条の固定資産税︵以下﹁固定資産税﹂という︒︶を課される べきものを除く︒︶につき︑当該固定資産所在の市町村に対して ︑
日本郵政公社有資産所在市町村納付金︵以下﹁市町村納付金﹂という ︒︶を納付する︒
３〜７ ︵略︶
︵大規模の償却資産に係る交付金算定標準額又は納付金算定標準額の特例等︶
第五条 国若しくは 地方公共団体又は日本郵政公 社は︑各省各庁の長が それぞれ管理し︑又は一の地方公共団体若しくは日本郵政公社が所
有する償却資産のうち 第二条の規定によつて 市町村交付金を交付し︑又は市町村 納付金を納付すべきも ので 一の市︵地方 自治法︵昭和二
十二年法 律第六十七号︶第 二百五 十二条の十 九第一項の 指定都 市を 除く︒ 以下こ の条 及び次 条に おいて 同 じ︒︶町村内に所在するものに
係る交付金算定標準額又は納付金算定標準額となるべき価 格︵前条の規定の適用を受けるものにあつては ︑同条の規定によつて 交付金算
定標準額又は納付金算定標準額となるべき額とする ︒以下同じ︒︶の合計額︵日本郵政公社が所有する 償却資産にあつて は︑当該合計額
と 日本郵政公社が所有する固定資産税を課される償却資産︵地方税法第三百四十九 条の五第一項の新設大規模償却資産を除く︒以下こ の
条にお いて 同じ︒︶で当該市町村内に所在するものに係る固定資産税の課税標準となる べき額︵同法第三 百四十九条の二の規定によつて
固定資産税の課税標準となるべき額をいう︒以下こ の条において同じ︒︶の合計額との合算額とする︒︶が次の表の上欄に掲げる市町村
に おいて 同表 の下欄に掲げる金額 を超えるもの︵以下 ﹁大規模の 償却資 産﹂と いう ︒︶については︑前二 条の規 定にかかわ らず︑同表 の
下欄に掲げる金額︵人口三万人以上の市町村にあつては︑当該大規模の償却資産の交付金算定標準額となるべき価格の十分の四の額が当
該市町村に係る同表の下欄に掲げる金額を超えるときは︑当該交付金算定標準額となるべき価格の十分の四の額︑当該大規模の償却資産
の納付金算定標準額とな るべき価 格と日本 郵政公社が 所有する固定資産税を課される償却資産に係る固定資産 税の課税標 準となるべき 額
との合算額の十分の四の額が当該市町村に係る同表の下欄に掲げる金額を超えるときは︑当該合算額の十分の四の額とする︒以下この条
︑次 条及び第十八条第二項にお いて ﹁ 大規模の償却資産に係る算定定額﹂と いう︒︶を交 付金算定標 準額 又は納付金算定標準額と して当
該市町村に市町村交付金を交付し︑又は市町村納付金を納付するものとする︒ただし︑日本郵政公社にあつては︑当該市町村の大規模の
償却資産に係る算定定額から日本 郵政公社が 所有する固定資産税を課される償却資産に係る同法第三百四十九条の二及び第三 百四十九条
の四の規定によつて 算定した固 定資 産税の課税標準額︵以下こ の条及び第十 八条第二項 において﹁ 固定資 産税の課税標準額﹂と いう︒︶
を控除した額を納付金算定標準額として 当該市町村に市町村納付金を 納付するも のとし︑固定資産税の課税標 準額が当該市町村の大規模
の償却資産に係る算定定額以上の額であるときは︑当 該市町村に市町村納付金を納付することを要しないものとする︒
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︵略︶

２〜４ ︵略︶
︵新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額又は納付金算定標準額の特例︶
第六条 国若しくは地方公共団体又は日本郵政公社は︑各省各庁の長が それぞれ管理し︑又は一の地方公共団体若しくは日本郵政公 社が所
有す る償却資産 のうち第二 条の規定によつて 市町村交付金を交付し︑又は市町村納付金を納付すべきもので ︑一の市町村内に所在する 新
たに建設された一 の工場又は 発電所 若しくは変電所︵以下こ の項にお いて﹁ 一の工場﹂と 総称する ︒︶︵ 一の工場に 増設された設備で 一
の工場に類すると認められるものを含む︒︶の用に供するものに係る交付金算定標準額又は納付金算定標準額となるべき価格の合計額が
︑当該償却資産について 同条の規定によつて 市町村交付金を交付し︑又 は市町村納付金を納付することとなつた最初の年 度から五年度間
のうち いずれか一 の年 度にお いて ︑ 前条第一項 の表の上欄 に掲げる市町村 において 同表 の下欄に掲げる金 額を超え ることとな るもの︵以
下こ の条及び第十三 条第四項において ﹁新設大規 模償却資産﹂という ︒︶があ る場合にお いては︑当 該超え ることとな つた最初の年 度か
ら六年度分の市町村交付金又は市町村納付金に限り︑地方税法第三百四十九条の五第一項及び第二項並びに同条第五項に基づく政令の規
定の例により︑当該市町村 の大規 模の償却資産に係る算定定額を増額して 前条第一項︵ただし書を除く︒︶の規定を適用し︑当該新設大
規模償却資産に係る交付金算定標準額又は納付金算定標準額となるべき金額を算定し︑及び当該金額を交付金算定標準額又は納付金算定
標準額として市町村交付金を交付し︑又は市町村納付金を納付するものとする︒
２ ︵略︶
︵台帳価格等の通知︶
第七条 各省各庁の長又は地方公共団体の長は︑当該各省各庁の長が管理し︑又は当該地方公共団体が所有する固定資産のうち第二条の規
定 によつて 市町村交付金を 交付す べきものについて ︑ 総務省令で 定 めるところにより︑前年の三月三十一日現在において 国 有財産台帳 等
に記載され︑又は記録された当該固定資産の価格その他交付金額の算定に関し必要な事項を前年の十一月三十日まで に当該固定資産の所
在地の市町村長に通知するものとする ︒ただし︑前年前に通知 した事項に異動がないものについては︑こ の限りでない︒
︵価格の修正通知︶
第十条 各省各庁の長又は地方公共団体の長は︑第二条の規定によつて市町村交付金を交付すべき固定資産について︑国有財産台帳等に記
載され︑又は記録された当該固定資産 の価格が当 該固定資産に類似す る固定資産で固定資産税を課されるも のに係る固定資産税の課税標
準 の基礎とな るべき価格と著しく異なると 認める場合においては ︑前年の十一月三 十日まで に ︑国有財産 台帳 等に記載さ れ︑又は記録 さ
れた固定資産の価格と異なる価格を当該固定資産の所在地の市町村長に当 該固定資産に係る交付金算定標準額の基礎とすべき固定資産の
価格として通知することができる︒こ の場合にお いては︑各省各庁の長 又は地方公共団体 の長は︑当 該通 知に係る固 定資産の価格の算定
の根拠をあわせて 通知しなければならな い︒
︵価格の修正の申出等︶
第十一 条 市町村長は︑当該市町村内に所在す る各省各庁の長が管理し︑又は地方公共団体が所有する固定資産で第二条の規定によつて 市
町村交付金を交付されるべきものについては︑国有財産台帳等に価格が記載され若しくは記録されて いないも のがある場合又は国有財産
台帳等に記載され若しくは 記録された当該固定資産の価格若しくは 前条の規定による通知に係る当該固定資産の価格が当該固定資産に類
似する 固定資産で 固定資産税を課さ れるものに 係る固定資 産税の課税標準の基礎となる べき価格と 著しく異なると認める場合においては
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︑前年の十二月三十 一日までに ︑当該固定資産を管理する各省各庁の長又は当 該固定資産を所有する 地方公共団体の長 に対して ︑ その理
由をつけて ︑交付金算定標準額の基礎とすべき価格として当該固定資産の価格を通知し︑又は国有財産台帳等に記載され 若しくは記録さ
れた当該固定資産の価格と異なる価格若しくは前条の規定による通知に係る固定資産の価格を修正した価格を交付金算定標準額の基礎と
すべき価格として 通知すべき旨を申し出ることができる︒
２ 各省各 庁の長又は 地方公共団 体の長 は︑前項の 申出があつ た場合に おいて ︑ その申出に ついて 正当な理由があると認 めるときは ︑交付
金算定標準額の基礎とすべき固定資産の価格を当該固定資産の所在地の市町村長に通知しなければならな い︒
３〜６ ︵略︶
︵二以上の市町村にわ たる固定資産の価格の配分等︶
第十二条 ︵略︶
２ 各省各庁の長 又は地方公 共団体 の長は︑前項の通知を した後にお いて ︑前条第二項︵第四項において準用する場合を含む ︒︶の規定に
より交付 金算定標準 額の基礎とす べき 固定資産の価格を通知 した場合において は︑前項の規定によつて 配分 し︑及び通 知した価格を修正
し︑これを当 該市町村の市町村長に通知しなければならない︒
３ ︵略︶
４ 前条第二項から第六項まで の規定は︑前項の場合について準用する ︒この場合において︑同条第二項中﹁交付金算定標準額の基礎とす
べき固定資産の価格を当該固定資産の所在地の市町村長﹂とあるのは﹁当該市町村に固定資産の価格を配分し︑又は当該市町村に配分す
べき固定資産の価格を修正して 市町村長﹂と ︑同条第三項中﹁交付金算定標準額の基 礎とすべき固定資産 の価格を通知しないときは︑﹂
とあるのは﹁当該市町村に固定資産の価格を配分せず︑又は当該市町村に配分した固定資産の価格を修正しないときは︑﹂と読み替える
ものとする︒
︵交付金の請求又は納付金の納額告知︶
第十五 条 市町村長は︑総務省令で 定めるところにより︑国が所有す る固定資産については当該固定資産を管理する各省各庁の長に︑地方
公共団体が 所有する固 定資産につ いて は当 該固定資 産を所有す る地方 公共団体 の長に対して ︑毎年四月 三十 日まで に︑ 交付金交付請求書
を送付するも のとする︒
２・３ ︵略︶
︵交付金の交付又は納付金の納付︶
第十六条 各省各庁の長又は地方公共団体の長は︑前条第一項の交付金交付請求書の送付を受けた場合においては︑毎年六月三十日までに
︑当 該交付金交付請求書に記載された交付金額を固定資産所在の市町村に交付するも のとする︒
２ ︵略︶
︵都道府県に対する交付金の交付又は納付金の納付︶
第十 八条 国又は地方公共団体は︑大規模の償却資産が 所在する市町村を包括する都 道府県に対して ︑当該大規模の償却資産に係る交付金
算定標準額となるべき価格のうち第五条第一項及び第二項並びに第六条の規定によつて当該大規模の償却資産所在の市町村の市町村交付
金の交付金算定標準額となるべき 額を超える部分の額を交付金算定標 準額として 国有資産等所在都道府県交付金︵以下﹁都道府県交付金
﹂という︒︶を交付するも のとす る︒
日本郵政公社は︑大規模の償却資産が所在する市町村を包括する都道府県に対して ︑当該大規 模の償却資産に係る納付金算定標準額と
２
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なるべき 価格のうち 第五条第一項及び第二項 並び に第六条の規定によつて当 該大規模の償却資産所在の市町村の市町村 納付金の納 付金算
定標準額となるべき額を超える部分の額︵固定資産税の課税標準額が当該市町村の大規模の償却資産に係る算定定額以上の額であるため
︑第五条第一項 ただし書の規定により市町村に市町村納付金を納付しない場合にあつては︑当該大規模の償却資産に係る納付金算定標準
額とな るべき価格とする︒︶を 納付金算定標準額として日本郵政公社有資産 所在都道府県納付金︵ 以下﹁都道府県納付金﹂という︒︶を
納付するも のとする︒
３〜５ ︵略︶
︵国有財産台帳等の閲覧の請求等︶
第二十二条 市町村長は︑交付金額の算定のため必要があると 認める場合にお いては︑各省各庁の長若しく は地方公共団体の長に対して 国
有財産台帳等の閲覧を求 め︑又は 国有財産台帳等に記載され︑若しくは 記録された事項を記録することができる︒こ の場合においては ︑
各省各庁の長又は地方公共団体の長は︑正当な理由がないのにこれを拒んではならない︒
２ ︵略︶
︵多目的ダムに係る市町村交付金等︶
第二十六条 特定多目的ダム法︵昭和三十二年法律第三十五号︶第二条第一項に規定する多目的ダムについては︑当該多目的ダムの用に供
する固定資産のうち 発電又は水 道若しくは工業用水道の用に供する部分を︑国土交通大臣が管理する場合︵同法第十七条の規定によるダ
ム 使 用 権 の 設 定 前 の 場 合 を 含む ︒ ︶に あ つて は 国が ︑都 道府県 知事が 管理す る場 合にあつて は当 該都 道 府県が 所有す る第 二 条第一項 第四
号に掲げる固定資産又は同項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産と︑当該固定資産につき政令で定める方法により算出した額を国
有財産台帳等に記載され又は記録された当該固定資産の価格とみなして︑こ の法律の規定︵第二十二条を除く︒︶を適用する︒

○

︵勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税︶
第四条の二 勤労 者財産形成 促進法︵昭和四十 六年法律第九十二号︶第二 条第一号に規定する勤労 者が︑金融機関 又は証券業者で 政令で 定
めるもの の営業所又は事務所︵ 郵便局を含む ︒以下こ の条及び次 条に おいて ﹁ 金融機関の営業所等﹂と いう ︒︶において 同法第六 条第四
項 に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約︵以下この 条において ﹁勤労者財産形成 住宅貯蓄契約﹂という ︒︶に基づく預貯金︑合同運 用
信託若しくは 有価証券又は 生 命保 険若しくは 損害保険の 保険料若しくは生 命共済の共 済掛金で 政令で 定めるもの︵ 以下こ の条において﹁
財産形成住宅貯蓄﹂という︒︶の預入︑信託若しくは購入又は払込み︵以下こ の条及び次 条において ﹁預 入等﹂と いう︒︶をする 場合に
おいて︑政令で定めるところにより︑その預入等の際当該財産 形成住宅貯蓄につきこ の項の規定の適用 を受け ようとする旨その他必要な
事項 を記載した書類︵以下この条において﹁ 財産形成非課税住宅貯 蓄申込 書﹂と いう ︒︶を︑同法第二条第二号に 規定する賃 金の支払者
︵所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る︒︶の事務所︑事業所その
他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの︵以下こ の条において﹁勤務先﹂という︒︶︵当該賃金の支払者︵勤労者財
産形成促進法第十四条の二 第二項に規定する中小企業の事業主に限る︒第四項にお いて﹁特定賃金支払者﹂という︒︶が勤労者財産形成
住宅貯 蓄契約に係 る事務を同法第十 四条の二第 二項に規定する事務代 行団体︵以下こ の 条において ﹁事務 代行団体﹂と いう︒︶に委託を
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して いる場合には︑勤務先及び当該委託に係る事 務代行団体の事務所その他こ れに準ずるもので当該事務を行うもの︒以下この条におい
て﹁勤務先 等﹂と いう︒ ︶を経由 して提 出したとき は︑次の各 号に掲げる場合に 限り︑当 該各号に掲げ るものについては ︑所得税を課さ
ない︒
一 その預貯金の元本と その金融機関の営業所 等において 財産形成非 課税住宅貯蓄申込 書を提出して 預入した他の預 貯金の元本 との合計
額が︑その預貯金の利 子の計算 期間を通 じて ︑その者がその勤 務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項 に規定する財
産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額︵第五項の申告書の提出があつた場合には︑その提出の日以
後にお いては︑変更後の最高限度額 ︒以下こ の項において 同じ︒︶を超えな い場合 その預貯金の当該計算期間に対応する利子
二 その合 同運用信託の元本とその金融機関の営業所等において 財産形成非課 税住宅貯蓄申込書を提出 して 信託した他の合同運用 信託の
元本との合計額が︑その合同運 用信託の収益の分配の計算期間を通じて ︑その者が その勤務先等及び金融機関の営業所等を 経由して提
出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯 蓄申告書に 記載され た同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合︵その合同運用信
託が貸付信託である場合には︑その収益の分配の計算期間を通じて 社債等の振替に関する法律に規定する振 替口座簿への記載又は 記録
その他の政令で定める方法により管理されて いる場合に限る︒︶ その合同運用信託の当該計算期間に対応す る収益の分 配
三 その有価証 券につき︑ その利 子又は収益 の分配の計算期間を通 じて ︵ その有価証 券が当 該計算期間の中途にお いて 購入し たものであ
る場合には︑その購 入の日の属する計算期間につ いては︑同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて ︒以下この号にお いて
同じ︒︶︑社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており︑かつ
︑その有価証券の額面金額 又はこ れに準ずる 金額として 政令で 定めるもの︵以下こ の 条において ﹁額面 金額等﹂と いう︒︶と その金融
機関の営業所等にお いて 財産形 成非 課税住宅貯 蓄申込書を提出して 購入した 他の有価証 券の額面金額等と の合計額が ︑当 該計算 期間を
通じて ︑その者がその勤務先等及び金融 機関の営業所等を経由して 提 出した第四項に規定す る財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載さ
れた同項第三号に掲げる最 高限度額を超えない場合 その有価証券の当 該計算期間に対応する利子又は収益の分 配
四 その生 命保険 若しくは損 害保険 の保険料の 金額又は生 命共済の共 済掛金 の額とその 金融機関の営業所 等において 財産形成非 課税住宅
貯蓄申込書を提出して 払込みを した他の生命保険若しくは損害 保険の保険料の金額又は生 命共済の共済掛金の額との合計額が︑その生
命保険若しくは損害保険の保険期間又は生 命共済の共 済期間を通 じて ︑ その者がその勤務先等及び金融 機関の営 業所等を経由して提出
した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その生命保険若し
くは損害保険又は生 命共済に係る契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若
しくは損害保険又は生命共済に係る保険料の金額又は共済掛金の額の合計額を控除した金額に相当する差益
２ 前項の規定は︑第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が︑その提出後︑退職︑転任その他の理由により︑当
該申告書に記載した賃金の支払 者に係る前項に規定する勤労 者に該当 しないこ ととなつた場合その他の政令で定める場合に該当す ること
となつたと きは︑当 該 申告書の提 出の際に経由した金融機関の営業所 等において 預入等をして いる財産 形成住宅貯蓄に係 る同項各号 に掲
げる利子︑収益の分配又は 差益のうち︑当該政令で定める場合に該当す ることとなつ た日以後支払を受け るべきも ので 政令で 定めるもの
については︑適用しない︒
３ 財産形成非課税住宅貯蓄申込 書は︑次項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提 出の際に経由した金融機関の営業所等に対して
のみ︑提出することができる︒
第一項の規定は︑その者が︑次に掲げる事項を記載した申告書︵以下こ の条において﹁財産形成非課税住宅貯蓄申告書﹂と いう︒︶に
４
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︑勤務先︵特定賃金 支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をして いる場 合には︑当該委託に係る事務代
行団体の事 務所その他こ れに準ずるもので当該事務を行うもの ︒第七項において 同じ︒︶の長の第四号 に掲げ る事項を証する書類を添付
して ︑これを勤 務先等及び第一項 の規定の適用を受けようとする財産形成 住宅貯蓄の預入等をし ようとす る金融機関の営業所 等を経由し
︑最初にその預入等をする日までに︑その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り︑適用する︒
一 当該金融機関の営業所等︑第一項に規定する賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二 第一項の規定の適用を受けようとする預貯金︑合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命
共済の共済掛金の別
三 当 該金融機関の営 業所等にお いて 預入等をする 財産形成住宅貯蓄で 第一項 の規定の適用を受けよう とす るものの現 在高︵有価証券に
つ いて は︑額 面金額等に より計算した現在 高とし︑生 命保険若しくは損 害保険の保 険料又は生 命共済の 共済掛金については ︑払込保険
料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする︒︶に係る最高限度額
四 既に次条第四項 に規定する 財産形成非課税年 金貯蓄申告書を提出 して いる場合には︑当該申告書に記載 した金融機関の営業所 等の名
称及び同項第三号の最高限度額︵同条第五項の規定による申告書を提出した場合には︑変更後の最高限度額︶
５ 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した者が︑当 該申告書に記載した前項第三号に掲げる最高限度額︵既にこの項の規定による申告
書を提出して いる場合には︑当 該申告書に記載した変更後の最高限度額︶を変更しようとする場合には︑ その者は︑政令で定めるところ
により︑その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書を︑当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の際に経由し
た勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長に提出するものとする︒
６ 前二項の場合に おいて ︑財産形 成非課税住宅貯蓄申告 書又は 前項の 申告 書がこれら の規定に規 定する金融機関の営業所等に 受理された
ときは︑こ れらの申告書は︑その受理された日にこ れらの規定に規定する税務署長に提出さ れたものとみなす ︒
７ 財産形成非課税住宅貯 蓄申告書は︑第 一項に規定する勤労者が 既に 当該申告書を提出して いる場合︵ 政令で 定める場合を除く︒︶には
提出す ることがで きないものとし︑財産形成非課税住宅貯 蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに 該当す る場合には ︑勤務先は ︑これを
受理することができな い︒
一 財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第四項第三号に掲げる最高限度額が五百五十万円を超えるものである場合
二 財産形成非課 税住宅貯蓄申告書に記載され た第四項第三号及び第 四号に掲げる最 高限度額の合計額が 五百五十 万円を超えるものであ
る場合
８ 第三項から前項まで に定めるもののほか︑第一項の元本及び額面金額等の計算の方法︑財産形成非課税住宅貯蓄申込書及び財産形成非
課税住宅貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用
を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は︑政令で 定める︒
９ 勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき︑勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ロ若しくはハ︑同項第二号ハ若しくはニ
又は 同項第三号ハ若しくはニに定 める要件に 該当しないこととなる事実が生じた場合には︑当該事実が生じた日前五年内に支払われた第
一項各号に掲げる利子︑収益の分配又は差益と して政令で 定めるものについては︑同項の規定の適用がな かつたものとし︑かつ︑当該事
実が生じた日において ︑当該利子︑収益 の分配又は 差益の支払があつ たものとみなして ︑こ の法 律︵第九条の三第二項の規定を除く ︒次
条第十項において 同じ︒︶ 及び所 得税法の規定を適用する︒こ の場 合に おいて ︑当 該利子︑収 益の分配又は差益 の支払をす る者の同法 第
二条第一項第四十 五号に規定する源 泉徴収に関する事項その他この項 及び同法の規定の適用に関し必要な 事項は︑政令で 定める︒
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︵勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税︶
第四条の三 前条第一項 に規定する 勤労 者が︑金融 機関の営業所等にお いて 勤労 者財産形成 促進法第六 条第二項に規定す る勤労者財産形成
年金貯蓄契約︵ 以下この条において﹁勤労者 財産形成年 金貯蓄契約 ﹂と いう︒︶に基づく預貯金︑合同運 用信託若しくは有価証券又は生
命保険 若しくは損害 保険の保険料若 しくは生 命共済の共済掛金で 政令で 定めるもの︵以下こ の条に おいて ﹁ 財産形成年金貯蓄﹂と いう︒
︶の預入等をする場合において ︑ 政令で 定めるとこ ろにより︑ その預 入等の際当 該財産形成年金貯蓄に つきこ の項の規定 の適用を受け よ
うとする旨その他必要な事項を記載した書類︵以下この条において﹁財産形成非課 税年金貯蓄申込書﹂と いう︒︶を︑前条第一項に規定
する賃金の支払者︵所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る︒︶の事
務所︑事業所その他こ れらに準ずるも ので当該賃金の支払事務を取り扱うもの︵以下この条において﹁勤務先﹂という ︒︶︵当該賃金の
支払者︵勤労 者財産形成 促進法第十四条の二第二項に 規定する中 小企業 の事業主に 限る︒第四項において ﹁特定賃金支払者﹂という︒︶
が勤労 者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を同法第十四条の二第二項に規定する事務代行団体︵以下この 条において﹁事務代行団体﹂と
いう︒︶に委託をして いる場合には︑勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの︒
以下こ の条に おいて﹁勤 務先等﹂と いう︒ ︶を経由して提出したとき は︑次の各号 に掲げる場 合に限り︑当 該各号に掲げ るものについて
は︑所得税を課さない︒
一 その預貯金の元本と その金融機関 の営業所等において 財産形成非 課税年金貯蓄申込書を提出して 預入した他の預貯 金の元本と の合計
額が︑その預貯金の利 子の計算 期間を通 じて ︑その者がその勤 務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項 に規定する財
産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額︵第五項の申告書の提出があつた場合には︑その提出の日以
後にお いては︑変更後の最高限 度額 ︒以下こ の項において 同じ︒︶を超えな い場合 その預貯金の当該計算期間に対応する利子
二 その合 同運用信託の元本とその金融 機関の営業所等において 財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出 して 信 託した他の合同運用信 託の
元本との合計額が︑その合同運 用信託の収益の分配の計算期間を通 じて ︑その者が その勤務先等及び金融機関の営業所等を 経由して提
出した第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その合同運用信
託の当該計算期間に対応する収益の分配
三 その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額と して 政令で 定めるもの︵以下この条にお いて﹁額面金額等﹂と いう︒︶とその金融
機関の営業所等に おいて 財産形成非課税年金貯 蓄申込書を提出して 購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が︑その有価証券の
利子又は 収益の分配の計算期間 を通じて ︵その有価証券が当 該計算 期間の中途において購 入したものである場合には︑その購入の日の
属する計算期間について は︑同日から当該計算期間の終了の日までの 期間を通じて ︶︑その者がその勤 務先等及び金融機関の営業所等
を経由して提出 した第四項 に規定する財産形成非課税年 金貯蓄申告書に記載された同項第三号に 掲げる最高限度額を超えない場合 そ
の有価証 券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配
四 その生 命保険若しくは損害保 険の保 険料の金額 又は生 命共 済の共 済掛金の額とその金融 機関の営業所等に おいて 財産 形成非課税年金
貯蓄申込書を提 出して払込みをした他の生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額と の合計額が ︑勤労者
財産形成年金貯蓄契約の締結の日から当該契約に定める年金支払開始日︵勤労者財産形成促進法第六条第二項第二号ロ又は第三号ロに
規定する年 金支払開始日をいう ︒︶まで の期間を通じて︑その者がその勤務先等及び金融機関の営業所 等を経由して提出した第四項に
規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えな い場合 その生命保険若しくは損害保険
又は生 命共済に係る契約に基づき支払われる年金︵当該契約が災害︑疾病その他やむを得ない事情により解約された場合に支払われる

- 76 -

解約返戻金その他の政令で定める金銭を含む︒︶の額のうち当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共
済掛金の額 の合計額を超える部分の金額として 政令で定めるところに より計算した金額に相当する差益
２ 前項の規定は︑第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく金銭の支払を
勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ︑第二号ロ又は第三号ロに定める方法以外の方法により受けた場合その他の政令で定める場
合には︑当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づき預入等をした財産形成年金貯蓄に係る前項各号に掲げる利子︑収益の分配又は差益の
うち 政令で 定めるものにつ いては ︑適用しな い︒
３ 財産形成非課 税年金貯蓄申込書は︑次項に規定する財産形成非課 税年金貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所 等に対して
のみ︑提出することができる︒
４ 第一項の規定は︑その者が︑次 に掲げ る事項を記載した申告書︵以下こ の条に おいて﹁ 財産形成非課 税年金貯蓄申告書﹂と いう︒ ︶に
︑勤務 先︵特定賃 金支払者が 勤労者 財産形成年 金貯蓄契約 に係る事務を事 務代行団体に 委託をして いる場 合には︑当該委託に係る事務代
行団体の事務所その他これに準 ずるも ので当該事 務を行うも の︒第七項において 同じ︒︶の長の第四号に掲げる事項を証する書類を添付
して︑これを勤務先等及び第一項 の規定の適用を受け ようとする 財産形成年金貯蓄の預入等をしようとす る金融機関の営 業所等を経由し
︑最初にその預入等をする日まで に︑その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り︑適用する︒
一 当該金融機関の営業所等︑第一項に規定する賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二 第一項 の規定の適用を受けようとす る預貯金︑合同運用信託若しくは有価証 券又は生命保険若しくは損害 保険の保険料若しくは生命
共済の共済掛金の別
三 当 該金融機関の営業所等において預入等をする財産形成年金貯蓄で第一項の規定の適用を受け ようとするものの現在高︵有価証券に
ついては︑額面金額等により計算した現在高とし︑生命保険若しくは 損害 保険の 保険料又は 生 命共済の 共済掛 金について は ︑払込保 険
料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする︒︶に係る最高限度額
四 既 に金融機関 の営業所等を経由して 前条第 四項に規定する財産形成非課 税住宅貯蓄申告書を提 出して いる場合には︑当該金融機関の
営業所等ごとの名称及び当該申告書に記載した同項第三号の最高限度額︵同条第五項の規定による申告書を提出した場合には︑変更後
の最高限度額︶
５ 財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した者が︑当該申告書に記載した前項第三号に掲げる最高限度額︵既にこの項の規定による申告
書を提出して いる場合には︑当 該申告書に記載した変更後の最高限度額︶を変更しようとする場合には︑その者は︑政令で定めるところ
により︑その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書を︑当該財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出の際に経由し
た勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長に提出するものとする︒
６ 前二項の場合に おいて ︑財産形成非課税年金貯蓄申告書又は 前項の 申告書がこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に受 理された
ときは︑こ れらの申告書は︑その受理された日にこ れらの規定に規定する税務署長に提出さ れたものとみなす ︒
７ 財産形成非課税年金貯 蓄申告書は︑第一項に規定す る勤労者が 既に当 該申告書を提出して いる場合︵政令で定 める場合を 除く︒︶には
提出す ることがで きないものと し︑財産形成非課税年金貯 蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに 該当す る場合には ︑勤務先は ︑これを
受理することができな い︒
一 財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された第四項第三号に掲げる最高限度額が五百五十万円︵郵便貯金又は生命保険若しくは損害
保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係るものその他政令で 定めるも のにあつて は︑三百八十五万円︶を超えるものである場合
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二 財産形成非課税年金貯蓄申告書に 記載された第四項第三号及び第四号に掲げる最高限度額の合計額が 五百五十万円を超えるも のであ
る場合
８ 第一項に規定する勤労 者が︑同項の規定 の適用を受けようとす る財産 形成年金貯 蓄を金融機関の営業所 等にお いて 預入等をした場合に
は︑その者は︑当該財産形成年金貯蓄に係る有価証券又は預金証書その他の証書につき︑保管の委託︑社債等の振替に関する法律に規定
する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されて いなければな らな いものとし︑金融機関の営業所等の長は
︑当 該財産形成年金貯蓄の預入等の受入れをする場合には︑政令で 定めるところにより︑各人別の口座を設け︑当該財産形成年金貯蓄に
関する事項を当該口座により管理しなければならない︒
９ 第三項から前項までに定めるもののほか︑第一項の元本及び額面金額等の計算の方法︑財産形成非課税年金貯蓄申込書及び財産形成非
課税年金貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合︑同項の規定の適用を
受けることをやめ ようとする 場合又は同項の賃 金の支払者に係る勤労 者で な いこととな つた場合に おける 申告に関す る事項 そ の他同項の
規定の適用に関し必要な事項は︑政令で定める︒
勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき︑勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ若しくはハ︑同項第二号ロ若しくはハ
又は 同項第三号ロ若しくはハに定める要件に 該当しないこととなる事実が生じた場合には︑当該事実︵当該事実が生じた日が 同項第一号
ロ又は同項第二号ロ若しくは同項第三号ロに規定する年金支払開始日以後であ る場合には ︑当該年金 支払 開始日以後五年以内に生 じた当
該事実に限る︒︶が生 じた日前五年内に 支払われた第一項各号に掲げる利子︑収 益の分配又は差益として政令で定めるも のについて は︑
同項の規定の適用がなかつたものとし︑かつ︑当該事実が生じた日において︑当該利子︑収益の分配又は差益の支払があつたものとみな
して ︑こ の法 律及び 所得税法の規定 を適用する ︒こ の場合において ︑当 該利 子︑収益の分配又は差益の支払をする者 の同法第二 条第一項
第四十五号に規定する源泉徴収に関する事項その他この項及び同法の規定の適用に関し必要な事項は︑政令で定める︒
︵上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例︶
第三十七条の十一 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が ︑平成十五年一月 一日から平成十九年十二月三十一日まで の間に第三
十七条の十 第二項に規定する株式等︵証券取引所に上場されて いるも のその他これに類す るものとして 政令で定めるも の並びに同条第四
項に規定する株式等証券投資信託でその設定に係る受益証券の募集が公募︵証券取引法第二条第三項に規定する勧誘のうち 同項第一号に
掲げる場合に該当するものとして 政令で定めるものをいう ︒︶により行われたものの受益証券及び特定投資法人︵その規約に投資信託及
び投資法人に関する法律第二条第二十三項に規定する投資主の請求により同条第二十一項に規定する投資口の払戻しをする旨が定められ
ており︑かつ︑その設立の際の同項に規定する投資口に係る証券取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項に規定する勧誘で
あつて同号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規
定する投資法人をいう︒︶の同法第二条第二十一項に規定する投資口に限る︒以下この条から第三十七条の十一の四まで及び第三十七条
の十二の二において﹁上場株式等﹂という︒︶の譲渡のうち次に掲げる上場株式 等の譲渡を した場合には︑当 該上場株式 等のこれら の譲
渡による事業所得︑譲渡所得及び雑所得︵第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く︒︶については︑第三十七条の十第一項前
段の規定により株 式等に係る譲 渡所得等の金額のうち当該上場株式等のこれらの譲渡に係る事業所得の金額︑譲渡所得の金額及び雑所得
の金額として 政令で 定 めるところ により計算した金額︵以下こ の項に おいて ﹁上 場株式等に 係る譲渡所 得等の 金額﹂と いう︒︶に対 し課
する所得税の額は︑同条第一項前段の規定にかかわらず︑上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額︵上場株式等に係る譲渡所得等の金額
︵第三項の規定に より読み替えられた所得税法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には︑その適用後の金額︶をいう
10
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︒︶の百分の七に相当する額とする︒
一 証券業者︵証券取引法第二条第九項に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律第二条第二号に規定する外国証券会社を いう
︒以下こ の条及び第三十七 条の十 一の三第三 項第一号に おいて 同じ ︒︶︑ 銀行又は証 券取引法第 二条第 八項に規定する協同組 織金融機
関への売委託により行う上場株 式等の譲渡︵こ れに類するもので政令で定めるものを含む︒︶
二 証券業者に対する上場株式等の譲渡
三 証券取引法第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関︑日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための
日本郵政公社の業務の特例等に関する法律︵平成十六年法律第百六十五号︶第八条第一項に規定する登録郵政公社又は投資信託及び投
資法人に関する法律第二条第十八項に規定する投資信託委託業者に対する上場株式等の譲渡で政令で定めるもの
四 第三十七 条の十第三項各号又は第四項 に規定する事由による上場株 式等の譲渡として 政令で定めるも の
五 上場株式等を 発行した法 人に対 して 商法第二百二十条ノ六第一項︵同法第二百二十 一条第六項 において準用す る場合を含む︒︶の規
定に基づ いて 行う 同法第二百二十条ノ 六第一項又は第二百二十一条 第六項に規定する端株 又は一単元の株式の数に満たざる数の株 式の
譲渡
２ 前項の規定の適用に関し必要な事項は︑政令で定める︒
３ 第一項の規定の適用がある 場合における第三十七条の十 第六項の規 定の適用について は︑同項第一号中 ﹁特例︶﹂とあるのは ﹁特例︶
︵同法第三十七条の十一第一項︵上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例︶の規定により適用される場合を含
む︒以下同じ︒︶﹂と︑同項第五号中﹁これらの規定﹂とあるのは﹁同法第七十一条から第八十六条まで の規定﹂と︑﹁あるのは︑﹂と
あるのは﹁あるのは﹂と︑﹁とする﹂とあるのは﹁と︑同法第八十七 条第二項中﹁総所得金額﹂とあるのは﹁総所得金額︑株式等に係る
譲渡所得等の金額︵当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに租税特別措置法第三十七条の十一第一項︵上場株式等を譲渡した場合の
株式等に係る譲渡所得等の課税の特例︶に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には︑当該株式等に係る譲渡所得等の
金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額︶﹂とする﹂とする︒
︵特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例︶
第三十七条の十一の三 居住者又は 国内に 恒久的施設を有する非 居住者が︑特定口座︵その者が二以上の特定口座を有する場合には︑それ
ぞれの特定口座︒次項において 同じ︒︶に上場株式等保管委託契約に基づき保管の委託がされて いる上場株式等︵以下この条から第三十
七条の十 一の五まで において﹁特定口座内保管上場株式等﹂という︒︶の譲渡 をした場合には︑政令で 定めるところに より︑当 該特定口
座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額︑譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式
等︵ 第三十七条の十第二項 に規定する株式等をいう︒次 項において 同じ︒︶の譲渡に よる事業所得の金額 ︑譲渡所得の金額又は雑所得の
金額とを区分して ︑これらの金額を計算するものとする︒
２ 証券取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引又は発行日取引︵有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取
引で あつて財務省令で定める取引をいう︒︶︵以下この条及び次条において﹁信用取引等﹂という︒︶を行う居住者又は国内に恒久的施
設を有する非居住 者が︑上場株 式等信用取引 等契約に基づき上場株式等の信用取引等を 特定口座において 処理した場 合には︑政令で定め
るところに より︑当 該特定口座に おいて 処理した信用取引 等に よる上 場株式等の譲渡又は当 該信用取引 等の決 済のために 行う上場株 式等
の譲渡︵当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る
株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限る︒以下この項及び次項において﹁信用取引等に係る上場株式
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等の譲渡﹂という︒︶による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業
所得の金額又は雑所得の金額とを区分して︑これらの金額を計算するものとする︒
３ こ の条にお いて ︑次の各号に掲げる用語 の意義は︑当 該各号に 定めるところによる︒
一 特定口座 居住者又は国内に恒久的施設を 有する非居住者が︑前二項の規定の適用を受けるため︑証 券業者︑銀行︑協同組 織金融機
関︵証券取引法第二条第八項に規定する協同組織金融機関をいう︒以下この号において 同じ︒︶︑登録 金融機関︵同法第六十五条の二
第三項に規定する登録金融機関をいい︑銀行及び協同組織金融機関を除く︒︶又は登録郵政公社︵日本郵政公社による証券投資信託の
受益証 券の募集の取扱い等のための日本郵政公 社の業務の特例等に関する法 律第八条第一項に規定する登録郵政公社をいう︒︶︵以下
この条及び次条において﹁証券業者等﹂と総称する︒︶の営業所︵ 国内にある営業所又は事務所︵郵便局を含む︒︶をいう︒以下この
条 及び次 条に おいて 同じ ︒︶に ︑政令で 定 めるところ により︑そ の口座 の名称︑当 該証 券業者 等の営業所の名称 及び所在地 ︑その口座
に設け る勘定の種 類︑その口 座に保管の委託が されて いる 上場株式 等の譲 渡及びその口 座において 処理された信用 取引 等に係 る上場株
式等の譲渡による事業所得の金額︑譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算につき第一項又は前項の規定の適用を受ける旨その他の財
務省令で 定める事項を記載した届出書︵以下この条に おいて﹁特定口 座開設届出書﹂と いう︒ ︶を提出 して ︑当 該証 券業者等との間で
締結した上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引等契約に基づき設定された上場株式等の保管の委託又は上場株式等の信用取
引等に係る口座︵当 該口座にお いてこ れらの契約 に基づく取引以外 の取引に関する事項を 扱わな いも のに 限る︒︶をいう︒
二 上場株 式等保管委託契約 第一項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は国内に 恒久的施設を有す る非居住者が証券業者 等と
締結した上場株 式等の保管 の委託に係る契約︵信用取引 等に係るも のを除く︒︶で ︑ その契約書において ︑上場株 式等の保管 の委託は
当該保管の委託に係る口座に設けられた特定保管勘定︵当 該契約に基づき当 該口座に保管の委託がされる上場株式等につき︑当 該保管
の委託に関する記録を 他の取引 に関する 記録と区分 して 行う た めの勘 定をいう︒ ︶において 行うこと︑当 該特定保管勘定 においては 当
該居住者又は国内に恒久的 施設を有する非 居住者の次 に掲げる上場 株式等︵政令で 定めるものを除く︒︶のみを受け入れること︑当該
特定保管勘定にお いて 保管の 委託が されて いる 上場株式等の譲渡は 当 該証 券 業者等への 売委 託に よ る方法 ︑当 該証 券 業者等に対 して す
る方法その他政令で定める方法によりすることその他政令で定める事項が定められて いるものをいう︒
イ 特定口座開設届出書の提出後に︑当該証券業者等への買付けの委託︵当該買付けの委託の媒介︑取次ぎ又は代理を含む︒︶により
取得を した上場株 式等又は当 該証 券業者等から 取得をした上場株 式等で ︑ その取得後 直ち に当 該口 座に 受け 入れるもの
ロ 当該証券業者等以外の証券業者等に開設されて いる当該居住者又は国内に 恒久的施設を有する非 居住者の特定口座︵ロにおいて﹁
他の特定口座﹂という︒︶から︑政令で定めるところにより︑当該他の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の
移管がされる場合︵当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管がされる場合にあつては︑当該移管がされる特定口座内保管上場株
式等と同一銘柄の特定口座内 保管上場株式等はす べて当該移管が される特定口座内保管上場株式等に含まれる場合に 限る︒︶の当 該
移管がされる上場株式等
ハ イ及びロに掲げるもののほか政令で定める上場株式等
三 上場株式等信用取引等契約 前項の規定の適用を受け るために同項の居住者又は国内に恒久的 施設を 有する非居住者が証券業者等と
締結した上 場株式等の 信用取引 等に係る 契約で ︑その契約 書に おいて ︑上場株式 等の信用取引 等は当 該信用取引 等に係る 口座に設け ら
れた特定信用取引等勘定︵ 当該契約に基づき当該口座において 処理され る上場株式等の信用取引等につき︑当該信用取引 等の処理に関
する記録を他の取引に関する記録と 区分して 行うための勘 定をいう ︒︶にお いて 処理す ること︑当 該特定 信用取引 等勘定においては特
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定口座開設届出書の提出後に開 始する上場株式等の信用取引 等に関する事項のみを処理す ることその他の政令で定める事項が定められ
て いるものをいう︒
４ 特定口座開設届出書の提出をしようとす る居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は ︑政令で定 めるところにより︑その提出を
する際︑前項第一号 の証券業者 等の営業所の長 に︑その者の住民票の写 しその他の政令で定める書類を提 示して 氏名 ︑生年月日 及び住所
︵国内に住所を有しな い者にあつては︑財務省令で 定める場所︶を告知し︑当該告知をした事項につき確認を受けなければならない︒
５ 証券業者等の営業所の長は︑前項の告知を受けたも のと異なる氏名︑生年月日及び住所が 記載されて いる特定口座開設 届出書及び当該
証券業者等に既に特定口座を開設している居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出された特定口座開設届出書につ
いては︑こ れを受理す ることがで きな い︒
６ 前項に定めるもののほか︑証券業者等が特定口座につき備え付けるべき帳簿に関する事項︑特定口座開設届出書を提出した個人が その
提出後当該届出書に記載した事項を変更した若しくは変更する場合又は第一項若しくは第二項の規定の適用をやめようとする場合におけ
る届出に関する事項 その他第一項から第四項まで の規定の適用に関し必要な事項は︑政令で定める︒
７ 証券業者 等は︑その年において 当 該証 券業者等に 開設されて いた特定口座があ る場合には ︑財務省令で 定 めるところ により︑当 該特定
口座を開設した 居住者又は 国内に 恒久的施設 を有する非 居住者の氏名及び 住所︑その年中に当 該特定口座において 処理された上場株式等
の譲渡の対価の額︑当該上場株式等の取得費の額︑当該譲渡に要した費用の額︑当該譲渡に係る所得の金額又は差益の金額その他の財務
省令で定める事項を記載した報告書二通を作成し︑その年の翌年一月三十一日︵年の中途で 上場株式等保管委託契約又は 上場株式等信用
取引 等契約の解約による特定口座の廃止その他政令で定める事由が生じた場合には︑当該事由が生じた日の属する月の翌月末日︶までに
︑一通を当該証券業者等の当該特定口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出し︑他の一通を当該居住者又は国内に恒久的施
設を有する非居住者に 交付しなけ ればな らない︒
８ 特定口座を開設する証 券業者等は︑政令で定めるところにより前項 の税務署長の承認を受けた場合には︑同項の規定により同項の報告
書に記載すべきも のとされる事項を記録した光ディスク︑磁気テープその他 の財務省令で 定める記録用の媒体︵以下この項において﹁光
ディスク等﹂という︒︶の提出をもつて 前項の税務署長に提出すべき報告書の提出に代えることができる︒この場合における同項 及び第
十項並びに第 四十二条の三の規定の適用については︑当該光ディスク等は︑前項の税務署長に提出すべき報告書とみなす ︒
９ 前項に定めるもののほか︑特定口座において処理された上場株式等の譲渡に係る所得税法第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規
定の特例 その他第七項の規定の適用に関し必要な事項は︑政令で定める︒
国 税庁︑国税 局又は税務 署の当 該職員は︑第七項の報 告書の提出に関する調査につ いて 必要が あるとき は︑当 該報告書を提出する義務
がある者に質問し︑又はその者の特定口座及び当該特定口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類︵その作成又は保存に代えて
電磁的記録︵電子的方式︑磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することがで きな い方式で 作られる記録であつて ︑電子計 算機に
よる情報処理の用に供されるものをいう ︒︶の作成又は保存がされて いる場合における当該電磁的記録を含む ︒第四十一条の十二第二十
五項 ︑第四十一 条の十四第七項及び第四十二 条の三第一項第五号において 同じ︒︶その他の物件を検査す ることができる︒
国税庁︑国税局又は税務署の当該職員は︑前項の規定による質問又は検査をする場合には︑その身分を示す証明書を携帯し︑関係人の
請求があつたときは︑これを提示しなければならな い︒
第十項の規定による質問又は検査の権限は︑犯罪捜査のために認められ たものと解してはならない︒
︵特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例︶
10

11

12
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第三十七 条の十一の四 居住者又は国内に恒久的 施設を有す る非居住者に対し国内において その営業所に開設されて いる特定口座︵前条第
三項第一号 に規定する特定口座を いう︒ 以下こ の条において 同 じ︒︶に係る特定 口座内保管 上場株式等の譲渡 の対価又は 当 該特定口 座に
おいて処理された上場株式等の信用取引等の決済︵当該信用取引等に係る株式等︵第三十七条の十第二項に規定する株式等を いう︒︶の
受渡しが行われることとなるも のを除く︒以下この条及び次条において ﹁差金決済﹂と いう︒︶に係る差益に相当す る金額の支払をする
証券業者等は︑当該居住者又は国内に恒久的施設を 有する非居住者から︑政令で 定めるところにより︑その年 最初に当該特定口座に係る
特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を
行う時のうちいずれか早い時までに︑当該証券業者等の当 該特定口座を開設する営業所に特定口座源泉徴収選択届出書︵この項の規定の
適用を受け る旨その他 財務省令で 定める事項を記載 した書類を いう︒︶の提出があつた場 合において ︑ その年中に行わ れた当 該特定口座
︵以下こ の条及び次条において﹁源泉徴収選択口座﹂という︒︶に係る 特定口座内保管上場株 式等の譲渡又は当 該源泉徴収選択口座に お
いて 処 理された上 場株式等の 信用取引 等に係る 差金決済に より源泉徴 収選択口座内調整 所得金額が 生じたときは︑当該譲渡の対価又は当
該差金決 済に係る差益に相当す る金額の支払をす る際︑当該源泉徴収選択口座内調整所得金額に百分 の十五 の税率を乗 じて計算した金額
の所得税を徴収し︑その徴収の日の属する年の翌年一月十日︵政令で 定める場合にあつては︑政令で定める日︶までに︑これを国に納付
しなければならない︒
２ 前項 の場合にお いて ︑同項 の居住 者又は国内 に恒久的施設を有する非居住 者が平成十 六年一月一日から 平成十九年 十二月三十 一日まで
の間に特定口座内保管上場株式等の譲渡又は上場株式等の信用取引等に係る差金決済をしたときは︑当該譲渡又は差金決済により生じた
源泉徴収選択口座内調整所得金額に対する同項の規定の適用については︑同項中﹁百分の十五﹂とあるのは︑﹁百分の七﹂とする︒
３ 前二項に規定する源泉徴収選択 口座内調整所得金額とは︑証券業者等の営業所に開設されて いる居住者又は国内に恒久的施設を有する
非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取
引 等に係る差金決済︵以下こ の項 から第五項まで にお いて ﹁対象譲 渡等﹂と いう︒ ︶が行われ た場合にお いて ︑当 該居住者又は国内に 恒
久的施設を有する非居住者の当 該源 泉徴収選択 口座に係る 第一号に掲げる金額︵次項に おいて﹁源 泉徴収 口座内通算 所得金額﹂と いう︒
︶が第二号に掲げる金額︵次項において﹁源泉徴収口座内直前通算所得金額﹂という︒︶を超えるときにおける当該超える部分の金額を
いう︒
一 イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額︵当該金額が零を下回る場合には︑零︶
イ その年において 当 該対象譲 渡等の時の以前に した特定口 座内保管上場株式 等の譲渡に 係る譲渡収 入金額︵特定口座内保管上場 株式
等の譲渡に係る収入金額として 政令で定める金額をいう︒次号イにお いて 同じ︒︶の総額から その譲 渡をした特定口座内 保管上場株
式等に係る取得費等の金額︵その譲渡をした特定口座内 保管上場株式等の取得に要した金額及び その譲 渡に要した費用の金額として
政令で 定 める金額を いう︒同号イにお いて 同じ︒ ︶の総額を控除 した金額
ロ その年において当 該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引 等に係る差金決済により生じた差益の金額として 政令
で定める金額︵次号ロにお いて﹁差益金額﹂という︒︶の総額から当該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引等に
係る差金決済により生じた差損の金額として 政令で定める 金額︵ 同号ロにお いて﹁差損金額﹂という︒︶の総額を控 除した金額
二 イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額︵当該金額が零を下回る場合には︑零︶
イ その年にお いて当 該対 象譲 渡等の時の 前にした特定口座内保管 上場 株 式等の譲 渡に係る譲 渡収入金額の総額 からその譲 渡をした特
定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額の総額を控除した金額
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ロ その年において 当 該対象譲 渡等の時の前に行われた上場 株式等の信用取引 等に係る差金決済により生 じた差益金額 の総額から当該
対象譲渡等の時の前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差損金額の総額を控除した金額
４ 居住者又は 国内に恒久 的施設を 有する非 居住者の源 泉徴収選択 口座を 開設して いる証券業者 等は︑当 該源泉徴 収選択口座において その
年中に行われた対象譲渡等により︑当該対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額が源泉徴収口座内直前通算所得金額に満たないこ
ととなつた場合には︑その都度︑当該居住者又は国内に恒久的 施設を 有する非居住者に対し︑当該満たない部分の金額に 百分の十五を乗
じて 計算した金額に相当す る所得税を還付しなければな らない︒
５ 前項の場合に おいて ︑同項の居 住者又は国内に恒久的 施設を有す る非居 住者が平成十六年一月 一日から 平成十九 年十二月三 十一日まで
の間に対象譲渡等を行つたときは ︑当 該対象譲渡等により生じ た同項 に規定す る満たな い部分の金額に 対す る同項の規 定の適用に ついて
は︑同項中﹁百分の十五﹂とあるのは︑﹁百分の七﹂とする︒
６ 第一項の規定により徴収して納付すべき所得税は︑所得税法第二条第一項第四十五号に規定す る源泉徴収に係る所得税と みなして ︑同
法︑国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する︒
７ 前項に定めるもののほか︑第一項の規定により徴収された所得税の額がある場合における所得税に関する法令の適用に関する特例その
他同項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は︑政令で定める︒
８ 証券 業者等は︑ その年にお いて当 該証券業者 等に開設さ れて いた特定口座が源泉徴収選択口座で ある場 合には︑その年の当 該源泉徴収
選択口座に 係る前条第七項の報告 書︵同項の規定に より税務署長に提 出することとされるも のに限る︒︶につ いては︑同項の規定にかか
わらず︑その作成及び提出は︑要しない︒
︵確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得︶
第三十七条の十一の五 その年分 の所得税に係る源 泉徴収選択 口座を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者で ︑当該源泉徴
収選択口座につき次の各号に掲げる金額を 有するものは︑その年分 の所得税については︑第三十七条の十第一項︵第三十七 条の十一第一
項の規定により適用される場合を含む︒︶に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは第三十七条の十二の二第二項に規定する上
場株式等に 係る譲渡損 失の金額又は所 得税法第百二十一条第一項︵同法第百六十六条にお いて 準用する場合を含む︒︶に規定する給与所
得及び退職所得以外の所得金額の計算上当 該各号に掲げる金額︵当該各 号に掲げる 金額が同一の源泉徴収選択口座に係るも のである場合
には︑当 該源泉徴 収選択口座につ いては︑第一 号に掲げる 金額及び第 二号 に掲げる金額︶を除外し たとこ ろにより ︑同法第百二十条から
第百二十七条まで︵これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む︒︶及び第三十七条の十二の二第五項︵第三十七条の
十三の二第七項において 準用する場合を含む︒︶にお いて 準用す る同法第百二十三 条第一項︵ 同法第百六十六 条において 準用する場合を
含む︒︶の規定を適用することができる︒
一 その年中にした源泉徴収選択口座︵その者が源泉徴収選択口座を二以上有する場合には︑それぞれの源泉徴収選択口座︒次号におい
て同じ︒︶に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき第三十七条の十一の三第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保
管上場株式等の譲渡による事業所得の金額︑譲渡所得の金額及び雑所得の金額並びにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の金額
二 その年中に源 泉徴収選択口 座に おいて 処理された差金決済に係る 第三十 七条の十一 の三第二項 に規定する信用取引等に係る 上場株式
等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額並びにこ
れらの所得の金額の計算上生じた損失の金額
前項に規定す る居住者又は国内 に恒久的施設を有する非居住者の その年 分の所得税について 国 税通則法 第二十五 条の規定に よる決定︵

２
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当該決定に係る同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を含む︒︶をする場合におけるこれらの規定の適用については︑同項各
号に掲げる金額は︑これらの条に規定す る課税標準 等には含まれないものとする︒
３ 前項に定めるもののほか︑第一項の規定の適用に関し必要な事項は︑政令で定める︒
︵上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除︶
第三十七条の十二の二 確定申告 書︵第 五項︵第三 十七条の十 三の二第七項にお いて準用す る場合を含む︒︶において 準用する所得 税法第
百二十三条第一項︵同法第 百六十 六条にお いて 準用する 場合を含む ︒︶ の規定による申告書を 含む ︒以下こ の項 及び第三項 において 同じ
︒︶を提出する居 住者又は国内に恒久的施設を 有する非居 住者が︑その年の 前年以前三 年内の各年 において生じた上 場株式等に 係る譲渡
損失の金額︵こ の項の規定の適用を受けて 前年以前において控 除され たものを 除く︒︶を 有する場合には︑第三十七条の十第一項後段の
規定にかかわらず︑当該上場株式等に係る譲渡損失の金額に相当する金額は︑政令で定めるところにより︑当該確定申告書に係る年分の
同項に規定する株 式等に係る譲渡所得等の金額を限度として ︑当該年分の当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除す る︒
２ 前項 に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは︑当該居住者又は国内に恒久的 施設を有す る非居住者が︑平成十五年一月一日以
後に︑上場株式等の譲渡のうち第三十七条の十一第一項各号に掲げる上場株式等の譲渡︵第三十二条第二項の規定に該当するものを除く
︒︶をしたことにより生じた損失の金額として 政令で定 めるところ により計算した金額のうち︑その者の当該譲渡をした日の属する年分
の第三十七条の十第 一項に規定する株 式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控 除してもな お控除しき れな い部分の金額として 政令で定め
るところにより計算した金額をいう︒
３ 第一項の規定は︑同項 に規定す る居住者又は国内に 恒久的施設を有す る非居住者が前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額が
生じた年分の所得税につき当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定
申告書を提 出し︑かつ ︑その後に おいて 連続して 確 定申告書を提出して いる場合であつて ︑第一項の確 定申告 書に同項の規定による控除
を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り︑適用する︒
４ 第一項の規定の適用がある場合における第三十七条の十︵第六項を除く︒︶及び第三十七条の十一︵第三項を除く︒︶の規定の適用に
ついては︑第三十七条の十第一項中﹁計算した金額︵﹂とあるのは﹁計算した金額︵第三十七条の十二 の二第一項の規定の適用が ある場
合には︑その適用後の金額︒﹂と︑第三十七条の十一第一項中﹁計算した金額︵﹂とあるのは﹁計算した金額︵第三十七条の十二の二第
一項の規定の適用がある場合には︑その適用後の金額︒﹂と︑﹁同条第一項前段﹂とあるのは﹁第三十七条の十第一項前段﹂とする︒
５ 所得 税法第百二十三条第一項︵第 二号を除く ︒︶︵同法 第百六十六 条にお いて 準用す る場合を含む ︒︶ の規定は︑ 居住者又は 国内に恒
久的施設を有する非居住者が︑その年の翌年以後にお いて 第一項の規定の適用を受けようとす る場合で あつて ︑その年の年分の所得税に
つき 同法第百二十条第一項 ︵同法 第百六十六 条において 準用する場 合を含む ︒︶の規 定による申 告書を提 出す べき 場合及び同法第百二十
二条第一項又は第百二十三条第 一項︵これらの規定を同法第百六十六条において 準用する 場合を含む ︒︶の規定による申告書を提 出する
ことができ る場合のいずれにも 該当しな い場合につ いて 準用す る︒こ の場合にお いて ︑同法 第百二十三 条第一項中﹁第七 十条第一項 若し
くは第二項︵純損失の繰越控除︶若しくは第七十一条第一項︵雑損失の繰越控除︶の規定の適用を受け︑又は第百四十二条第二項︵純損
失の繰戻しによる還付︶の規定による還付を受けようとす るときは︑第三期において ﹂とあるのは ﹁租税特別措置法 第三十七条の十二の
二第一項︵上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除︶の規定の適用を受けようとす るときは﹂と︑﹁次項各号に掲げる﹂とあるのは﹁ その
年 において生じ た同条第二項に規定する上 場株式等に 係る譲渡損失 の金 額︵以下こ の項において﹁上場株 式等に 係る譲渡損 失の金額﹂と
いう︒︶︑その年 の前年以前三年内 の各年にお いて生じた上場株式等に係る譲渡損失の 金額その他の政令で 定める﹂と︑同項第 一号中﹁
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簡易生命保険法の一部を改正する法律︵昭和三十三年法律第十号︶︵抄︶

純損失の金額﹂とあるのは﹁上場株式等に係る譲渡損失の金額﹂と︑同項第三号中﹁純損失の金額及び雑損失の金額︵第七十条第一項若
しくは第二項又は第七十一条第一項﹂とあるのは﹁上場株式等に係る譲渡損失の金額︵租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項﹂と
︑﹁ 及び第百四十二条第二項の規定により還 付を受けるべき金額の計算の基礎となつ たものを除く︒次項第二号において 同じ﹂とあるの
は﹁を除く﹂と︑﹁これらの金額﹂とあるのは﹁当該上場株式等に係る譲渡損失の金額﹂と︑﹁総所得金額︑退職所得金額及び山林所得
金額の合計額をこえる﹂とあるのは﹁同法第三十七条の十第一項︵株式等に係る譲渡所得等の課税の特例︶に規定する株式等に係る譲渡
所得等の金額を超える﹂と読み替えるものとする︒
６ 第一項の規定の適用がある場合における国税通則法の規定の適用については︑同法第二条第六号ハ 中﹁又は雑損失の金額﹂とあるの
は﹁若しくは雑損失の金額又は租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項︵上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除︶に規定する上場株
式等に係る譲渡損失の金額﹂と︑﹁同法﹂とあるのは﹁これらの法律﹂とする︒
７ その年の翌年以後又はその年において第一項の規定の適用を受け ようとする場合に提出す べき 確定申告書の記載事項の特例その他前各
項の規定の適用に関し必要な事項は︑政令で定める︒
︵分離振替国債の課税の特例︶
第六十七条の十七 ︵略︶
２ 外国法人が特定振替機関等又は適 格外国仲介業者から開設を受けて いる口 座において 当 該特定振 替機関 等の国内にある営業所 等又は当
該適格外国仲介業者の 特定国外営 業所等を通じて振 替記載等を受けて いる分離振 替国債の保 有又は譲渡により生ずる損失 の額その他の政
令で 定める金額︵以下こ の 条にお いて﹁損失 額﹂という ︒︶は︑法 人税法 の規定の適用について は︑な いものとみなす ︒
３・４ ︵略︶

○

証人等の被害について の給付に関する法 律︵昭和三 十三年法 律第百九 号︶︵抄︶

︵定義︶
第二条 ︵略︶
２ こ の法 律で ﹁ 参考人﹂と は︑他 人の刑事事 件︵刑事被 告事件及び 被疑事 件をいい︑ 勾留又は保 釈に関す る裁判の 手続を含む ものとする

○

附 則
１ ︵略︶
２ 簡易生命保険法 の一部を改正する法律︵昭和三十年法律第十八号︶の施行前に効力が 発生した簡 易生命保険契約で その保険金の支払の
事 由がこ の法 律の施行後 に発生す るものに 係る保険金の倍額支払 につ いては︑簡易生命保険法 の一部を改 正す る法 律附則 第二項の規定 に
かかわらず︑同法による改正後の簡易生命保険法第三十一条の規定を適用する︒

（１）
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３

○

︒以下同じ︒︶につ いて 検察官 ︑検察事務官又は 司法 警察職 員︵以下 ﹁捜査機関﹂と いう ︒︶に対し 自己 の実験した事 実を供述す る者及
び他人の刑 事事件について 裁判所又は裁判官に対し 自己の実験した事 実を供述す る者であつて証人以外 のものをいう︒
︵略︶

国家公務員共済組合法︵昭和三十三年法律第百二十八号︶︵抄︶

︵定義︶
第二条 この法律において︑次の各号に掲げる用語の意義は︑それぞれ当該各号に定めるところによる︒
一 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員︵国家公務員法︵昭和二十二年法 律第百二十号︶第七十九条又は第八十二条の規定
︵他の法令のこれらに相当する規定を含む︒︶による休職又は停職の処分を受けた者︑法令の規定により職務に専念す る義務を免除され
た者その他の常時勤務に 服するこ とを要しない国家公 務員で 政令で定 めるものを含むものとし︑臨時に使用される者その他の政令で定 め
る者を含まないものとする︒︶を いう︒
二〜七 ︵略︶
２・３ ︵略︶
︵設立及び業務︶
第三条 各省各庁及び公社ごとに︑その所属の職員及びその所管する特定独立行政法人の職員︵次項各号に掲げる各省各庁にあつては︑同
項各号に掲げる職員を 除く︒︶をもつて 組織する国家公務員共 済組合︵以下﹁組 合﹂という ︒︶を設け る︒
２〜５ ︵略︶
第五条 組合は︑各省各庁の長︵第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう︒︶又は公社の総裁の指定す る地に主たる事務所を置く︒
２ ︵略︶
︵定款︶
第六条 組合は︑定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならな い︒
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 運営審議会に関する事項
五 組合員の範囲に関する事項
六 給付及び掛金に関する事項︵第二十四条第一項第七号に掲げる事項を除く︒︶
七 福祉事業に関する事項
八 資産の管理その他財務に関する事項
九 その他組織及び業務に関する重要事項
２〜４ ︵略︶
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︵管理︶
第八条 衆議院議長︑参議院議長︑内閣総理大臣︑各省大臣︵環境大臣を除く︒︶︑最高裁判所長官及び会計検査院長︵第三条第二項第一
号︑第三号ロ又は第四号に 掲げる 職員をもつて組織する組合にあつては︑第十二条及び第百二条を除き︑それぞれ 防衛庁長官 ︑社会保険
庁長官又は林野庁長官とし︑以下﹁各省各庁の長﹂という︒︶又は公社の総裁は︑それぞれその各省各庁の所属の職員及び当該各省各庁
の所管する 特定独立行政法人の職員又は公社の所属の職員をも つて組 織する組合を代表し︑ その業務を執行す る︒
２ 各省各庁の長及び公社の総裁︵以下﹁組合の代表者﹂という︒︶は ︑組合員︵組合の事務に従事する者で その組合に係る各省各庁につ
いて設けられた他の組合の組 合員で あるものを含む ︒︶のうち から︑組合の 業務の一部に関し一切 の裁判上又は裁判外の行為をする権限
を有する代理人を選任することができる︒
︵運営審議会︶
第九条 組合の業務の適正な運営に資するため︑各組合に運営審議会を置く︒
２ 運営審議会は︑委員十人以内で組 織する︒
３ 委員は︑組合の代表者がその組合の組合員のうち から命ずる︒ただ し︑その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁につい
て設けられた他の組合の組 合員で あるものが ある場合には︑組合の代表者は︑委員のうち一人を その者のうち から 命ずることができる︒
４ 組合 の代表者は ︑前項の規 定により委員を命ずる場合には︑組合の 業務その他組合員 の福祉に関する事項について 広い知識を 有する者
のうちから命ずるものとし︑一部の者の利益に偏することのな いように︑相当の注意を払わなければならない︒
︵運営規則︶
第十一 条 組合の代 表者は︑組 合の 業務を執行す るために 必要な事項で 財務省令で 定めるものにつ いて ︑運 営規則を 定めるものとする︒
２ 組合の代表者は︑運営規則を定め︑又は変更する場合には︑あらかじめ財務大臣に協議しなければならな い︒
︵組合の事務職員の公務員たる性質︶
第十三 条 組合に 使用され︑ その事 務に従事す る者は︑刑法︵明治四十年法 律第四十五 号︶その他 の罰則の 適用につ いては︑法 令により公
務に従事する職員とみなす︒
︵事業計画及び予算︶
第十五条 組合は︑毎事業年度︑事業計画及び予算を作成し︑事業年度開始前に︑財務大臣の認可を受けなければならない︒
２ ︵略︶
︵決算︶
第十六条 組合は︑毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならな い︒
２ 組合は︑毎事業年度︑貸借対照表及び損益計算書を作成 し︑決算完 結後一月以内に財務大臣に提 出して ︑その承 認を受けなけ ればなら
ない︒
３ 組合は︑前項の承認を受けたときは︑遅滞なく︑貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し︑かつ︑貸借対照表︑損
益計算 書︑附属明細書及び事業状況報告書を各事務所に備えて置き︑財務省令で定める期間︑一般の閲覧に供しなければならない︒
︵役員の欠格条項︶
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は︑役員となることができない︒ただし︑第二十七条第二項の規定の適用を妨げない︒
一 国務大臣︑国会議員︑政府職員︵非常勤の者を除く︒︶︑独立行政法人︵独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人
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をいう︒以下同じ︒︶の役職員︵非常勤の者を除く︒︶︑国立大学法人等︵国立大学法人法︵平成十五年法律第百十二号︶第二条第一
項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう︒以下同じ︒︶の役職員︵非常勤の者を除く︒︶︑
公社の役職員︵非常勤の者を除く︒︶︑地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤職員
二〜四 ︵略︶
︵組合員の資格の得喪︶
第三十七条 職員となつた者は︑その職員となつた日から︑その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する特定独立行政法人又は公社の
職員をもつて組織する組合︵第三条第二項各号に掲げる職員について は︑同項の規定に より同項各号の職員をもつて 組織する組 合︶の組
合員の資格を取得する︒
２・３ ︵略︶
第四十一条 ︵略︶
２ 組合は︑給付の原因である事故が公務又は通勤︵国家公務員災害補 償法︵ 昭和二十六年法律第百九十一号︶第一条の二に規定する通勤
をいう︒以下 同じ︒︶により生じたものであるかどう かを認定するに当たつては︑同法に規定する実施機関その他の公務上の災害又は 通
勤による災害に対する補償の実施機関の意見を聴かなければならな い︒
３ ︵略︶
︵育児休業手当金︶
第六十八条の二 組合員︵第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く︒︶が育児休業等︵育児休業︑介護休業等育児又は家
族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置による休業を除く︒以下この項において同じ︒
︶をした場合には︑育児休業手当金として︑当該育児休業等により勤務に服さなかつた期間で当該育児休業等に係る子が一歳︵その子が
一歳に達した日後の期間について 育児休 業等をするこ とが必要と認めら れるものと して 財務省 令で 定める場合に 該当するときは︑一歳 六
か月︒ 以下こ の項 において﹁ 基準年 齢﹂と いう ︒︶に達す る日まで の 期間一日につき標 準報酬の日 額の百分の四十に 相当する金額を支給
する︒ただ し︑当 該金額のうち標 準報 酬の日額の百分の十に相当する 金額につ いては︑当 該育児休 業等をし た組合員が 当 該育児休 業等が
終了した日︵その日が当該育児休業等に係る子が基準年齢に達した日後であるときは︑当該育児休業等に係る子が基準年齢に達した日︶
後引き 続 いて 六月 以上組合員︵第 百二十四条の二第二項に 規定する継続長 期組合員を 含み︑第百二十六条の五第二項に規定す る任意継続
組合員を 除く︒︶で あるときに︑支給する︒
２ 前項本文の規定により支給すべきこととされる標準報酬の日額の百分の四十に相当する金額が︑雇用保険給付相当額︵雇用保険法︵昭
和四十九年法律第百十六号 ︶第十七条第四項 第二号ハに定める額︵当該額が 同法第十 八条の規定 に より変 更された 場合には ︑当 該変更さ
れた後の額︶に相当する額に三十を乗じて得た額 の百分の四十に相当する額を二十二で 除して 得た額をいう︒︶を超える場合における前
項の規定の適用については︑同項中﹁標準報酬の日額の百分の四十﹂とあるのは﹁次項に規定する雇用保険給付相当額﹂と︑﹁標準報酬
の日額の百分の十﹂とある のは﹁当該雇用保険給付相当 額に四分の一を乗 じて 得た金額﹂とする ︒
３ 育児休業手当金は︑同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付の支給を受けることができるときは︑支給しない︒
︵介護休業手当金︶
第六十八条の三 組合員︵第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を 除く︒以下こ の条において同じ︒︶が介護のための休 業︵
一般職の職員の勤務時間︑休暇等に関する法律︵平成六年法律第三十三号︶の適用を受ける組合員については同法第二十条第一項に規定
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する介護休暇を︑その他の組合員についてはこれに準ずる休 業として 政令で 定めるものを いい︑以下この条において ﹁ 介護休 業﹂という
︒︶により勤務に服することがで きない場合には︑ 介護休業手当金と して ︑当該介護休業に より勤務に 服することができない期間一日に
つき標準報酬の日額の百分の四十に相当する金額を支給する︒
２ 前項の介護休業手当金の支給期間は︑組合員の介護を必要とする者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに︑介護休業の開
始の日から 起算して三月を超えな い期間とする︒
３ 前条第二項 の規定は︑第一項の場合に ついて 準用す る︒
４ 介護休業手当金は︑同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは︑支給しない︒
︵費用負担の原則︶
第九十九条 ︵略︶
２ 組 合の事業に 要する費用で次の各号に掲げるものは︑当該各号に掲げる割合により︑組合員の掛金及び国又は公社の負担金をもつて充
てる︒
一 短期給付に要する費用 掛金百分の五十︑国又は公社の負担金百分の五十
一の二 介護納付金の納付に要す る費用 掛金百分の五十︑国又は公社の負担金百分の五十
二 長期給付に要す る費用 掛金百分 の五十︑国又は公社の負担金百分の五十
三 公務等による障害 共済年金︵第八十五条第二項︵同条第三項にお いて準用す る場合を含む︒︶の規定の適用によりその額が算定され
る障害共済年金を含む︒︶又は公務等による遺族共済年 金に要する費用 国又は公社の負担金百分の百
四 福祉事業に要する費用 掛金百分の五十︑国又は公社の負担金百分の五十
五 組合の事務︵福祉事業に係る事務を除く︒︶に要する費用 国又は公社の負担金百分の百
３ 国︑独立行 政法人造幣 局︑独立 行政法 人国立印 刷局若しくは独 立行政法人国立 病院機構又は公社︵第 百二条第三項にお いて﹁国等﹂と
いう︒︶は︑政令で定めるところに より︑組合の給付に要する費用のうち次 の各号に規定する費用については︑当該各号に定める額を負
担する︒
一・二 ︵略︶
４ ︵略︶
５ 専従職員︵国家公務員法第百八条の二の職員団体又は特定独立行政法人等の労働関係に関する法 律︵昭和二十三年法律第二百五十七号
︶第四条第二項若しくは労働組合法︵昭和二十四年法 律第百七十四号︶第二条の労 働組合︵以下﹁職員団体﹂と総称する︒︶の事務に専
ら従 事する職員をいう︒以下こ の 条において 同じ︒︶で ある組合員︵特定独立行政法 人の職員で ある組合員を除く︒︶に係る第二項に規
定する費用について は︑同項中 ﹁及び 国又は公社の負担金﹂とあるのは﹁︑職員団体の負担金及び国又は公社の負担 金﹂と︑同項 第一号
から第二号まで及び第四号中﹁国又は公社の負担金﹂とあるのは﹁職員団体の負担金﹂として︑同項の規定を適用する︒
６ 特定独立行 政法人の職 員︵専従 職員を除く︒︶であ る組合員に 係る第 二項に規定する費用に ついては︑ 同項中 ﹁国又は公 社の負担金﹂
とある のは︑﹁特定独立行政法 人の 負担金﹂と して ︑同項 の規定を適用する ︒
７ 特定独立行政法人の職員であつて専従職員である組合員に係る第二項に規定する費用については︑同項中﹁及び国又は公社の負担金﹂
とあるのは﹁︑職員団体の負担金及び特定独立行政法人の負担金﹂と︑同項第一号から第二号までの規定中﹁国又は公社の負担金﹂とあ
るのは﹁職員団体の負担金﹂と︑同項第三号中﹁国又は公 社の負担金﹂とあるのは﹁特定独立行政法人の負担金﹂と ︑同項第四号中﹁国
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又は公社の負担金﹂とあるのは﹁職員団体の負担金﹂と︑同項第五号中﹁国又は公社の負担金﹂とあるのは﹁特定独立行政法人の負担金
﹂として ︑同項の規定を 適用する ︒
︵負担金︶
第百二条 各省各庁の長︵環境大臣を含む︒︶︑特定独立行政法人︑公社又は職員団体は︑それぞれ第九十九条第二項︵同条第五項から第
七項までの規定により読み替えて 適用する場合を含む︒︶の規定により国︑特定独立行政法 人︑公社又は職員団体が負担すべき金額︵第
百条の二の規定により徴収しないこととされた掛金に相当する金額を除く︒︶を︑毎月組合に払い込まなければならない︒
２・３ ︵略︶
４ 組合は︑政令で定めるところにより︑第九十九条第二項第二号から第五号までに掲げる費用︵同号に掲げる費用にあつては︑第二十四
条第一項第七号に規定する長期給付に係るものに限る︒︶に充てるため国︑特定独立行政法人︑公社又は職員団体が負担すべき金額の全
部又は一部を︑当該金額の払込みがあるごとに︑連合会に払い込まなければならない︒
︵審査会の設置及び組織︶
第百四条 ︵略︶
２ ︵略︶
３ 委員は︑組合員を代表する者︑国又は公社を代表する者及び公益を代表す る者それぞれ三人とし︑財務大臣が委嘱する︒
４〜７ ︵略︶
︵議事︶
第百五 条 審査会は ︑組合員を代表する委員︑国又は公社を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上を含む 過半数の委員が出席し
なければ︑会議を開き︑及び議決することができない︒
２ ︵略︶
︵時効︶
第百十一条 ︵略︶
２ 掛金を徴収し︑又は その還付を受ける権利は︑二年間行わな いときは︑時効によつて消滅する︒
３ ︵略︶
︵船員組合員についての負担金の特例︶
第百二十二条 国︑特定独立行政法 人又は公社は︑船員組合員若しくは 船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する短期給付に要
する費用のうち ︑船員保険法に規定する給付に要する費用に係る部分につ いては︑第九十九 条第 二項の規 定にかかわらず︑同法第六十条
第一項の規定による船舶所有者の負担と同一の割合によつて算定した金額を負担する︒
︵公庫等に 転出した継続長期組合 員につ いて の特例 ︶
第百二十四条の二 組合員︵長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く︒︶が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ︑
引き続 いて 公庫の 予算及び決算 に関する法 律︵ 昭和二十六年法 律第九 十九号 ︶第一条に 規定する公 庫その 他特別の法 律により設 立された
法人で その業務が 国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で 定めるもの︵第四項において ﹁公
庫等﹂という︒︶に使用される者︵役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く︒以下﹁公庫等職員﹂と いう︒︶となるため退 職
した場合︵政令で 定める場合を除く︒︶又は組合員︵長期給付に関す る規定の適用を受けない者を除く︒︶が任命権者若しくは その委任
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を受けた者の要請に 応じ︑引き 続 いて 同条に規定する公庫その他特別 の法 律に より設立 さ れ た法 人で その 業務が 国の事 務 若しくは 事 業と
密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの︵同項において﹁特定公庫等﹂という︒︶の役員︵常時勤務に服するこ とを要しな い者
を除く︒以下﹁ 特定公庫等役員﹂という︒︶となるため退職した場合︵ 政令で定める場合を除く︒︶には ︑長期給 付に関する規定︵第四
十一条第二項の規定 を除く︒︶ の適用について は︑別段の定めがあるものを 除き︑その 者の退職は ︑なかつたものと みな し︑その者は︑
当該公庫等職員又は特定公庫等役員である期間引き続き転出︵公庫等職員又は特定公庫等役員となるための退 職をいう︒以下この条にお
いて 同じ︒︶の 際に所属して いた組合の組 合員であるも のとする︒こ の場合においては︑第四章中﹁公務﹂とあ るのは﹁業務﹂と︑第九
十九条第二項中﹁及び国又は公社の負担金﹂とあるのは﹁︑公庫等又は特定公庫等の負担金及び国又は公社の負担金﹂と︑同項第二号及
び第三号中﹁国又は公社の負担金﹂とあるのは﹁公庫等又は特定公庫等の負担金﹂と︑第百二条第一項中﹁各省各庁の長︵環境大臣を含
む︒︶︑特定独立行政法人︑公社又は職員団体﹂とあり︑及び﹁国︑特定独立行政法人︑公社又は職員団体﹂とあるのは﹁公庫等又は特
定公庫等﹂と︑﹁第九十九条第二項︵同条第五項から第七項までの規定により読み替えて適用する場合を含む︒︶﹂とあるのは﹁第九十
九条第二項﹂と︑同条第四項中﹁職員団体﹂とあるのは﹁公庫等若しくは特定公庫等﹂とする︒
２ 前項 前段 の規定により引き続き 組合員であるとさ れる者︵以下こ の 条において ﹁継続長期組合員﹂と いう ︒︶が次の各号のいずれ かに
該当するに至つたときは︑その翌日から︑継続長期組合員の資格を喪失する︒
一 転出の日から起算して五年 を経過したとき︒
二 引き続き公庫等職員又は特定公庫等役員として 在職しなくなつたとき︒
三 死亡したとき︒
３ 継続長期組合員が公庫等職員と して 在職し︑引き続き 他の公庫等職員となつた場合︵その者が 更に引き続き他の公庫等職員となつた場
合を含む︒︶︑継続長 期組合員が 特定公 庫等役員と して 在職し︑引き続き他の特定公庫等役員となつた場合︵ その者が更に引き続き 他の
特定公庫等役員となつた場 合を含む ︒︶その他の政令で 定める場合における前二項 の規定の適用について は︑その者は︑公 庫等職員又は
特定公庫等役員と して引き続き在職する間︑継続長期組合員であるも のとみなす︒
４ 第一項 の規定は︑継続長期組 合員が公庫等職員として 在職し︑引き続き再 び組合員の資格を取得した後 ︑その者が 財務省令で 定める期
間内に引き続き再び同一の公庫等に公庫等職員として 転出をした場合︑継続長期組 合員が特定公庫等役員として 在職し︑引き続き再び組
合員の資格を取得した後︑その者が財務省令で 定める期間 内に引き続き再 び同一の特定公庫等に特定公庫 等役員と して 転出を した場合そ
の他の政令で定める場合については︑適用しない︒
５ 前各項に定めるもののほか︑継続長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は︑政令で定める︒
︵任意継続組合員に対する短期給付等︶
第百二十六条の五 ︵略︶
２ 前項後段の規定に より組合員で あるものとみなされた者︵以下この 条において﹁任意継続組合員﹂という ︒︶は︑組 合が︑政令で定め
る基準に従い︑その者の短 期給付及び福祉事 業に係る掛金及び国又は公社の負担金︵ 介護保険第二号被保険者の資 格を有する 任意継続組
合員にあつては︑介護納付金に係る掛金及び国又は公社の負担金を含む︒︶の合算額を基礎として 定款で 定める金額︵以下この条におい
て﹁任意継続掛金﹂と いう︒︶を︑毎月︑政令で定 めるところ により︑組合に払 い込まなければならな い︒
３〜６ ︵略︶
第百三十条 連合会の役員が 第二十五条の規定による政令に違反して 登記をすることを怠つたときは︑二十 万円以下 の過料に処する︒
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附 則
︵特例退職組合員に対する短期給付等︶
第十二条 ︵略︶
２〜５ ︵略︶
６ 特例退職組合員は︑当該特定共済組合が︑その者の短期給付に係る掛金及び国又は公社の負担金︵介護保険第二号被保険者の資格を有
する特例退職組合員にあつては︑介護納付金に係る掛金及び国又は公社の負担金を含む︒︶の合算額を基礎として定款で定 める金額を︑
毎月︑政令で定めるところにより︑当該特定共済組合に払 い込まなければならない︒
７〜
︵略︶
︵短期給付に係る財政調整事業︶
第十四条の三 ︵略︶
２〜４ ︵略︶
５ 前項の規定により連合会に拠出する特別拠出金の拠出に要す る費用は︑国︑特定独立行政法人︑公社若しくは職員団体︑独立行政法人
のうち別表第三に掲げるもの若しくは国立大学法人等又は組合若しくは連合会が︑政令で定めるところにより︑負担するものとする︒
６〜
︵略︶
︵組合員に係る福祉増進事業︶
第十四条の四 組合及び連合会は︑第三条第三項から第五項まで並びに第二十一条第二項及び第四項に規定する業務のほか︑当分の間︑政
令で定めるところにより︑次に掲げる事業を行うことができる︒
一 組合員で勤労者財産形成促進法︵昭和四十六年法律第九十 二号︶第十 五条第二項第一号に掲げる者に該当するものに その持家と して
分譲する住宅の建設又は購入及び当該住宅の分譲の事業
二 組 合員で勤労 者財産形成 促進法 第十五条第二項第二号に掲げる者に該当するものに その持家と して の住宅の建設 若しくは購 入のため
の資金︵当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む︒︶又はその持家である住宅の改良のための資金
を貸し付ける事業
三 組 合員で勤労 者財産形成促進法第十五条第二項第三号に掲げる者に該当するものに自己又はその親族が教育︵ 学校教育法︵昭和二十
二年法律第二十六号︶による高等学校︑高等専門学校又は大学その 他これらに準ずる教育 施設として 政令で 定めるものにおいて行われ
る 教育をいう ︒︶を受けるために必要な資金を貸し付ける事業
四 前三号に掲げる事業のほか︑組合員の福 祉の増進に資する事業として 政令で定める事業
組合及び連合会は︑前項の規定に より行う事 業に係る経理について は︑その他の事業に係る経理と区分 しなければならな い︒
第十条並びに第三十五条第五項 及び第六項の規定は︑第一項の規定 により行う事業につ いては︑適用しな い︒
前二項に規定するもののほか︑第一項の規定により行う事業の実施に関し必要な事項は︑政令で定める︒
２
３
４

○

国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法︵昭和三十三年法律第百二十九号︶︵抄︶
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︵施行日 前に給付事由が生じた年金で ある給付の額の改定等︶
第三条の二 前条に規定する給付のうち 年金である給付の額に ついては ︑年金で ある恩給の額を改定す る措置が講じられ る場合には ︑当 該
措置が講じられる月分以後 ︑当該措置を参酌 して ︑政令で定めるところに より改定す る︒
２〜４ ︵略︶

○

行政事件訴訟法︵昭和三十七年法律第百三十九号︶︵抄︶

︵遺族の範囲︶
第三十七条の二 遺族基礎年 金を受けることができる妻又は子は︑被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子︵ 以下単に﹁妻﹂又は﹁子
﹂という ︒︶であつて ︑被保険者又は 被保険者で あつた者の死亡の当 時その者によつて生 計を維持し︑かつ ︑次に掲げ る要件に該当した
ものとする︒
一 妻について は︑被保険者又は 被保険者で あつた者の死亡の当時 その者によつて生 計を維持し︑かつ︑次号に掲げる要件に 該当する子
と生計を同じくすること︒
二 子につ いては︑十 八歳に達す る日以後の最初の三月三十一 日まで の間にある か又は二十 歳未満で あ つて 障害等級に該当する障害 の状
態にあり︑かつ ︑現に婚姻をして いないこと ︒
２・３ ︵略︶
︵支給要件︶
第 四十九 条 寡婦年金は︑死亡日の 前日に おいて 死亡 日の属する月 の前月まで の第 一号被保険 者として の 被保険 者期間に係 る保険料納 付済
期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である夫︵保険料納付済期間又は第九十条の三第一項の規定により納付すること
を要しな いものとされ た保険料に 係る 期間以外の保 険料免除期間を有する者に 限る︒︶が死亡した場合にお いて︑夫の死亡の当時夫によ
つて生計を維持し︑かつ︑夫との婚姻関係︵届出をして いないが ︑事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む︒︶が十年以上継続 し
た六十五歳未満の妻があるときに ︑その者に支給する︒ただし︑その夫が 障害基礎年 金の受給権者であつ たことがあるとき︑又は老齢基
礎年金の支給を受けて いたときは︑こ の限りでな い︒
２・３ ︵略︶
︵保険料︶
第八十七 条 政府は ︑国民年金事業に 要する費用に充てるため︑保険料を徴収する︒
２〜６ ︵略︶

○

︵管轄︶
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第十二条 取消訴訟は︑被告の普通裁判籍の所在地を管轄す る裁判所又は処分 若しくは裁決をした行政庁の 所在地を管 轄する裁判所の管轄
に属する︒
２ 土地の収用 ︑鉱業権の設定その 他不動産 又は特定の場所に係る 処分又は裁決につ いて の取消 訴訟は︑その不動 産又は場所の所在地の 裁
判所にも︑提起することができ る︒
３ 取消訴訟は︑当該処分又は裁決に関 し事案の処理に当たつ た下級行政機関の 所在地の裁判所にも︑提起す ることがで きる︒
４ 国又は独立行政法人通則法︵平成十一年法律第百三号︶第二条第一項に規定する独立行政法人若しくは別表に掲げる法 人を被告とする
取消訴 訟は︑原告の普通裁判 籍の所 在地を管轄する高等裁 判所の所在地を管 轄する地方 裁判所︵次 項にお いて﹁特定 管轄裁判所﹂という
︒︶にも︑提起するこ とができる ︒
５ 前項の規 定により特定管轄裁判 所に同項の取消訴 訟が提 起さ れた場 合であつて ︑他の裁判 所に事実上 及び法 律上同一の原因に基づ いて
された処分又は裁決に係る抗 告訴訟が係属して いる場合に おいては︑当 該特定管轄裁判所は︑当事 者の住所又は所在地︑尋問を受けるべ
き証人の 住所︑争点又は証拠の 共通性 その他の事 情を考慮して ︑相当と認めるときは︑申立て により又は職 権で ︑訴訟の全部又は 一部に
つ いて ︑当該他の裁判所又は第一項から第三項まで に定める裁判 所に 移送することができる︒
︵取消訴訟に関する規定の準用︶
第三十八条 第十一条から第十三条まで︑第十六条から第十九条まで︑第二十一条から第二十三条まで︑第二十四条︑第三十三条及び第三
十五条の規定は︑取消 訴訟以外の抗告訴 訟について 準用する︒
２〜４ ︵略︶

○

︵障害者等の少額預金の利子所得等の非課税︶
第 十 条 国内 に住所を有する個人で 障害者 等で あるも のが ︑金融 機関 その他 の預貯 金の受入れ をする者又は証券 業者で 政令で 定めるも のの
営業所 ︑事務所その他こ れら に準 ずるもの︵以下こ の条に おいて ﹁金融機関の営業所 等﹂と いう︒ ︶にお いて 預貯 金︵第九 条第一項第一
号若しく は第二号︵ 非課税所得 ︶の規 定に該当す るもの又は 郵便貯金 その他政令で 定めるものを除く ︒以下こ の条にお いて 同じ︒ ︶︑合
同運 用信託︵ 同号の規定 に該当す るものその他政令で 定めるものを除く︒以下こ の 条において 同じ︒︶︑公募 公社債等運 用投資信託︵ 投
資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項︵定義︶に規定する委託者非指図型投資信託に限るものとし︑政令で定めるものを除く︒
以下こ の 条において ﹁特定公募 公社債 等運 用投資 信託﹂と いう︒︶又は 有価証 券︵公社債 及び投資信 託︵ 同項に規定する委託者非 指図型
投資信託を除く︒︶又は特定目的信託の受益証券のうち︑政令で定めるものに限る︒以下こ の条において 同じ︒︶の預入︑信託又は購入
︵以下こ の条において ﹁預 入等﹂という︒︶をする場合において ︑ 政令で 定めるとこ ろにより︑ その預入 等の際その預貯金︑ 合同運 用信
託︑特定公募公社債等運用投資 信託又は有価証 券につきこ の項の規定 の適用を受けよう とする旨︑ その者の氏名︑生年月日及び住所並び
に障害者等に該当する 旨その他必要な事項を記載した書類︵以下こ の 条において ﹁非課税貯 蓄申込書﹂と いう ︒︶を提出 したときは ︑次
の各号に掲げる 場合に限り ︑当 該各号に定 めるものに ついては︑所 得税を課さな い︒
一 その預貯金の 元本と その 金融機関の営業所 等において 非課税貯蓄 申込書を提出して 預入した他 の預貯 金の元本と の合計額が ︑その預
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貯金の利 子の計算期間を通じて ︑その個人がその金融機関の営業所 等を経由して提出した第三項に規定す る非課税貯蓄申告書に記載さ
れた同項第 三号に掲げる 最高限 度額︵第 四項の申告 書の提出が あつた場合には︑ その提出の日以後にお いては ︑その変更後の最高限 度
額︒以下この項 において 同 じ︒︶を超えない場合 その預貯金の当 該計算 期間に対応する利子
二 その合同運 用信 託又は特定 公募 公社債等運 用投資信託︵以下こ の号にお いて ﹁合同運 用信託等﹂と いう︒︶の元本と その金融機関の
営業所等において非課 税貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運 用 信託等の元本との合計額が︑その合同運 用信託等の収益の分配の
計算期間を通じて︑その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三
号に掲げる最高限 度額を超えな い場 合︵その合 同運用信託 等が貸付信託又は 特定公募公 社債等運用 投資信 託である場 合には︑その収益
の分配の計算期間を通 じて 社債 等の振 替に関する法 律︵平成十三年法律第七十五号︶に規定する振替口座簿 への記載又は記録その 他の
政令で定める方法により管理されて いる場合に限る︒︶ その合同運用信託等の当 該計算期間に対応す る収益の分配
三 その有価証券につき︑その利子又は収益の分配の計算 期間を通じて ︵ その有価証券が当 該計算 期間の中途にお いて 購入し たものであ
る場合には︑その購 入の日の属する計算期間につ いては︑同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて ︒以下この号にお いて
同じ︒︶︑社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており︑かつ
︑その有価証券の額面金額 又はこ れに準ずる 金額として 政令で 定めるもの︵以下こ の 条において ﹁額面 金額等﹂と いう︒︶と その金融
機関の営 業所等にお いて非課税貯蓄申込書を提出 して 購入し た他の 有価証券の額面金額等との合計額が︑当 該計算期間 を通じて ︑ その
個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を
超えない場合 その有価証 券の当 該計算期間に対応する利子又は収益の分 配
２〜８ ︵略︶

○

九

児童手当法︵昭和四十六年法律第七十三号︶︵抄︶

︵欠格事由︶
第五条 次の各号のいずれかに該当する者は︑第三条の規定にかかわらず︑社会保険労務士となる資格を有しない︒
一〜七 ︵略︶
八 公務員︵独立行政法人通則法︵平成十一年法律第百三号︶第二条第二項に規定する特定独立行政法人︵以下﹁特定独立行政法人﹂と
いう︒︶︑地方独立行政法人法︵平成十五年法律第百十八号︶第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人︵以下﹁特定地方独立行
政法人﹂という︒︶又は日本郵政公社の役員又は 職員を含む ︒︶で 懲戒免職の処分を受け ︑その処分を受けた日から三年を経過しない
者
︵略︶

○
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︵認定︶
第七条 受給資格者は︑児童手当の支給 を受けようとするときは︑その受給資格及び児童手当の額について ︑住所地の市町村長︵特別区の
区長を含む︒以下同じ︒︶の認定を受けなければならな い︒
２ 前項の認定を受けた者が︑他の市町村︵特別区を含む ︒以下同じ︒ ︶の区域内に住 所を変更し た場合に おいて ︑ その変更後 の期間に係
る児童手当の支給を受けようとす るときも︑同項と 同様とする︒
附 則
︵特例給付︶
第六条 当分の間︑第十八条第一項に規定する被用者又は第十七条第一項に規定する公務員であつて ︑第四 条に規定す る要件に該当するも
の︵第五条第一項の規定により児童手当が 支給されな い者に限る︒︶に対し︑第二十条第一項に規定する一般事業主又は第十八条第三項
各号に定める者の負担による給付を行う︒
２ 第五条から第十七条まで︑第十八条第一項及び第三項︑第十九条︑第二十条︑第二十一条第一項及び第二項︑第二十二条から第二十九
条まで 並びに第三十条の規定は︑ 前項の給 付について 準用する︒この場合において ︑第十八条第一項中﹁ その十分の七に 相当する額を 同
項に規定する拠出金をもつて充て ︑その十分 の二に相当する額を国庫が負担し︑その十分の〇・五に相当する額を都道府県及び市町村が
それぞれ 負担する﹂とあるのは ﹁附則 第六条第二項において 準用する 第二十条第一項に規 定する拠出 金をもつて 充て る ﹂と︑第十 九条中
﹁第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち︑被用者に対する費用についてはその十分の九に相当する額を
︑被用者等でな い者に対す る費用についてはその六分の四に相当す る額を︑それぞれ ﹂とあるのは﹁附則第六条第二項において準用する
第八条第一項の規定により行う附則第六条第一項の給付に要する費用を﹂と︑第二十条第一項中﹁児童手当の支給に要する費用及び第二
十九条の二に規定する児童育成事 業に要する費用﹂とあるのは﹁附則第六条第一項の給付に要する費用﹂と︑﹁次に掲げる者﹂とあるの
は﹁当分の間︑次に掲げる者﹂と︑第二十一条第二項中﹁児童手当の支給に要する費用の予想総額の十分の七に相当する額を当該年度に
おける賦課標準の 予想総額をもつて 除して 得た率に第二十九条の二に規定す る児童育成事業に要す る費用 のうち 前条第一項の拠出金をも
つて 充て る 額の予定額 を当該年 度における賦課標準 の予想総額 をもつて 除して 得た率︵次 項において﹁ 事業費充当額相当率﹂という︒︶
を加えた率﹂とあるのは﹁附則第六条第一項の給付に 要する費用の予想総額を当該年度におけ る賦課標準 の予想総額をもつて 除して 得た
率﹂と読み替えるほか︑その他の規定に関し必要な技術的読替えは︑政令で定める︒
３〜６ ︵略︶
︵三歳以上小学校第三学年修了前の児童に係る特例給付︶
第七 条 当分の間︑次の各号のいずれかに該当する者で あつて日本 国内に 住所を有す るものに対 し︑児童手当に相当する給付を行う︒
一 次のイ又はロに掲げる児童︵以下﹁小学校第三学年修了前特例給付支給要件児童﹂という︒︶を監護し︑かつ︑これと生計を同じく
するその父又は母
イ 三歳以上の児童であつて九歳に達する日 以後の最初の三月三十 一日まで の間にあ る者︵以下﹁三歳 以上小学校第三学年修了前の児
童﹂と いう︒︶
三歳以上小学校第三学年修了前の児童を含む二人以上の児童
父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない小学校第三学年修了前特例給 付支給要件児童を監護し︑かつ︑その生計を維持す る
二

者
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三 児童を監護し︑かつ︑これと生計を同じくす るその父又は母であつて︑父母に監護されず又はこ れと生計を同じく しない児童を監護
し︑かつ︑ その生計を維 持するもの︒ただし︑これらの児童が 小学校第三学年修了前特例給 付支給要件児童で あるときに 限る︒
２・３ ︵略︶
４ 第四条第二項︑第六条から第十九条まで︵第十八条第一項及び第五項を除く︒︶︑第二十二条第一項︑第二十三条から第二十九条まで
及び第三十 条の規定は ︑第一項の給付に ついて 準用する︒こ の場合に おいて ︑第 六条第一項 第一号中﹁ 支給要 件児童のす べてが三歳 に満
たな い児童﹂とあるのは﹁小学校第三学年 修了前特例給付支給要件児童︵附則第七 条第一項第一号に規定する小学校第三学年修了前特例
給付支給要件児童をいい︑三歳に満たない児童を除く︒以下同じ︒︶のすべてが三歳以上小学校第三学年 修了前の児童︵同号イに規定す
る﹁三歳以上小学校第三学年修了前の児童﹂をいう ︒以下同じ︒︶﹂と︑同号イ及びロ中﹁三歳に満たない児童﹂とあるのは﹁三歳以上
小学校第三学年修了前の児童﹂と︑同項第二号中﹁支給要件児童のうちに三歳以上の児童︵月の初日に生まれた児童については︑出生の
日から三年を経過した児童とする︒以下同じ︒︶﹂とあるのは﹁小学校第三学年修了前特例給付支給要件児童のうちに九歳に達する日以
後の最初の三月三十一日を経過した児童﹂と︑同号イ及びロ中﹁三歳以上の児童﹂とあるのは﹁九歳に達する日以後の最初の三月三十一
日を経過した児童﹂と︑﹁支給要件児童﹂とあるのは﹁小学校第三学年修了前特例給付支給要件児童﹂と︑﹁三歳に満たない児童﹂とあ
るのは﹁三歳以上小学校第 三学年 修了前の児童﹂と︑第十八条第二項中﹁ 被用者等で な い者︵ 被用者又は 公務員で な い者をいう ︒以下同
じ︒︶﹂とあるのは﹁公務員で ない者﹂と︑第十九条中﹁第 八条第一項の規定により支給する児童手当の 支給に要する 費用のうち ︑被用
者に対する費用についてはその十 分の九に相当する額を︑被用者等で ない者に対する費用に ついてはその六分の四に相当する額を︑それ
ぞれ ﹂とあるのは﹁附則第七条第 四項において 準用する 第八条第一項の規 定により行う附則第七 条第一項 の給付に 要する費用 については
その六分の四に相当する額を﹂と︑第二十六条第一項中﹁ 被用者等で な い者 ﹂とあるのは﹁ 被用者 等でな い者︵ 被用 者又は公務 員でな い
者をいう︒以下同じ︒︶﹂と読み替えるほか︑その他の規定に関し必要な技術的読替えは︑政令で定める︒
５〜８ ︵略︶
第八条 当分の間 ︑第十八条第一項 に規定する 被用者又は 第十七条第 一項に規定する公 務員であつて ︑前条第一項に規定する要 件に該当す
るもの︵同条第二項の規定により同条第一項の給付が支給されない者に限る︒︶に対し︑同項の給付に準じた給付を行う︒
２・３ ︵略︶
４ 第四条第二項︑第六条から第十九条まで︵第十八条第二項及び第五項を除く︒︶︑第二十二条第一項︑第二十三条から第二十九条まで
及び第三 十条の規定は︑第一項 の給付について 準 用する︒こ の場合に おいて ︑第六条第一項第一号中 ﹁ 支給 要件児童のす べてが三 歳に満
たない児童﹂とあるのは﹁小学校第三学年 修了前特例給付支給要件児童︵附則第七条第一項第一号に規定する小学校第三学年修了前特例
給付支給要件児童をいい︑三歳に 満たない児童を除く︒以下同じ︒︶のす べてが三歳以上小学校第三学年 修了前の児童︵同号 イに規定す
る﹁三歳以上小学校第三学年修了前の児童﹂をいう︒以下同じ︒︶﹂と︑同号イ及びロ中﹁三歳に満たな い児童﹂とあるのは﹁三歳以上
小学校第三 学年修了前の児童﹂と ︑同項 第二号中﹁ 支給要件児 童のうち に三歳以上の児童︵ 月の初日に生まれ た児童につ いては︑出生の
日から三年を経過した児童とする︒以下同じ︒︶﹂とあるのは﹁小学校第三学年修了前特例給付支給要件児童のうちに九歳に達する日以
後の最初の三月三十一日を経過した児童﹂と︑同号イ及びロ中﹁三歳以上の児童﹂とあるのは﹁九歳に達する日以後の最初の三月三十一
日を経過した児童﹂と︑﹁支給要件児童﹂とあるのは﹁小学校第三学年修了前特例給付支給要件児童﹂と︑﹁三歳に満たない児童﹂とあ
るのは﹁三歳以上小学校第三学年 修了前の児童﹂と︑第十八条第一項中﹁十分の七に相当する額を同項に規定す る拠出金をもつて充て ︑
その十分の二に相当する額を国庫が 負担し︑その十分の〇・五﹂とあるのは﹁六分の四に相当する額を国庫が負担し︑その六分の一﹂と
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簡易生 命保険法の一部を改正する法律︵昭和四十六年法律第八十七号︶︵抄︶
附 則
︵略︶
改正後の第三十一条第一項の規定は︑この法 律の施行後に発生した同項に規定する事由に因る保険金の支払から適用する︒
︵略︶

︑第十九 条中﹁第八 条第一項の規定に より支給す る児童手当 の支給に 要する費用のうち ︑ 被用者に対する 費用について はその十分 の九に
相当する額 を︑被用者等でな い者に対す る費用につ いてはその 六分の 四に相当す る額を︑それぞれ﹂とあるのは﹁附則第八条第四項にお
いて 準用する第 八条第一項 の規定 により行う 附則第八条第一項の給 付に要する費用に ついてはその六分の四に相当する額を﹂と読み替え
るほか︑その他の規定に関し必要な技術的読替えは︑政令で定める︒
５〜８ ︵略︶

１
２
３

勤労者財産形成促進法︵昭和四十六年法律第九十二号︶︵抄︶

○

○

︵定義︶
第二条 こ の法 律にお いて ︑次の各号に 掲げる用語 の意義は︑ それぞれ当 該各号 に定めるところによる ︒
一 勤労者 職業の種類を問わず︑事業主に雇用される者をいう︒
二 賃 金 賃金︑給料︑手当 ︑賞与 その他名称のいかんを 問わず︑勤労の対 償として 事 業主が勤労 者に支払うす べて のものをいう︒
三 持家 自ら居住す るため所有する住宅をいう︒
四 財産形成 預貯金の預入︑金銭の信託︑有価証券の購入その他の貯蓄をすること及び持家の取得又は改良をすることをいう︒
︵勤労者財産形成貯蓄契約等︶
第六条 ︵略︶
２ こ の法 律において﹁ 勤労者財産 形成年 金貯蓄契約 ﹂とは︑五 十五歳 未満の勤労 者が締結し た次に掲げ る契約をいう︒
一 金融機関等を相手方とする預貯金等の預 入等に関す る契約︵年 金がその者に対して 支払われるものに 限る︒︶で ︑次の要件を満たす
もの
イ 当該契約に基づく預入等︵継続預入等並びに財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による預入等を除くものとし︑当
該契約が預託に よる証券購 入契約である場合にあつては ︑金銭の預託とす る︒ロ及びハ並びに第 四項 第一号イにお いて 同じ︒ ︶に係
る金銭の払込みは︑ロに規定する年金支払開始日の前日までの間に限り︑五年以上の期間にわたつて定期に︑政令で 定めるところに
より行うも のであるこ と︒
ロ 当該契約に基づくその者に対する年金の支払は︑年金支払開始日︵その者が六十歳に達した日以後の日︵最後の当該契約に基づく
預入等の日から五年以内の日に限る ︒︶であつて ︑当該契約で定 める日をいう︒︶以後に︑五年以上の期間︵政令で 定める年数以下
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の期間に限る︒︶にわたつて 定期に︑政令で定めるところにより行われるものであること ︒
ハ 当該契約に基づく預 貯金等及びこれに係る利子 等について は︑ロに定めるところにより行われる年 金の支払のほか︑継続預入等で
政令で定める要件を満たすものをする場合︑当該勤労者が死亡した場合及び最後の当 該契約に基づく預 入等の日の翌日からロに規定
する年金支払開始日の前日までの間に当該契約に基づく預貯金等の利回りの上昇により政令で定める理由が生じ︑政令で定めるとこ
ろにより当 該預貯金等に係る利子等の払 出しを行う場合を除き ︑これらの払出し︑譲渡又は 償還をしないこととされて いること︒
ニ 当該契約に基づく預入等に係る金銭の払込みは︑当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき︑当該事業主が当該
預入等に係る金額を当該勤労 者に支払う賃金から控除し︑当該勤労者に代わつて行うか︑又は当該勤労者が財産形成給付金若しくは
財産形成基金給付金に係る金銭により︑政令で定めるところに より行うもので あること︒
二 生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等︵年金がその者に対 して 支払われるものに 限る︒︶で ︑次の要件を満たすもの
イ 当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み︵財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く︒ロにおい
て同じ︒︶は︑ロに規定する年金支払開始日の前日までの間に限り︑五年以上の期間にわ たつて定期に︑政令で定めるところにより
行うものであること︒
ロ 当該契約に基づくその者に対する年金の支払は︑年金支払開始日︵その者が六十歳に達した日以後の日︵当該契約に基づく最後の
保険料又は共済掛金の払込み の日から五年以内の日に限る︒︶であ つて ︑当該契約で定める日をいう ︒以下この号及び次号において
同じ︒︶以後に︑五年 以上の期間にわたつて定期に ︑政令で定 めるところにより行われるも のであること︒
ハ 当該契約に基づく保険金︑共済金その他政令で定める金銭の支払は︑ロに定めるところにより行われる年金の支払のほか︑年金支
払開始日前において その者が 死亡した場合に限り行われるもので あること︒
ニ ハに定 めるところ により支払われる保険金又は 共済金の額は︑政令で定める額以下の額とされて いること ︒
ホ 当該契約に係る被保険者又は被共済者とこれらの者が年金支払 開始日において 生存して いる場合の年金受取人とが︑共にその者で
あること︒
ヘ 当該契約に基づく剰余金の分配又は割戻金の割 戻しは︑利 差益に係る部分に限り︑行われるもので あること︒
ト 当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みは︑当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき︑当該事業主が当
該保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を当 該勤労者に支払う賃金から控除し︑当 該勤労者に代わつて行うか︑又は当該勤労者が
財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により︑政令で定めるところにより行うものであること︒
三 損害保険会社を相手方とする損害保険契約︵年金がその者に対して 支払われるものに限る ︒︶で ︑次 の要 件を満たす もの
イ 当該契約に基づく保険料の払込み︵財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く︒第四項第三号イにおい
て同じ︒︶は︑年金支払開始日の前日までの間に限り︑五年以上の期間にわたつて定期に︑政令で定めるところにより行うもので あ
ること︒
ロ 当該契約に基づくその者に対する年金の支払は︑年金支払開始日以後に︑五年以上の期間にわたつて定期に︑政令で定めるところ
により行われるも のであるこ と︒
ハ 当該契約に基づく保険金︑満期返戻金その他政令で定める金銭の支払は︑ロに定めるところにより行われる年金の支払のほか︑年
金 支払開始日前において その者が死亡した場合に限り︑行われるもので あること︒
ハに定めるところにより支払われる保険金の額は︑政令で定める額以下の額とされていること︒
ニ
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ホ 当 該契約に係る 被保険者と その者が年金支払 開始日にお いて生 存して いる 場合の年金受取人とが ︑共にその者であ ること︒
ヘ 当該契約に基づく剰余金の分配は︑利差益に係る部分に限り︑行われるものであること︒
ト 当該契約に基づく保険料の払込みは︑当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき︑当該事業主が当該保険料の払
込みに係る金額を当 該勤労者に支払う賃金から控除し︑当 該勤労 者に代わつて行うか︑又は当該勤労者が 財産形成給付金若しくは財
産形成基金給付金に係る金銭により︑政令で 定めるところにより行うものであること︒
３ ︵略︶
４ こ の法 律にお いて﹁勤労 者財産 形成住宅貯 蓄契約﹂と は︑五十五 歳未満 の勤労者が 締結した次 に掲げる 契約をいう︒
一 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で︑次の要件を満たすもの
イ 五年以上の期間にわ たつて 定期に︑当 該契約に基づく預入等に係る 金銭の払込みをするも のであること︒
ロ 当 該契約に基づく預貯金 等及びこれに係る利子等に係る金銭の全部又は一部は︑政令で定めるところにより︑持家として の住宅の
取得又は 持家で ある 住宅の増 改築 等︵ 増築︑改築 その他の工 事で 政令で 定めるものをいう ︒︶︵以下こ の項 において ﹁ 持家の取得 等
﹂という︒︶のための対 価の全 部若しくは 一部で その持家の取得 等の時に支払われるもの︵以下この項において﹁頭金等﹂という︒
︶の全部若しくは一部の支払又は 持家の取得 等のために 必要なその他の金銭の支払で 政令で定めるものに充てられるものであること︒
ハ ロに 定めるもの のほか︑当 該契約 に基づく預 貯金等及びこ れに 係る利子等については ︑継続預入 等で 政令で 定める 要件を満たすも
のをする場合及び当該勤労者が死亡した場合を除き ︑これらの払出し︑譲渡又は 償還をしな いことと されて いること︒
ニ 持家として の住宅の取 得のた めの対価から頭金等︵ 持家として の住宅 の取得に係 るものに限る︒次 号ヘ及び第 三号ヘにお いて 同じ
︒︶を控除した残額に相当する金額がある場合には︑当該勤労者が︑当該金額の金銭の支払を︑当 該契約を締結した勤労者を雇用す
る事業主若しくは当該事業主が構成員となつて いる法人である事業主団体で 政令で定めるも の︵当該勤労者が 国家公務員又は地方公
務員である場合にあつては ︑第十五条第二項に規定す る共済組合 等︶又は第九条第三項に規定する福利厚生会社︵以下この項におい
て﹁事 業主等﹂と 総称する︒︶から 貸付けを受けて 支払う 方法その他政令で 定める方法により行うことを 予定して いる旨が明らかに
されて いるものであること︒
ホ 当該契約に基づく預入等に係る金銭の払込みは︑当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき︑当該事業主が当該
預入等に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し︑当該勤労者に代わつて行うか︑又は当該勤労者が財産形成給付金若しくは
財産形成 基金給付金に係る金銭により︑政令で定 めるところ により行うもので あること︒
二 生 命保険 会 社等を相 手方とす る生 命保 険契約 等で ︑次の 要 件 を 満 たす も の
イ 五年以上の期間にわたつて定期に︑当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み︵財産形成給付金及び財産形成基金給 付金に係
る金銭に よるものを 除く︒︶をするも のであるこ と︒
ロ 当該契約に係る生 命保険の保険期間又は生命共済の共済期間は︑五年以上で あること︒
ハ 当該契約に係る被保険者又は 被共済者が 保険期間又は共済期間 の満了の日に生存して いる場 合︵重 度障害の状態となつた場合を除
く︒︶に支払われる保険金又は共済金に係る金銭及び当該契約に基づく政令で定める金銭の全部又は一部は︑政令で 定めるところに
より︑頭金等の全部若しくは一部の支払又は持家の取得等のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充て られるもの
であること︒
ハに定めるもののほか︑当該契約に基づく保険金︑共済金その他政令で 定める金銭の支払は︑当該保険期間又は 共済期間中に第一
ニ
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項第二号ハの政令で 定める特別の理由により死亡した場合に 限り︑行われるも のであるこ と︒
ホ ニに定 めるところに より支払われる保険金又は 共済金の額は︑政令で定める額以下の額とされて いること ︒
ヘ 持家として の住宅の取得のための対価から頭金等を控除した残額に相当する金額がある場合には︑当該勤労者が︑当該金額の金銭
の支払 を︑事業主等から貸付けを受けて 支払う 方法その他政令で 定める方法 により行うことを予定 して いる旨が明ら かにされて いる
ものであること︒
ト 当該契約に係る被保険者又は被共済者とハに定める 保険金︑共 済金その他の金銭の受取人とが︑共に当該勤労者であること︒
チ 当 該契約に基づく剰余金の分配又は割戻金の割戻しは ︑利差益に係る部分に限り︑行われるも のであること︒
リ 当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みは︑当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき︑当該事業主が当
該保険料又は 共済掛金の払込みに係る金額を当該勤労 者に支払う賃金から控除し︑当該勤労者に代わつて行うか︑又は当該勤労者が
財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭に より︑政令で定 めるところに より行うも ので あること︒
三 損害 保険会社を相手方とす る損害 保険契約で ︑次の要件を満たすもの
イ 五年以上の期間にわ たつて 定期に︑当 該契約に基づく保険料の払込みをするも のであるこ と︒
ロ 当該契約に係る損害保険の保険期間は︑五年以上で あること︒
ハ 当該契約に基づく満期返戻金に係る金銭及び当該契約に基づく政令で定める金銭の全部又は一部は︑政令で定めるところにより︑
頭金等の全部若しくは一部の支払又は持家の取得等のために必要なその他の金銭 の支払で 政令で定めるものに充てられるものである
こと︒
ニ ハに定めるもののほか︑当 該契約に基づく保険金その他政令で 定める金銭の支払は︑被保険者が保険期間中に第一項第二号の二ハ
の政令で定める特別の理由により死亡した場合に限り︑行われるものであること︒
ホ ニに定めるところにより支払われる保険金の額は ︑政令で定める額以下の額とされて いること︒
ヘ 持 家として の住宅の取得のための対価から頭金等を控 除した残額に相当する金額が ある場合には︑当 該勤労者が ︑当該金額 の金銭
の支払を︑事業主等から貸付けを受けて 支払う方法 その他政令で定 める方法に より行うことを予定して いる旨が明らかにされて いる
も ので あるこ と︒
ト 当 該契約に係る被保険者とハに定める満期返戻金その他の金銭の受取人とが︑共に当該勤労者であること︒
チ 当該契約に基づく剰余金の分配は ︑利差益に係る部分に 限り︑行われるも のであるこ と︒
リ 当該契約に基づく保険料の払込みは︑当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき︑当該事業主が当該保険料の払
込みに係る金額を当該勤労 者に支払う賃金から控除し︑当該勤労 者に代わつて行うか︑又は当該勤労者が財産形成給付金若しくは財
産形成基金給付金に係る金銭により︑政令で定めるところに より行うものであること︒
５〜９ ︵略︶
︵勤労者財産形成持家融資等の原資︶
第十一条 機構の行う第九条第一項の貸付け若しくは前条第一項の貸付け︑独立行政法人住宅金融機構の行う第十条第一項の貸付け︑沖縄
振興開発金融公庫の行う同条第二項本文の貸付け又は第十五条第二項に規定する共済組合等の行う同項の住宅の建設若しくは購入及び貸
付けに必要な資金は︑次条に規定するところにより調達するものとし︑当該調達のための独立行政法人雇用・能力開発機構法︵平成十四
年法律第百七十号︶第十五条第一項の規定に基づく長期借入金の額︑同項の規定に基づく雇用・能力開発債券の発行額︵旧雇用・能力開
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沖縄振興開発金融公庫法︵昭和四十七年法律第三十一号︶︵抄︶

発機構法︵平成十一年法律第二十号︶第二十七条第一項の規定に基づく雇用・能力開発債権の発行額及び旧雇用促進事業団法︵昭和三十
六年法律第百十六号︶第二十六条第一項の規定に基づく雇用促進債券の発行額を含む︒︶︑独立行政法人雇用・能力開発機構法第十五条
第三項の規定に基づく短期借入金の額︑独立行政法人住宅金融機構法第十九条第一項の規定に基づく長期借入金の額︑同条第三項の規定
に基づく住宅金融機構財形住宅債券の発行額︵旧住宅金融公庫法︵昭和二十五年法律第百五十六号︶第二十七条の三第三項の規定に基づ
く住宅金融公庫財形住宅債券の発行額を含む︒︶︑独立行政法人通則法︵平成十一年法律第百三号︶第四十五条第一項の規定に基づく独
立行政法人住宅金融機構の短期借入金の額︑沖縄振興開発金融公庫法第二十六条第一項又は第四項の規定に基づく借入金の額︑同法第二
十七条第三項の規定に基づく沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券の発行額及び当該共済組合等の借入金の額の毎年度の末日における残高
の合計額と して 政令で 定める金額は︑勤労者財産形成貯蓄契約 等に 基づく預入等︵勤労者 財産形成貯蓄契約 に該当する 積立分譲契約に基
づく金銭の積立てを除く︒︶に係る預貯金等︵勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又
は共済掛金の払込みに係る金額を含む︒︶の同日の属する年の前々年の九月三十日における残高のうち政令で定める額を超えないように
するものとする︒
︵資金の調達︶
第十二条 機構︑独立行政法人住宅金融機構︑沖縄振興開発金融公庫又は第十五条第二項に規定する共済組合等が ︑前条に規定する資金を
調達する ため︑勤労 者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機関等︑生 命保険会 社等又は損害保険会社に対 して協力を求 めたときは ︑当該
金融機関等︑生命保険会社等又は損害保険会社は︑政令で定めるところにより︑その資金の調達に応じなければならない︒
２ 前項の場合においては ︑金融機関及び第 六条第一項第二号の政令で 定 める生 命共済の事業を行う者で︑政令で 定めるものは︑他の法 律
の規定にかかわらず︑前項の資金の調達に係る資金の貸付けの業務を行うことができる︒
３ 機構又は独立行政法人住宅金融機構は︑独立行政法人雇用・能力開発機構法又は独立行政法人住宅金融機構法の定めるところにより︑
第一項の資金の調達の事務 の全部又は一部について金融機関等︑生 命保 険会社等若 しくは損害 保険会社又はこれ らの団体に対し必要な 委
託をすることができる︒

○

︵業務の範囲︶
第十九条 公庫は︑第一条の目的を達成するため︑次の業務を行う︒
一〜一の三︵略︶
二 沖縄に 住所を有す る者で 沖縄において事業を営むものに対 して ︑小口の事業資金の貸付けを行い︑ 並びに 沖縄に住所を有する者に対
して ︑小口の教育資金の貸付けを 行い︑及び恩給等を担 保として小 口の資 金を貸し付けること︒
三〜八 ︵略︶
２〜５ ︵略︶
︵業務の委託等︶
第二十条 公庫は︑主務省令で定める金融機関︑地方公共団体その他政令で定める法人に対し︑その業務︵次条第一項の規定により委託を
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１
２

○

財政融資資金の長期運用に対す る特別措置に関する法 律︵昭和四十八年法律第七号︶︵抄︶

附 則
︵略︶
改正後の第三十九条の規定は︑こ の法律の施行後に発生した同条に規定する事由に因る還付金の支払から適用する︒

簡易生命保険法の一部を改正す る法律︵昭和四十七年法律第三十四号︶︵抄︶

受けた業務を含む︒︶のうち政令で定めるものを委託することができる︒この場合において︑政令で 定める法人に対し︑政令で定める業
務を委託しようとするときは︑あらかじめ︑主務大臣の認可を受けなければならない︒
２・３ ︵略︶
︵監督︶
第三十二条 ︵略︶
２ 主務大臣は ︑この法律及び融通法を施行するため必要があると 認めるときは︑公庫に対して︑業務に関 し監督上必要な 命令をすること
ができる︒

○

︵国会の議決︶
第二条 資金法の規定に基づき毎会計年度新たに運用する 財政融資資金のうち︑その運用の期間が五年以上にわたるもの︵次条の規定によ
り運用することができるものを除く︒︶は︑その運 用を予定す る金額︵以下﹁長期運用予定額﹂という ︒︶につき︑運 用対象区分ごとに
︑予算をもつて国会の議決を経なければならない︒
２ ︵略︶
︵長期運 用予定額の繰越し︶
第三条 前条の規定により運用対象 区分ごとに国会の議決を経た長期運 用予定額に 係る財政融 資資金のうちに当 該年 度に おいて運 用しなか
つたものがあるときは︑こ れを翌年度において当該運用対象区分に従い運 用することができる︒
︵準用︶
第五条 第二条第一項及び前二条の規定は︑郵便貯金法︵昭和二十二年法律第百四十四号︶第六十九条及び簡易生命保険法︵昭和二十四年
法律第六十八号︶第八十八条の規定に基づき 毎事業年度日本郵政公 社が新たに運用す る日本郵政公社法︵平成十四年法律第九十七号︶第
二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金︵以下﹁郵便貯金資金﹂という︒︶及び同項第五号に規定する簡易生命保険資金︵以下﹁
簡易生命保険資金﹂と いう︒︶のうち︑その運用の期間が五年 以上にわたるものについて準用する︒こ の場合において ︑第二条第一項中
﹁資金法﹂とあるのは﹁郵便貯金法︵昭和二十二年法律第百四十四号︶第六十九条及び簡易生命保険法︵昭和二十四年法律第六十八号︶
第八十八条﹂と︑﹁毎会計年度新たに運用する財政融資資金﹂とあるのは﹁毎事業年度日本郵政公社が新たに運用する日本郵政公社法︵
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平成十四年法律第九十七号︶第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金︵以下﹁郵便貯金資金﹂と いう︒︶及び同項第五号に規定
する簡易生 命保険資金︵ 以下﹁簡 易生命保険資金﹂という︒︶﹂と︑﹁運用対象区分ごと﹂とあるのは﹁郵便貯金資金及び簡易生命保険
資金の別﹂と︑第三条中﹁運用対象区分ごとに国会﹂とあるのは﹁国会﹂と︑﹁財政融資資金﹂とあるのは﹁郵便貯金資金及び簡易生命
保険資 金﹂と︑﹁当 該運用対象区分 に従い﹂とあるのは﹁ それぞれ﹂と︑前条第一項中﹁財務大臣﹂とあ るのは﹁総務大臣﹂と ︑﹁運用
対象区分ごとに国会﹂とあるのは﹁国会﹂と︑﹁財政融資資金﹂とあるのは﹁郵便貯金資金及び簡易生命保険資金﹂と︑﹁会計年度﹂と
あるのは﹁事業年度﹂と︑﹁当該運用対象区分ごとに﹂とあるのは﹁それぞれ﹂と︑﹁財務省令﹂とあるのは﹁総務省令・財務省令﹂と
︑﹁翌年度の七月三十一日までに作成﹂とあるのは﹁作成し︑翌年度の七月三十一日までに財務大臣に送付﹂と︑同条第二項中﹁財政融
資資金に﹂とあるのは﹁郵便貯金資金及び簡易生命保険資金のそれぞれに﹂と読み替えるものとする︒

附 則
︵略︶
こ の法 律の施行 前 に効力が 発生 した 家族保険の 簡 易生命保険契約については ︑なお従前の例による ︒

○ 簡易生命保険法の一部を改正する法律︵昭和四十八年法律第四十一号︶︵抄︶

１
２

○ 簡易生命保険法の一部を改正する法律︵昭和五十二年法律第五十九号︶︵抄︶

銀行法︵昭和五十六年法律第五十九号︶︵抄︶

附 則
１ ︵略︶
２ こ の法 律による改正後の第二十 三条の二及び第二十五条の二︵第三 十七条の七 第二項にお いて 準用す る場合を含む ︒︶ の規定は︑こ の
法律の施行前に簡易生命保険契約︵以下﹁保険契約﹂という︒︶の申込み又は保険契約の改定の申込みがあつた場合には︑適用しない︒
この法律による改正前の第 二十五条第三項の規定は︑こ の法律の施 行前に 申込みを受けた保険契約につ いては︑な おその効力 を有する︒
３

○

︵営業所の設置等︶
第八条 銀行は︑日本において 支店 その他の営 業所の設置 ︑位置の変更︵本 店の位置の 変更を含む ︒︶︑種 類の変更 又は廃止を しようとす
るときは︑内閣府令で 定める場合を除き ︑内閣府令で 定めるところに より︑内閣 総理大臣に 届け出なけ ればな らな い︒日本において 代理
店の設置又は廃止をしようとするときも︑同様とする︒
︵略︶

２

- 104 -

３ 銀行は︑代理店を設置しようとす るときは︑内閣府令で 定めるところにより︑当該代理店の業務の健全かつ適切な運営を確保するため
の措置を講じなければならない︒

○ 簡易生命保険法の一部を改正する法律︵昭和六十一年法律第二十二号︶︵抄 ︶

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︶︵抄︶

附 則
︵施行期日︶
１ こ の法 律は︑公布の日から起算 して 一年六箇月を 超えな い範囲内に おいて 政令で 定める日 から施行す る︒ただし︑第十 七条の改正規定
︑第二十九条を削り︑第二十八条の二を第二十九条とする改正規定︑第二十九条の二及び第二十九 条の三を削る改正規定並びに第三十三
条の二︑第三十六条︑第三十六条の二︑第三十九条第一項︑第四十五条第一項及び第四十六条の改正規定は︑公布の日から起算して六箇
月 を超えな い範囲内にお いて 政令で 定める 日から施行する︒
︵経過措置︶
２ この法律の施行の際現に改正前の第十一条の二第一項ただし書の規 定に基づいて 指定 された保険 金受取 人がある場 合における 保険金の
受取りにつ いては︑な お従前の例 による ︒
３・４ ︵略︶
５ 第三十九条第一項の改正規定の 施行の際現に第三十八 条第一項ただ し書の規定に基づいて 指定 の変更をしな い旨の意思が 国に対して 表
示された保険金受取人がある場合における還付金の支払の請求については︑なお従前の例による︒
︵略︶
６

○

附 則
︵機構の業務の特例︶
第十四条 ︵略︶
２・３ ︵略︶
４ 前三項の規定により︑機構が第一項各号︑第二項各号又は 前項各号に掲げる業務を行う場合には︑第四条第二項中﹁ 前項第二号﹂とあ
るのは﹁前項第二号及び附則第十四条第三項第一号﹂と︑第七条中﹁第四条第一項第二号に掲げる業務に係る経理と﹂とあるのは﹁第四
条第一項第二号及び附則第十四 条第三項第一号に掲げる業務に係る経理と︑同条第二項各号に掲げる業務に係る経理と︑﹂と︑第九条中
﹁第四条第一項第二号﹂とあるのは﹁第四条第一項第二号及び附則第十四条第三項第一号﹂と︑第十条中﹁第四条第一項第二号﹂とある
のは﹁第四条第一項第二号並びに附則第十四条第二項各号及び第三項第一号﹂と︑第十一条第一項及び第十二条中﹁第四条第一項各号﹂
とあるのは﹁第四条第一項各号並びに附則第十四条第一項各号︑第二項各号及び第三項各号﹂と︑第十四条中﹁第四条第一項第一号及び
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第二号﹂とあるのは﹁第四条第一項第一号及び第二号並びに附則第十四条第一項第一号及び第二号︑第二項第一号︑第三号及び第四号並
びに第三項第一号から第四号まで﹂と︑第十六条第一項第二号中﹁第十条第一号﹂とあるのは﹁第十条第一号︵附則第十六条第四項にお
いて 準用する場 合を含む ︒ ︶﹂と ︑同項第三 号中﹁第十 条第三号の 国土交通省令﹂と あるのは﹁ 第十条第 三号︵附則第十六条第四項にお
いて 準用する場合を含む ︒︶の 国土 交通省令を定めようと し︑又は附則第十 四条第五項 の国土交通省令で 同条第二項 第一号及び第四号に
掲げる業務に係るもの﹂と︑第二十条第一号中﹁第十一条第一項﹂とあるのは﹁第十一条第一項︵附則第十四条第四項の規定により読み
替えて適用する場合を含む ︒︶﹂と︑同条第二号中﹁第十二条﹂とある のは﹁第十二条︵附則第十四条第四項の規定により読み替えて 適
用する場合を含む︒︶﹂とする︒
５〜
︵略︶
︵附則第十四条第二項第一号に掲げる業務に要する資金に係る債券の発行限度の特例等︶
第十六条 ︵略︶
２・３ ︵略︶
４ 第十条の規定は︑都 市開発資金の貸付けに関する法律附則第六項の規定による貸付金の運 用について 準用する︒

○ 簡易生命保険法の一部を改正する法律︵平成二年法律第五十号︶︵抄︶

附 則
︵経過措置︶
第二条 この法 律の施行前に支払の事由が 発生した保険金の支払については︑なお従前の例によるものとし︑簡易生命保険法︵以下﹁新保
険法﹂という︒︶第四章の規定は︑当該保険金に係る保険金受取人について も︑適用す る︒
２ この法 律の施行前に効力が生 じた終身保険︑定 期保険又は 養老保険 の簡易生命保険契約︵以下﹁保険契約﹂という ︒︶であってこの法
律の施行の際現に年齢十年に満たない者を被保険者とするものは︑保険契約者を保険契約者の指定した保険金受取人とする保険契約とみ
なす︒
３ こ の 法 律の施行 前に効力が 生 じた 家族保険の 保険契約︵ 特約に係る 部分を 除く ︒︶に つ いて は ︑ 新保険法第三十三 条第二項第 二号中﹁
保険金の支払の事由に係る被保険者の遺族﹂とあるのは︑﹁主たる被保険者の配偶者︑子たる被保険者又は保険金の支払の事由に係る被
保険者の遺族﹂とする︒こ の場合において︑保険金受取人となる者が数人あるときは ︑同号に掲げる順序により先順位にある者を保険金
受取人とし︑主たる被保険者の配偶者及び子たる被保険者は︑保険金の支払の事由に係る被保険者の遺族とみなして ︑同条第四項の規定
を適用する︒
４ 新保険法第五十一条の規定により支払う 保険金であ ってこの法 律の施 行 前に効力が 生 じた保 険契約に係 るもの の保険金額 については ︑
なお従前の例による︒
５ こ の法 律の施行前に効力が生 じた保 険契約につ いては︑こ の法 律に よる改正 前の簡易生 命保険法︵ 以下﹁ 旧保険法﹂と いう︒︶第五十
条の規定は︑なおその効力を有す る︒
旧保険法第五十八条から第六十七条までの規定︵次条の規定による廃止前の郵便年金法︵昭和二十四年法律第六十九号︶第四十一条に
６
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17

おいて準用する場合を含む ︒︶により簡易生 命保険郵便年金審査会が 行った審 査の申立て の受理︑審 査の 申立て に係る 裁決その他 の手続
は︑簡易生命保険審査会が行った審査の申立ての受理︑審査の申立てに係る裁決その他の手続とみなす︒
︵用語の定義︶
第五条 この条から附則第九条まで において ︑次の各号に 掲げる用語の意義 は︑それぞれ当該各号 に定めるところによる︒
一 郵便年 金 旧年金法第二条に規定す る郵便年金をいう︒
二 郵便年金契約 旧年金法第二条の二に規定する郵便年金契約を いう ︒
三 年金契約 昭和五十六年九月一日以後に効力が生じた郵便年金契約をいう︒
四 旧年金契約 昭和五十六年八月三十一日以前に効力が生じた郵便年金契約をいう︒
五 終身年金 旧年金法に規定す る終身年 金又は郵便年金法の一部を改正する法律︵昭和六十三年法律六十二号︶附則第三項の規定に よ
りなお その効力を 有するものとされる同法附則第二項の規定による 改正前の郵便年金法 及び簡易生 命保険及び郵便年金の積立 金の運用
に関する法律の一部を改正する法律︵昭和五十六年法律第二十五号︒以下﹁昭和五十六年 改正法﹂と いう︒︶附則第十 一条に規定する
終身年金をいう︒
六 定期年金 旧年金法に規定する定期年金をいう︒
七 夫婦年金の年金契約 旧年金法第五条第三項の規定により︑年金の支払の事由が発生した日︵以下﹁年金支払事由発生日﹂と いう︒
︶以後に年 金受取人が 死亡して もなお年 金契約者の 指定した年 金受取人の配偶者︵以下﹁指定配偶者﹂という ︒︶の死亡に至るまで そ
の者に継続して 年金を支払うことを約した終身年金の年 金契約をいう︒
八 有期保証期間付年金契約 旧年 金法第五条第三項の規定により︑年金支払事由発生 日から一定 の期間内に年金受 取人が死亡してもな
おその残存期間中年金契約者若しくは年金受取人の指定した者又はこ れらの者がないときは 旧年金法第二十二条に規定する者︵以下﹁
有期年金継続受 取人﹂と総称す る︒︶に継続して年金を支払うこと を約 した年金契約をいう︒
九 特別還付金受 取人 年金契約者の指定した返還金受取人であって 次に掲げるものを いう︒
イ 年金契約者が指定 の変更をしない旨の意思を国に対して 表示した返還金受取人
ロ 年金の支払の事由が 発生している年金契約に係る返還金受取人
十 特別年金継続受取人 次に掲げる有期年金継続受取人をいう︒
イ 年金契約者の指定した有期年金継続受取人で あって年金の支払 の事由が 発生して いる年金契約に係るも の︵ハに掲げる有期年 金継
続受取人に該当するものを除く︒︶
ロ 年金受取人の指定した 有期年 金継続受取 人であって 年金受取人が 指定 の変更をしな い旨の意 思を国に対して 表示したもの︵ハに掲
げる有期年金継続受取人に該当するものを除く︒︶
ハ この法 律の施行の日の前日 において 現に年金を受け取るべき有期年金継続受取人であって年金契約 者又は 年金受取人の指定したも
の
ニ こ の法 律の施 行の日の前日 にお いて 現に年 金を受け取るべき有期年金継続受取人で あって 旧年 金法第 二十二条に 規定するも の
十一 夫婦年金特約 夫婦年金の年金契約に付されて いる年金特約で あって ︑旧年金法第五 条の二第三項の規定により︑指定配偶者に係
る 保険事故︵不慮の事故若 しく は第三者の 加害行為に より受けた傷害又はかかった 疾病をいう ︒以下同 じ︒︶に ついて給付 金を支払う
ことを約したものをいう︒
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十二 旧終身年金 昭和五十六年改正法第一条の規定による改正前の旧年金法 ︵以下﹁昭和五十六年 改正前の旧年金法﹂という︒︶に規
定する保証期間附即時終身年金若しくは保証期間附すえ置終身年金又は旧年金法附則第四項の規定によりなお従前の例によるものとさ
れる年金の種類のうち政令で定めるものをいう︒
十三 旧定期年金 昭和五十六年改正前の旧年金法に規定する定期年金又は 旧年金法附則第四項の規定によりなお従前の例によるものと
される年金の種類のうち政令で 定めるも のをいう︒
十四 年金特約︑年金特約変更契約︑年金契約者︑年金受取人︑返還金受取人︑掛金︑給付金︑返還金又は年金証書 それぞれ旧年金法
に規定する特約︑特約変更契約︑年金契約者︑年金受取人︑返還金受取人︑掛金︑給付金︑返還金又は年金証書をいう︒
十五 年金保険契約 附則第七条第一項から第三項までの規定により保険契約となった年金契約をいう︒
十六 旧年金保険契約 附則第七条第四項の規定により保険契約となった旧年金契約をいう︒
︵施行前の年金契約の申込み等︶
第六条 この法律の施行前に受けた年金契約又は年金特約変更契約の申込みに対する承諾並びに承諾した場合における年金契約又は年金特
約 変更契約の成立及びそ の効力の 発生につ いて は︑な お従前の例 による︒こ の法 律の施行前に 旧年金法第 十九 条の規定に よりその効力 を
失っ た年金契約 の復活につ いても ︑同様とす る︒
２ 次に 掲げる年金︑給付金及び返還 金の支払については︑なお従前の例による︒
一 この法律の施行前に支払の事由が発生した年金であって︑年金支払事由発生 日からこの法律の施行の日の前日までの期間に係るもの
二 この法律の施行前に生じた保険事故に係る給付金
三 この法律の施行前に支払の事由が発生した返還金
３ 前項の規定による給付金又は返還金は︑支払に関する事務及び日本郵政公社法︵平成十四年法律第九十七号︶その他の法令の規定の適
用については︑それぞれ新保険法 の規定に よる保険金又は還付金と みなす︒
︵郵便年金契約の取扱い︶
第七条 次 の各号に掲げる年金契約︵ 前条第一項の規定により 申込みの日にお いて 効力が 生じ︑若しく は変更されたも のとみなさ れる年金
契約又は初めからその効力を失わなかったものとみな される年金契約を含み︑年金特約に係る部分を除く︒︶は ︑この法律の施行の日に
おいて ︑それぞれ当該各号に定める保険契約︵ 特約に係る部分を除く︒︶となるものとする︒この場合において ︑ 旧年金法の規定によっ
てした返還金受取人又は有期年金継続受取人の指定は︑特別還付金受 取人及び特別年金継続受取人の指定を除き︑その効力を失うものと
する︒
一 終身年金の年金契約︵夫婦年金の年金契約を除く︒︶ 年金契約者を保険契約者とし︑年金受取人を被保険者とする終身年金保険の
保険契約
二 定期年金の年金契約 年金契約者を保険契約者とし︑年金受取人を被保険者とする定期年金保険の保険契約
三 夫婦年金の年金契約 年金契約者を保険契約者とし︑年金受取人を主たる被保険者とし︑指定配偶者を配偶者たる被保険者とする夫
婦年金保険の保険契約
四 有期保証期間付年金契約 新保険法第六十九条第三項の規定による年金の支払を約した保険契約
２ 前項各号に 掲げる年金契約に付されて いる年金特約は︑こ の法 律の 施行の日に おいて ︑それぞれ当 該各号に 定める保険契約に付さ れて
いる特約︵夫婦年 金特約にあ っては ︑配偶者たる被保険者を特約に係る被保険者とする 特約︶とな るものとする︒
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３ 第一項の規定の適用については︑次の各号に掲げる日がこの法律の施行前である場合には︑当該各号に掲げる日に当該各号に定める者
が年金契約 者の年金契約 による権利義務を承継して いたものと みなす ︒
一 年金支払事由発生日 年金受取人
二 年金受取人が死亡した日︵夫婦年金の年金契約に限る︒︶ 指定配偶者
４ 次の各 号に掲げる 旧年金契約 は︑こ の法 律の施 行の日にお いて ︑それぞれ当 該各号に定 める保険契約とな るものとす る︒
一 旧終身年金の旧年金契約 年金契約者を保険契約者とし︑年金受取人を被保険者とする終身年金保険の保険契約
二 旧定期年金の旧年金契約 年金契約者を保険契約者とし︑年金受取人を被保険者とする定期年金保険の保険契約
５ 第一項 ︑第二項及び前項の場 合において ︑年金又は特約に係る保険 金の支払︑保険料 の払込みその 他保険契約による権利義務は︑こ の
法 律による改正後の簡易生命保険法︵以下﹁平成二年改正保険法﹂という︒︶又はこの附則に別段の定めがあるもののほか︑年金又は給
付金の 支払︑掛金の払込みその他年 金契約又は 旧年金契約 による権利義務として 国及び年金契約者が約したところ による︒
６ この附則に別段の定めがあるもののほか︑旧年金法︵昭和五十六年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその例によるも のとされ
た昭和五十六年改正前の旧年金法を含む︒︶の規定に よってした掛金の払込み︑年 金︑給付金若しくは返還金の支払︑剰 余金の分配その
他の行為又は年 金契約者に 交付された年金証 書は︑平成二年改正保険法の相当する規定によって した保険料の払込み︑年金︑特約に係る
保険金若しくは還付金の支払︑剰余金の分配その他の行為又は保険契約者に交付された保険証書とみなす ︒
７ 年金保 険契約にお いては︑保険契約 者の請求が あるときは ︑前項の規定により保険証書とみなされ る年金証書と引換 えに保険証 書を交
付す る︒旧年金 保険契約に おいて も︑同様とする︒
︵年金保険契約に関する特例︶
第八条 前条第二項の規定により平成二年改正保険法に規定す る特約となった年 金特約が付されて いる年金保険契約︵夫婦年金保険の年金
保険契約︑旧年 金法の規定により年金契約 者以外の者を返還金受取人に 指定した年 金保険契約 及び年金の支払の事由が発生 して いる年 金
保険契約を除く︒︶は︑平成二年改 正保険法第三十五条第 一項ただし 書の規定により保険金受取人として 保険契約者︵年金契約 者が数人
ある場合において ︑旧年金法の規定に よりそのいずれかの者を返還 金受取人に指定した年 金保険契約にあってはそのいずれかの者︶を指
定 して その旨を国に対して 表示した年金保険契約とみなす︒
２ 夫婦年金保険の年金保険契約のうち 保険契約者を主たる被保険者としな いも の︵ 以下こ の 条に お いて﹁ 特例 夫 婦年金保険 の年 金保険契
約﹂という︒︶においては︑保険契約者は︑主たる被保険者に年金保険契約による権利義務を承継させることができる︒ただし︑当該年
金保険契約に配偶者たる 被保険者を特約に係る被保険者とする特約が 付されて いる場合にあっては︑配偶者たる被保険者の同意を得なけ
ればならない︒
３ 新保険法第五十七条第五項の規定は︑前項の承継について準用する︒
４ 特例夫婦年金保険の年金保険契約においては︑年金支払事由発生日に︑新保 険法第三十四条第二項 の規定による年金受取人が 保険契約
者の年金保険契約による権利義務を承継する︒
５ 特例夫婦年金 保険の年金保 険契約について は︑新保険法第六十五 条の規 定は︑適用 しな い︒
６ 年金保 険契約にお いて ︑特別 還付金受取人があ るときは︑ 新保険法 第六十九 条第一項中 ﹁保険契約 者﹂と あるのは﹁ 簡易生 命保 険法の
一部を改正する法律︵平成二年法律第五十号︶附則第五条第九号に規定する特別還付金受取人︵以下単に﹁特別還付金受取人﹂という︒
︶﹂と︑新保険法第七十八条第一項中﹁又は年金受取人﹂とあるのは﹁︑年金受取人又は特別還付金受取人﹂と︑新保険法第百一条第一

- 109 -

郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法 律︵平成二年法律第七十二号︶︵抄︶

項中﹁及び保険金受取人﹂とあるのは﹁︑保険金受取人及び特別還付金受取人﹂とする︒ただし︑特別還付金受取人が還付金の支払の事
由が発生す るまでに死亡したとき 以後又は故意に被保険者を殺 したとき以後は︑この限りで ない︒
７ 前条第一項 第四号の規 定により 新保険法 第六十九条第三項の規 定に よる年金の支払を約したものとされる年金保険契約において ︑特別
年金継続受取人があるときは︑同項の規定による年金は︑同項に規定する保険契約者に代えて︑特別年金継続受取人に支払う︒ただし︑
次に掲げる事由が生じたとき以後は︑こ の限りでな い︒
一 特別年金継続受取人が死亡したとき︒
二 特別年金継続受取人︵附則第五条第十号イ又はロに掲げる者に限る︒︶が故意に被保険者を殺したとき︒
三 特別年金継続受取人︵附則第五条第十号ニに掲げる者に限る︒︶が次に掲げる者となったとき︒
イ 年金受取人の配偶者であった者であって 新たに婚姻した者︵ 届出がなくても事 実上婚姻関 係と同様の事情に 入った者を含む︒︶
ロ 年 金受取人の子︑父母︑孫︑祖父母又は兄弟姉妹であ った者で あって その親族関係 の消滅した者
８ 前項 の場合にお いて ︑新保 険法第 三十六条第 一項中﹁又は保険金受 取人が ﹂とあるのは﹁︑保険金受取人又は簡易生命保険法 の一部を
改正する法律︵平成二年法律第五十号︶附則第五条第十号に規定する 特別年金継続受取人︵以下単に﹁特別年 金継続受取人﹂という︒︶
が﹂と︑﹁又は保険金受取人を﹂とあるのは﹁︑保険金受取人又は特別年金継続受取人を﹂と︑新保険法第三十七条中﹁保険契約者﹂と
あるのは﹁保険契約者又は特別年金継続受取人﹂と︑新保険法第七十八条第一項中﹁又は年金受取人﹂とあるのは﹁︑年金受取人又は特
別年金継続受取人﹂と︑新保険法第百一条第一項中﹁及び保険金受取人﹂とあるのは﹁︑保険金受取人及び特別年金継続受取人﹂とする︒
９ 年金保険契約について は︑旧年 金法第三十四条の規定は︑なお その効力を有する︒こ の場合において︑年金︑特約に係る保険金︑還 付
金︵特約に係るものを除く︒︶又は特約に係る還付金は︑それぞれ旧年金法の規定による年金︑給付金︑返還金︵年金特約に係るものを
除く︒︶又は年金特約に係る返還金とみなす︒
︵ 旧年金保険契約に関する特例︶
第九条 旧年金保険契約に係る年金又は還付金の支払︑剰余金の分配︑保険料の還付︑保険契約者等に対する貸付けその他の取扱いについ
ては︑新保険法第二章︵第二十四条第二項を除く︒︶の規定を適用せず︑昭和五十六年改正前の旧年金法第二章︵昭和二十四年五月三十
一日以前に効力が生じた旧年金契約にあっては︑昭和五十六年改正前の旧年金法第二章及び附則第四項︶の郵便年金の例に よる︒この場
合にお いて ︑分配す べき剰余 金は ︑新保険法第 八十条の規 定による契約者 配当金とみなす ︒
︵略︶

２

○

︵目的︶
第一条 この法律は︑民間の発意に基づく開発途上にある海外の地域の住民の福祉の向上に寄与する等のための援助の充実に資するため︑
郵便貯金の預金者がその利子の寄附を日本郵政公社に委託する制度を 実施するこ とを目的とする︒
︵利子の寄附委託︶
第二条 郵便貯金法︵昭和二 十二年 法 律第百四十四号︶第 七 条第一項 第一号 に規定する 通常郵便貯 金の預金 者は︑こ の法 律で 定 めるところ
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により︑当該貯金から生ずる利子︵既に生じて いる利子であ って元金に加えられて いないものを含む ︒︶の全部又は一部を︑当該貯金の
元金に加えることに代えて ︑民間 の発意に基づく開 発途上にある海外の地域の住 民の福祉の 向上に寄与するた めの援助︵ 天災その他非常
の災害が生じた場合におけるその災害を受けた海外の地域の住民の緊急の需要を満たすための援助を含む︒︶に関する事業︵以下﹁民間
海外援助事業﹂という︒︶を行う営利を目的としない法人その他の団体︵以下﹁民間海外援助団体﹂という︒︶に寄附することを日本郵
政公社︵以下﹁公社﹂という︒︶に委託することができる︒
２ 前項の規定 により寄附 の委託を 行った預金者は︑いつでも︑当 該委 託の取消しをすることができる︒こ の場 合において ︑第四条第 一項
の規定により既に控除された利子があるときは ︑預金者は ︑当該利子につき 同条第二項 の規定による最初の決定がまだ行われて いない場
合に限り︑当該利子の返還を請求することができる︒
︵寄附金の処理︶
第四条 公社は︑第二条第一項の委 託があった通常郵便貯 金について ︑利 子を元金に加えようとす るごとに ︑その利子から︑ 同項の委託に
係る部分を控除する︒
２ 公社は︑郵便貯金法 第七条第一項第一号に規定す る通常郵便貯金のうち公社が 定める種類のものについて 前項の規定による控除を行っ
た日以後最初に到来する同項の規定による控 除を行う日の前日まで の期間︵以下﹁配分期間﹂と いう︒︶ごとに︑第二条第一項の委託が
あった通常郵便貯金につき前項の規定により控除した利子を合計した金額︵同条第二項の規定により返還した利子を除く︒︶とその配分
期間に係る次 条及び第 六条第二項 の金額 の合計額︵ 以下﹁ 寄附 金﹂と いう︒︶に ついて︑民間海外援助事業の実施に必要な費用に充てる
ため寄附金の配分を希望す る民間海外援助団体を公募し︑その申請を受け た上︑第一条に規定す るこの法 律の目的に適合するよう︑当該
寄附金を配分すべき 団体︵以下﹁配分団体﹂と いう︒︶及び当該団体ごとの配分すべき額を決定し︑その内容を公表するものとする︒こ
の場合にお いて ︑公社は︑当該寄附金の額から︑当 該寄附金に係る寄附の委託の勧奨等のため公社にお いて 特に要した費用の額並びに当
該寄附金の額︵次条の規定により 寄附金に充てられた額を除く︒︶の百分の一・五に相当する額を限度と して 寄附金の管理 並びに配分 に
係る寄附金︵以下 ﹁配分金﹂という ︒︶の交付及び配分金の使途の監査のた め公社にお いて 特に要する費用の額を差 し引くことができる︒
３ 公社は ︑配分金の使途の適正を確保するため必要があると 認めるときは︑配分団体が 守らなければならない事項を定めることができる︒
４・５ ︵略︶
第五条 交付し又は交付すべきであった配分金の全部又は一部が︑当該配分期間経過後に返還され又は交付できなくなったときは︑当該返
還され又は交付できなくなった配分金は︑当該返還され又は 交付できなくなった日の属す る配分期間の寄附 金に充てるものとする︒
２ 配分期間 の末日にお いて ︑配分 金とな らなかった 寄附金があ るとき は︑これを当 該配分期間の次の配分期間の寄附金に充て るものとす
る︒
︵寄附金の経理等︶
第六条 ︵略︶
２ 前項の規定により運用した結果生じた利子その他の収入金は︑当該利子その他の収入金が生じた日の属する配分期間の次の配分期間の
寄附金に充てるものとする︒
第七条 公 社は︑配分 期間ごとに 寄附金に関する経理状況を公表するも のとする︒
︵認可等︶
第七条の二 公社は︑第四条第二項の決定をしようとするとき又は同条第三項に規定す る事項を定めようとするときは︑総務省令で定める
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ところにより︑総務大臣の認可を受けなければならない︒
２ 総務大臣は︑前項の認可をしようとするときは︑関係行政機関の長 と協議し︑かつ︑審議会等︵国家行政組織法︵昭和二十三年法律第
百二十号︶第八条に規定す る機関をいう︒︶で政令で定 めるものに 諮問しなければならない︒
︵総務省令への委任︶
第八条 こ の法律に定めるもののほか︑この法律の施行に関し必要な事項は︑総務省令で定める︒
︵罰則︶
第九条 次の各号のいずれかに該当する場合には︑その違反行為をした公社の役員は︑二十万円以下の過料に処する︒
一 ︵略︶
二 第七条の二第一項の規定により総務大臣の認可を 受けなけれ ばならな い場合において ︑その認可を受けなかったとき︒

○

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法
律︵平成三年法律第九十四号︶︵抄︶

簡易生命保険法の一部を改正す る法律︵平成四年法律第五十 四号︶︵抄︶

︵薬物犯罪収益等隠匿︶
第六条 薬物犯罪収益等の取得若しくは処分につき事実を仮装し︑又は薬物犯罪収益等を隠匿した者は︑五年以下の懲役若しくは三百万円
以下の罰金に処し︑又はこれを併科する︒薬物犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した者も︑同様とする︒
前項の未遂罪は︑罰する︒
第一項の罪を犯す目的をもって ︑その 予備をした者は ︑二年以下の懲役又は五十万円以下 の罰金に処する︒

２
３

○

附 則
１ ︵略︶
︵特約に関する経過措置︶
２ 改正前の第六条に規定する 傷害特約又は疾病 傷害特約︵ 以下﹁旧特約﹂と いう︒︶で あってこの法律の施行前に効力が生じたもの︵こ
の法 律の施 行前に受け た保険契約 の申込 み︑変更の 申込み又は 復活の 申込みに係 る旧特約を 含む ︒︶に ついて は︑なお従 前の例による︒
３ 改正後の第 二十条第三項の規定 の適用に ついては︑ 旧特約に係 る保険 金額は︑同項第一号に 掲げる特約 の区分 に係る保険 金額であり ︑
かつ︑同項第二号に掲げる特約 の区分に係る保険金額であるものとみなす︒
︵定期保険に関する経過措置︶
４ 第二章第四節中第四十七条の次に一条を加える改正規定︵第四十七条の二第一項及び第二項に係る部分に限る︒︶の施行前に効力が生
じた定期保険の保険契約については︑改正後の第四十七条の二の規定にかかわらず︑なお従前の例 による︒
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○

簡易生命保険法の一部を改正す る法律︵平成五年法 律第五十七号︶︵抄︶

附 則
１ ︵略︶
︵経過措置︶
こ の法 律による改 正前の第五 十四 条の規定は︑こ の法 律の 施行前に 効力が 発生した簡 易生 命保険契約に ついては︑なおその効 力を有す
る︒

２

簡易生命保険法の一部を改正す る法律︵平成六年法律第五十九号︶︵抄︶

23
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○

保険業法︵平成七年法律第百五号︶︵抄︶

附 則
１ ︵略︶
︵経過措置︶
この法律の施行前に効力が発生した終身保険の簡易生命保険契約については︑改正後の第三十九条第二項の規定にかかわらず︑なお従
前の例による︒

２

○

︵定義︶
第二条 ︵略︶
２〜
︵略︶
この法律において﹁所属保険会社等﹂とは︑生命保険募集人︑損害保険募集人又は少額短期保険募集人が保険募集を行う保険契約の保
険者となるべき保険会社︵外国保険会社等を含む ︒︶又は少額短期保険業者をいう︒
︵略︶
この法律において﹁保険募集﹂とは︑保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう︒
︵略︶
︵登録︶
第二百七十六条 特定保険募集人︵生命保険募集人︑損害保険代理店又は少額短期保険募集人︵特定少額短期保険募集人を除く︒︶を いう
︒以下 同じ︒︶は ︑この法律の定めるところに より︑内閣総理大臣の登録を受けなければならない︒
24

27 26 25

郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律︵平成八年法律第七十二号︶︵抄︶

︵登録手数料︶
第二百八十 一条 第二百七十六条の 登録を受けようとする者は ︑実費を勘案して 政令で定める額の手数料を納めなければならない︒

○

︵預り金の寄附委託等︶
第二条 日本郵政公社︵以下﹁公 社﹂という︒︶は ︑天災その 他非常の災害が あった場合において ︑次 項の規定による 寄附の委託を受ける
ことを必要と認めたときは︑当該寄附の委託を受けることとする天災その他非常の災害ごとに︑当該寄附の委託を受けることができる期
間︵以下﹁募集期間﹂という ︒︶を定める︒
２ 郵便振替の加入者︵以下﹁ 加入者﹂という︒︶は︑こ の法 律で 定めるとこ ろ により︑募集期間が 経過し た日におけ る当 該加入者の口座
の預り金の全 部又は一部について ︑あらかじめ金額を定めて︑自己を受取人に指定した払出しの請求をす るとともに︑当 該金額を自己に
払い渡すことに代え︑民間の発意に基づく天災その他非 常の災害の被災者の救援の事 業︵以下﹁民間災害 救援事業﹂という︒︶を行う営
利を目的としない法人その他の団体︵以下﹁民間災害救援団体﹂という︒︶に寄附することを公社に委託することができる︒
３ ︵略︶
︵寄附金の処理︶
第三条 公社は︑募集期間が経過した日において︑前条第二項の規定による寄附の委託を行った加入者の口座から︑同項の払出しの請求に
係る預り金を払い出す ︒この場合において︑当該募集期間が経過した日の当該口座の現在高が同項の規定により定めた金額に満たな いと
き は︑当 該口座 の現在高に 相当す る金額に ついて払出 しの請求があ ったものとみな して ︑その 金額を払い出す ︒
２ 公 社は︑前項 の規定により募集 期間が経過 した日にお いて払い出 した金額を合計し た金額と当 該募集期間に係る次 条及び第 五条第二項
の金額の合計額︵以下﹁寄附金﹂という︒︶について︑民間災害救援事業の実施に必要な 費用に充てるため寄附金の配分を希望す る民間
災害救援団体を公募し︑その申請を受けた上︑第一条に規定するこの法律の目的に適合するよう︑当該寄附金を配分すべき団体︵以下﹁
配分団体﹂と いう ︒︶及び配分団体ごとの配分すべき額を 決定し︑その内容を公表す るものとする︒こ の場合において︑公社は︑当該寄
附金の額 から︑当 該 寄附金の取りまと めのため公 社において 特に要し た費用の額並びに当 該寄附金の額︵次 条の規定により寄附金に充て
られた額を除く︒︶の百分の一・五に相当する額を限度として 寄附金の管理並びに 配分に係る 寄附金︵以下﹁ 配分金﹂と いう︒︶の交付
及び 配分金の使 途の監査の ため公 社において 特に要する 費用の額を 差し引 くことがで きる︒
３〜５ ︵略︶
第六条 公 社は︑毎年 ︑前年の四月一日からその年 の三月三十一日まで の間における寄附金に関する経理状況を公表するものとする︒
︵認可等︶
第六条の二 公社は︑第三条第二項の決定をしようとするとき又は同条第三項に規定す る事項を定めようとするときは︑総務省令で定める
ところにより︑総務大臣の認可を受けなければならない︒
２ 総務大臣は︑前項の認可をしようとするときは︑関係行政機関の長と協議し︑かつ︑審議会等︵国家行政組 織法︵昭和二十三年法 律第
百二十 号︶第八条に規定する機関を いう︒︶で 政令で定めるものに諮問しな ければならない︒
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︵総務省令への委任︶
第七条 こ の法律に定めるもののほか︑この法律の施行に関し必要な事項は︑総務省令で定める︒
︵罰則︶
第八条 次の各号のいずれかに該当する場合には︑その違反行為をした公社の役員は︑二十万円以下の過料に処する︒
一 ︵略︶
二 第六条の二第一項の規定により総務大臣の認可を受けなければならな い場合において ︑その認可を受けなかったとき︒

○

︵送達場所︶
第 百三 条 送達は︑送達を受けるべき者の住所︑居所︑営業所又は事務所︵以下こ の節において﹁住所等﹂と いう︒︶に おいてする︒ただ
し︑法定代理人に対する送 達は︑本人の営業所又は事務 所において もすることができ る︒
２ 前項に定める場所が知れな いとき︑又はその場所において送達をするのに支障があるときは︑送達は︑送達を受けるべき者が雇用︑委
任その他の法 律上の行為に基づき 就業す る他人の住 所等︵以下 ﹁就業場所﹂と いう︒︶にお いてするこ とがで きる︒送達 を受けるべき者
︵次条第一項に規定する者を除く︒︶が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも︑同様とする︒
︵送達場所等の届出︶
第百四条 当事者︑法定代理人又は訴訟代理人は︑送達を受けるべき場所︵日本国内に限る︒︶を受訴裁判所に届け出なければならない︒
この場合においては︑送達受取人をも届け出ることができる︒
２ 前項 前段の規 定による届出があ った場合には︑送達は ︑前条の規 定にか かわらず︑ その届出に 係る場所において する︒
３ 第一項 前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げ る送達を受けたものに対す るその後の送達は ︑前条の規定にかかわ らず︑そ
れ ぞ れ当 該各 号に定 める 場 所にお いて す る ︒
一 前条の規定による送達 その送達をした場所
二 次条後段の規定による送達のうち 郵便の業務に従事する者が郵便事業株式会社の営業所︵郵便事業株式会社から当該送達の業務の委
託を受けた者 の営業所を 含む ︒第百六条第 一項後段に おいて 同じ ︒︶においてするもの及び同項後段の規定に よる送達 その送達にお
いて 送達をす べき場所とされて いた場所
三 第百七条第一項 第一号の規 定による送達 その送達にお いてあて 先とした場所
︵出会送達︶
第百五条 前二 条の規定に かかわら ず︑送達を受けるべき者で日本 国内に 住所等を有することが 明らかでな いもの︵前条第一項前段の規定
による 届出をした者を除く︒︶に対する送達は ︑その者に 出会った場 所にお いてするこ とができる ︒日本 国内に住所 等を有することが明
らかな者又は同項前段の規定による届出をした者が送達を受けることを拒まないときも︑同様とする︒
︵補充送達及び差置送達︶
第百六 条 就業場 所以外の送達をす べき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは︑使用人その他の従業者又は同居者で あって
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︑書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる︒郵便の業務に従事する者が郵便事業株式会社の営業所
において 書類を交付す べきときも ︑同様とする︒
２ 就業場所︵ 第百四条第 一項 前段 の規定に よる届出に 係る場所が 就業場 所である場 合を含む ︒ ︶において 送達を 受けるべき 者に出会わ な
い場合 にお いて ︑第 百三 条第二項 の 他人又はそ の法定代理 人若しくは 使用人 その他の従 業者で あ って ︑書 類の受領に つ いて 相当 のわきま
えのあるも のが書類の交付を受けることを拒まないときは︑こ れらの者に書類を交付することができる︒
３ 送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受け るべき者が 正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは︑送達
をすべき場所に書類を差し置くことができる︒
︵送達報告書︶
第百九条 送達をした者は︑書面を作成し︑送達に関する事項を記載して︑これを裁判所に提出しなければならない︒

○

独立行政法人通則法︵平成十一年法律第百三号︶︵抄︶

附 則
︵簡易生命保険法の一部改正に伴う経過措置︶
第二十三条 前 条の規定に よる改正後の簡易生 命保険法 ︵以下こ の 条にお いて﹁新保 険法﹂と いう︒︶第四十八条第二項︵新保険法第六十
三条において 準用す る場合を含む︒以下この条において同じ︒︶︑第五十一 条︑第五十二条︵新保険法第六十三条に おいて準用する場合
を含む ︒以下こ の条に おいて 同じ ︒︶︑第六十七条第一項及び第七十 五条の規定は︑それぞれ施行日以後に発生した新保険法第四十 八条
第二項に規定する事由による契約の失効︑新保険法第五十一条に規定する事由による保険金の支払並びに新保険法第五十二条︑第六十七
条第一項及び第七十五条に規定する事由による保険金の削減から適用する︒
２ 前項の場合において ︑施行日 前に効力が生じた簡易生 命保険契約について は︑新保険法第四十八条第二項中﹁感染症︵以下﹁ 特定感染
症﹂という︒︶﹂とあるのは﹁感染症︵以下﹁特定感染症﹂という︒︶若しくは同法附則第三 条の規定に よる廃止前の伝染病予防法︵明
治三十年法律第三十六号︒以下﹁ 旧伝染病予防法﹂という ︒︶第一条第一項の伝染病︵特定感染症を除く︒︶﹂と ︑新保険法第五十一条
第一項︑第五十二条第一項及び第二項並びに第七十五条第一項中﹁特定感染症﹂とあるのは﹁特定感染症若しくは旧伝染病予防法第一条
第 一項の伝染病︵特定感染症を除く︒︶﹂と︑新保険法第五十一 条第二項︑第五十 二条第四項 ︑第六十七 条第 一項及び第七十五条第三項
中﹁特定感染症﹂とあるのは﹁特定感染症及び旧伝染病予防法第一条第一項の伝染病︵特定感染症を除く︒︶﹂と︑新保険法第五十二条
第三項及び第七十五条第二項中﹁特定感染症﹂とあるのは﹁旧伝染病予防法第一条第一項の伝染病﹂とする︒

○

︵定義︶
第二条 ︵略︶
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２ この法律において﹁特定独立行政法人﹂とは︑独立行政法人のうち ︑その業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい
支障を及ぼすと認められるものその他当 該独立行政法人の目的 ︑業務の性質等を 総合的に勘 案して ︑その役員及び職員に 国家公務員の身
分を与えることが必要と認められるものとして個別法で 定めるものをいう ︒

○

︵定義等︶
第二条 ︵略︶
２ こ の法 律にお いて ︑﹁本 省課長 補佐級以上 の職員﹂と は︑次に掲げる 職員をいう︒
一〜五 ︵略︶
六 日本郵政公社の職員であって ︑その職務と責任が 第一号に掲げる職員に相当す るものとして日本郵政公社の総裁が定 めるもの
３ ︵略︶
４ この法律において︑﹁本省審議官級以上の職員﹂とは︑次に掲げる職員を いう︒
一〜三 ︵略︶
四 日本郵政公 社の職員で あって ︑その職務と責任が第一号に掲げ る職員に相当するものとして 日本郵政公社の総裁が定めるもの
５〜８︵略︶
第五条 ︵略︶
２〜５ ︵略︶
６ 日本郵政公社の総裁は︑国家公務員倫理審 査会の同意を得て ︑日本郵政公社の職員の職務に係る倫理に関する規則を定めることができ
る︒
７・８ ︵略︶
︵贈与等の報告︶
第六条 本省課長補佐級以上の職員は ︑事業者等から︑金銭︑物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待︵以下﹁贈与等﹂という
︒︶を受けたとき又は事 業者等と 職員の職務との関係に基づいて 提供する人的役務に対する報 酬として 国 家公 務員倫理規程で 定める報 酬
の支払を受けたとき︵当 該贈与等を受けた時 又は当 該報 酬の支払を 受けた時において 本省課長補 佐級以上 の職員で あった場合に限り︑か
つ︑当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が一件につき五千円を超える場合に限る︒︶は︑一月から三月まで︑
四月から六月まで︑七月から九月まで 及び十月から十二月まで の各区分による期間︵以下﹁四半期﹂と いう︒︶ごとに︑次に掲げる事項
を記載した贈与等報告書を︑当該四半期の翌四半期の初日から十四日以内に︑各省各庁の長等︵各省各庁の長︑特定独立行政法人の長及
び日本 郵政公社の総裁をいう︒以下 同じ︒︶又はその委任を受けた者に提出しなければならない︒
一 当該贈与等により受けた利益又は当 該支払を受けた報酬の価額
二 当該贈与等により利益を受け又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実
三 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所
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四 前三号に掲げるもののほか国家公務員倫理規程で定める事項
２ 各省各庁の長等又はその委任を受けた者は︑前項の規定により贈与 等報告書の提出を受けたときは︑当該贈与等報告書︵指定職以上の
職 員 に 係 るも の に 限り︑ か つ ︑第 九 条第二項 ただ し 書に 規 定す る 事 項 に 係 る 部分 を 除 く ︒ ︶ の写 しを 国 家 公 務 員 倫 理 審 査 会 に 送 付 しな け
ればならない︒
︵株取引等の報告︶
第七 条 本省審 議官級以上 の職員は ︑前年 において 行っ た株券等︵ 株券︑新株引受権証書︑新株予約権証券又は 新株予約 権付社債券を いい
︑株券︑新株引受 権証書︑新株予約 権証券又は 新株予約権付社債券が 発行されて いない場合にあっては︑これらが発行されて いたとすれ
ばこれらに 表示される べき権利を いう ︒以下こ の項 において 同 じ︒︶ の取得又は譲渡︵本 省審議官級以上の 職員である間に行ったものに
限る︒以下﹁株取引等﹂という︒︶について︑当該株取引等に係る株券等の種類︑銘柄︑数及び対価の額並びに当該株取引 等の年月日を
記載した株取引等報告書を︑毎年︑三月一日から同月三十一日までの間に︑各省各庁の長等又はその委任を受けた者に提出しなければな
らない︒
２ 各 省 各 庁 の長 等又は その 委 任 を 受 け た 者は ︑ 前項 の 規 定 に よ り 株 取 引 等報 告書 の提 出を受 け たときは ︑当 該株 取引 等 報 告書の写 し を 国
家公務員倫理審査会に送付しなければならない︒
︵所得等の報告︶
第八条 本省審議官級 以上の職員︵ 前年 一年間を通 じて本省審議官級以上の職員であったも のに限る︒︶は︑次に掲げる 金額及び課 税価格
を記載した所得等報告書を︑毎年︑三月一日から同月三十一日まで の間に︑各省各庁の長等又はその委任を受けた者に提出しなければな
らない︒
一 前年分 の所得につ いて 同年分 の所得 税が課され る場合における当 該所得に係 る次に掲げ る金額︵当 該金額が百万円を 超える場合にあ
っては︑当該金額及びその基因となった事実︶
イ 総所得金額︵ 所得税法︵昭和四十年法律第三十三号︶第二十二条第二項に規定する 総所得金額をいう ︒︶及び山林所得金額︵同条
第三項に規定する山林所得金額をいう ︒︶に係る各種所得の金額︵ 同法第二条第一項第二十二号に規定す る各種所得の金額をいう ︒
以下同じ︒︶
ロ 各種所得の金額︵退職所得の金額︵所得税法第三十条第二項に規定す る退職所得の金額をいう ︒︶及び山林所得の金額︵ 同法第三
十二条第三項に規定する山林所得の金額をいう︒︶を除く︒︶のうち︑租税特別措置法︵昭和三十二年法律第二十六号︶の規定に よ
り︑所得税法第二十二条の規定にかかわらず︑他の所得と区分して計算される所得の金額
二 前年中にお いて 贈与に より取 得した財産 について 同年分の贈与 税が課 される場合における当 該財産に 係る贈与 税の課税価 格︵相続税
法︵昭和二十五年法 律第七十三号︶第二十一条の二に規定す る贈与税の課税価 格をいう︒︶
２ 前項の 所得等報告 書の提出は︑ 納税 申告書︵国 税通則法︵ 昭和三十 七年法 律第六十六号 ︶第二条第 六号に 規定する納 税申告書を いう︒
以下 同じ︒︶の写 しを提出するこ とにより行うことがで きる︒こ の場合において ︑同項第一号イ又はロに掲げる金額が百万円を超えると
きは︑ その基因とな った事実を当 該 納税 申告書の写 しに付 記しなけれ ばならな い︒
各 省 各 庁 の長 等又 は そ の 委 任 を 受け た 者は ︑第 一項 の 所 得 等報 告 書 又は 前項 の 納 税 申 告 書の写 し︵ 以下﹁ 所得 等報 告 書 等﹂と い う ︒ ︶
の 提 出 を 受 け た と き は ︑当 該 所 得 等報 告 書 等 の写 し を 国 家公 務 員 倫 理 審 査 会 に 送 付 しな け れ ば な らな い ︒
３
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○

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律︵平成十一年法律第百三十六号︶︵抄︶

日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律︵平成十二年法律第六十九号︶︵抄︶

︵定義︶
第二条 ︵略︶
２・３ ︵略︶
４ こ の法 律にお いて﹁犯罪 収益等﹂とは︑犯 罪収益︑犯 罪収益に由来する 財産又はこ れらの財産とこれら の財産以外の財産とが 混和した
財産をいう ︒
５・６ ︵略︶
７ こ の法 律にお いて﹁薬物 犯罪収 益等﹂とは ︑麻薬特例 法第二条第 五項 に規定する薬物犯罪収益 等をいう ︒
︵犯罪収益等隠匿︶
第十条 犯罪収益等︵公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第二条第二項に規定する罪に係る資金を除く︒
以下この項及び次条において同じ︒︶の取得若しくは処分につき事実を仮装し︑又は犯罪収益等を隠匿した者は︑五年以下の懲役若しく
は三百万円以下の罰金に処し︑又はこ れを併科す る︒犯罪収益︵同法第二条第二項に規定する罪に係る資金を除く︒︶の発生の原因につ
き事実を仮装した者も︑同様とする︒
２ 前項の罪の未遂は︑罰する︒
３ 第一項の罪を犯す目的で︑その予備をした者は︑二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する︒
別表︵第二条︑第十三条︑第二十二条︑第四十二条︑第五十六条︑第五十九条関係︶
一 ︵略︶
二 ︵略︶
三〜十二 ︵略︶
十三 郵便法︵昭和二十二年法律第百六十五号︶第八十四条第一項︵切手類の偽造等︶の罪又はその未遂罪
十四〜六十七 ︵略︶

○

︵原動機付自転車等責任保険募集の受託︶
第二条 ︵略︶
２ 前項に規定する﹁原動機付自転車等責任保険募集﹂とは︑道路運送車両法︵昭和二十六年法律第百八十五号︶第二条第三項に規定する
原動機付自転車又は同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車︵二輪のものに限る︒︶に係る自動車損害賠償保障法︵昭和三
十年法律第九十七号︶の規定に基づく自動 車損害賠償責任保険の契約の締結の代理を行うことをいう︒
︵保険業法の適用等︶
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第五条 ︵略︶
２ 保険業法の規定は︑同法第二百七十六条︑第二百八十条︑第三百七 条︵登録の取消しに係る部分に限る︒︶及び第五編の規定を除き︑
前項の届出に係る原動機付自転車等責任保険募集の取扱いをする場合における公社に適用があるものとす る︒この場合において︑公社は
︑当該届出に係る損害保険会社等を同法第二条第二十四項に規定する所属保険会社等とする同法第二百七十六条の登録を受けた損害保険
代理店とみなす︒
︵略︶
３

確定拠出年金法︵平成十三年法律第八十八号︶︵抄︶
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○

︵定義︶
第二条 ︵略︶
２ ︵略︶
３ この法律において﹁個人型年金﹂とは︑連合会が︑第三章の規定に基づいて 実施する年金制度を いう︒
４〜６ ︵略︶
７ この法律において﹁確定拠出年 金運営管 理業﹂とは︑次に掲げ る業務︵以下﹁運 営管理業務﹂という︒︶の全部又は一部を行う事業を
いう︒
一 ︵略︶
二 確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供︵以下﹁運用関連業務﹂
という ︒︶
８・９ ︵略︶
こ の法律にお いて﹁個人型年金加入者﹂とは︑個人型年金において ︑掛金を拠出し︑かつ︑その個人別 管理資産について運 用の指図を
行う者をいう︒
︵略︶
こ の法 律にお いて﹁個人別管理資産﹂とは ︑企業型年 金加入者若 しく は 企業型年金 加入者であ った者又は個人型年金加入者若しくは個
人型年金加入者であった者に支給する給付に 充て るべきものとして ︑一の企業型年金又は個人型年金にお いて積み立てられて いる資産を
いう︒
︵略︶
︵運用の指図︶
第二十五条 企業型年金加入者等は︑企業型年金規約で定めるところにより︑積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産につ
いて運用の 指図を行う ︒
２〜４ ︵略︶
第七十三条 前章第四節の規定は積立金のうち 個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について︑同章第五節の規定は個人型年金の給
10

12 11

13

付について ︑第四十三条第一項 から第三項まで の規定は連合会について 準用す る︒こ の場 合において ︑第二十二条中﹁ 事業主﹂とあり︑
並びに第二十五条第三項及び第四項︑第二十九条第二項︑第三十三条第三項︑第三十四条︑第三十七条第三項 並びに第四十条中﹁資産管
理機関﹂とあるのは︑﹁連合会﹂と読み替えるほか︑同章第四節及び第五節並びに第四十三条第一項から第三項までの規定に関し必要な
技術的読替えは︑政令で定める︒
第六章 確定拠出年金運営管理機関
︵登録︶
第八十 八条 確定拠出年金運 営管理業は︑主務大臣の登録 を受けた法 人でなければ︑営んではならない︒
２ 銀行その他の政令で定める金融機関は︑他の法 律の規定にかかわらず︑前項の登録を受けて確定拠出年 金運営管理業を営むことができ
る︒
︵登録の申請︶
第八十九 条 前条第一項の登録を受け ようとする者は︑次に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならな い︒
一 商号︑名称及び住所
二 資本金額︵出資の総額及び基金の総額を含む︒︶
三 役員の氏名及び住所
四 営業所の名称及び所在地
五 業務の種類及び方法
六 他に事業を行っているときは︑その事業の種類
七 その他主務省令で定める事項
２ 前項の登録 申請書には ︑第九十 一条第 一項各号の いずれにも該当しないことを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなけ
ればならない︒
︵登録の実施︶
第九十条 主務大臣は︑第八十八条第一項 の登録の申請があった場合において は︑次条第一項 の規定により登録を拒否する場合を除くほか
︑次に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録しなければならない︒
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
２ 主務大臣は︑前項の規定による登録をしたときは︑遅滞なく︑その旨を登録申請者に通知しなければならない︒
３ 主務大臣は︑確定拠出年金運営管理機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない︒
︵登録の拒否︶
第九十一条 主務大臣は︑登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき︑又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載が
あり︑若しくは重 要な事実の記載が 欠けているときは︑その登録を拒否しなければならない︒
一 法 人で な い者
二 第百四条第二項の規定により登録を取り消され︑その取消しの日から五年を経過しない法人
三 こ の法律︑厚生年金保険法その他政令で定める法律の規定に違反し︑罰金の刑に処せられ︑その刑の執行を終わ り︑又は刑の執行を
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受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
四 他に営んで いる事業が公益に反すると認められる法人又は当該事 業に係る損失の危険の管理が困難である ために確定 拠出年金運 営管
理業の遂行に支障を生ずると認められる法人
五 その役員のうちに︑第百四条第二項の規定による登録の取消しの日前三十日以内に当該取消しに係る確定拠出年金運営管理機関の役
員であった者で当該取消しの日 から五年 を経過しな いもの︑禁錮以上 の刑に処せられ︑その刑の執行を 終わり︑又は刑の執行を受け る
ことがなくなった日から五年を経過しない者その他政令で定める者のある法人
２ 主務大臣は︑前項の規定により登録を拒否したときは︑遅滞なく︑その理由を示して︑その旨を登録申請者に通知しなければならない︒
︵変更の届出︶
第九十二条 確定拠出年 金運営管理機関は ︑第八十九 条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは︑その日から二週間以内に︑その旨
を主務大臣に届け出なければならない︒
２ 主務大臣は︑前項の規定に よる届出を受理したときは︑届出があった事項を確定拠出年金運営管理機関 登録簿に登録しなければならな
い︒
︵廃業等の届出等︶
第九十三 条 確定拠出年金運営管理機関が次の各号のいずれかに該当す ることとなったときは︑当該確定拠出年金運営管理機関の登録は︑
その効力を失う︒この場合において︑それぞれ当該各号に定める者は ︑当該各号に該当するに至った日から三十日以内に︑その旨を主務
大臣に届け出なければならない︒
一 合併により消滅したとき 確定拠出年金運 営管理機関であった法 人を代表する役員
二 破産手続開始の決定により解散したとき 確定拠出年金運 営管理機関であった法人の破産管財人
三 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき 確定拠出年金運 営管理機関であった法 人の清算人
四 確定拠出年金運営管理業を廃止したとき 確定拠出年 金運営管理機関で あった法人を代表する役員
︵標識の掲示︶
第九十四条 確定拠出年 金運営管理機関は ︑営業所ごとに︑公衆の見やすい場所に︑主務省令で定める様式の標 識を掲示しなければならな
い︒
２ 確定拠出年金運 営管理機関以外の者は︑前項 の標識又はこれに類似する標 識を掲示してはならな い︒
︵名義貸しの禁止︶
第九十五条 確定拠出年金運営管理機関は︑ 自己の名義 をもって ︑他人に確定拠出年 金運営管理 業を営ませてはな らない︒
︵書類の閲覧︶
第九十六条 確定拠出年金運営管理機関は︑主務省令で定めるところに より︑その業務の状況を記載した書類を営業所ごとに備え置き︑加
入者等の求めに応じ︑これを閲覧させなければならない︒
︵加入者等の運用の指図に資す る措置︶
第九十七条 確定拠出年金運営管 理機関 は︑事業主 又は連合会 の委託を 受けて ︑第二十二条︵第七十三 条にお いて 準用す る場合を含む ︒︶
の規定による資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を行うことができる︒
︵業務の引継ぎ︶
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第九十八条 確定拠出年金運営管理機関は︑次の各号のいずれかに該当するときは︑政令で定めるところに より︑委託又は再委託を受けた
運営管理業務の全部又は一部を当 該運営管理業務を承継する他の確定拠出年金運 営管理機関に引き継がなければならない︒
一 第七条第一項若しくは第二項又は第六十条第一項若しくは第三項の規定による運営管理業務の委託に係る契約︵以下﹁運営管理契約
﹂という︒︶の変更又は解除があったとき︒
二 第六十五条の規定による指定の変更があったとき︒
三 第九十三条の規定により登録が効力を失ったとき︒
四 第百四条第二項の規定により登録が取り消されたとき︒
︵確定拠出年金運営管理機関の行為準則︶
第九十九条 確定拠出年 金運営管理機関は ︑法令︑法令に基づいてする主務大臣の処分及び運 営管理契約を遵守し︑加入者等のため忠実に
その業務を遂行しなければならない︒
２ 確定拠出年金運 営管理機関は︑企業型年金又は個人型年 金の実施に係る業務に関し︑加入者等の氏名︑住所︑生年月日︑個人別管理資
産額その他の 加入者等の個人に関する情報を保管し︑又は使用す るに当たっては︑ その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する 情
報を保管し︑及び使用しなければならない︒ただし︑本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は︑この限りでない︒
第百条 確定拠出年 金運営管理機関は ︑次に掲げる行為をしてはならな い︒
一 運営管理契約を締結するに際し︑その相手方に対して ︑加入者等の損失の全 部又は一部を負担することを約すること ︒
二 運営管理契約を締結するに際し︑その相手方に対して︑加入者等又は当該相手方に特別の利益を提供することを約すること︒
三 運 用関連 業務に 関 し生 じた 加入 者等の損失 の全部若しくは一部を 補て ん し︑又は当 該業務に関 し生 じ た加入者等 の利益に追 加す る た
め︑当該加入者等又は 第三者に対し︑財産上の利益を提供し︑又は第三者をして 提供させること︵自己 の責めに帰すべき 事故による損
失の全部又は一部を補てんする場合を除く︒︶︒
四 運 営管理契約 の締結につ いて 勧誘をするに 際し︑又は その解除を妨げる ため︑運営 管理業務に関する 事項であって ︑運営管 理契約の
相手方の判断に影響を 及ぼすこととなる重要なものとして 政令で定めるものにつき︑故意に事実を告げ ず︑又は不実のことを告げ るこ
と︒
五 自己又は加入者等以外の第三 者の利益を図る目的をも って ︑特定 の運 用の方法を 加入者等に対 し提示すること ︒
六 加入者等に対して︑提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと︑又は指図を行わな いことを勧めること︵当該確
定拠出年金運 営管理機関が有価証券に係る投資顧問業の規制等に関す る法律︵昭和六十一年法 律第七十四号︶第二条第三項に規定する
投資顧問業者その他確定拠出年金運営管理業以外の事業を営む者と して 行うことを明示して 行う 場合を 除く︒︶︒
七 前各号に掲げるもののほか︑加入者等の保護に欠け︑若しくは確定拠出年 金運営管理業の公正を害し︑又は確定拠出年金運営管理業
の信用を失墜させるお それのあ るものと して主務省 令で定める 行為
︵業務に関する帳簿書類︶
第百一条 確定拠出年金運営管理機関は︑主務省令で定めるところにより︑その業務に関する帳簿 書類を作成し︑こ れを保存しなければな
らない︒
︵報告書の提出︶
第百二 条 確定拠出年金運営管理機関は︑主務省令で定めるところにより︑その業務に ついての報告書を主務大臣に提出しなければならな
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い︒
︵報告の徴収等︶
第百三条 主務 大臣は︑こ の法 律の 施行に必 要な 限度に おいて ︑確 定拠出年金運営管 理機関に対 し︑その業務の状 況に関する 報告を徴し ︑
又は当 該職員をして 確定拠出年 金運 営管理機関 の営業所に立ち 入って 関係者に質問させ︑若しくは 実地に その状況を 検査させることがで
きる︒
２ 第五十一条第二項及び第三項の規定は︑前項の規定による質問及び検査について準用する︒
︵確定拠出年金運 営管理機関に対す る監督︶
第百四条 主務大臣は︑確定拠出年金運営管理機関の業務の運営に関し︑加入者等の利益を害する事実があると認めるときは︑加入者等の
保 護のため必要な 限度に おいて ︑当該確定 拠出年金運 営管理機関 に対し ︑業務の種 類及び方法 の変更その 他業務 の運営の改善に必要な 措
置を採るべきことを命ずることができる︒
２ 主務大臣は︑確定拠出年金運営管理機関が次 の各号のいずれかに該当するときは︑六月以内の期間を定 めて 確定拠出年金運営管理業の
全部若しくは一部の停止を命じ︑又は第八十八条第一項の登録を取り消すことができる︒
一 第九十一条第一項第三号又は第五号のいずれかに該当するに至ったとき︒
二 不正の手段により第八十八条第一項の登録を受けたとき︒
三 その行う確定拠出年金運営管 理業に関して ︑こ の法律若しくはこ の法律に基づく命令又はこれらに 基づく 処分に違反 したとき︒
四 確定拠出年 金運 営管理 業の継続が困難で あると認めるとき︒
︵登録の抹消︶
第百五条 主務大臣は︑第九十三条の規定により登録がその効力を失ったとき︑又は前条第二項の規定により登録を取り消したときは︑当
該登録を抹消しなければならない︒
︵監督処分の公告︶
第百六条 主務大臣は︑第百四条第二項の規定による処分をしたときは︑主務省令で定めるところにより︑その旨を公 告しなければならな
い︒
︵政令への委任︶
第百七条 この節に定めるもののほか︑確定拠出年金運営管理機関の監督に関 し必要な事項は︑政令で定める︒
︵厚生年金基金︑企業年金基金及び国民年金基金の業務の特例︶
第百八条 厚生年金基金︑企業年金基金及び国民年金基金は︑第八十八条第一項の登録を受けて ︑確定拠出年金運 営管理機関となることが
できる︒
２ 厚生年 金基金︑企 業年金基金及び国民年金基金は︑前項の規定により行う 業務に係る経 理について は︑その他の経理と区分して 整理し
なければならない︒
３ 第一項の規定により厚生年金基金の業務が 行われる場合には︑厚生年金保険法第百八十五条第五号中﹁この章﹂とあるのは︑﹁この章
又は確定拠出年金法︵平成十三年法律第八十八号︶第百八条第一項﹂とするほか︑同法の規定の適用に関し必要な事項は︑政令で定める︒
４ 第一項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には︑確定給付企業年金法第百二十一条中﹁この法 律﹂とあるのは︑﹁こ の法
律又は確定拠出年金法第百八条第一項﹂とするほか︑同法の規定の適用に関し必要な事項は︑政令で定める︒
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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律︵平成十三年法律第百四十号︶︵抄︶

５ 第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には︑国民年金法第百四十五条第五号中﹁この章﹂とあるのは︑﹁この章又は
確定拠出年金法︵平成十三年法律第八十八号︶第百八条第一項﹂とす るほか︑同法の規定の適用に関し必要な事項は︑政令で定める︒
第百九条 削除

○

都市再生特別措置法︵平成十四年法律第二十二号︶︵抄︶

︵法人文書の開示義務︶
第五条 独立 行政法人等は︑開示請求があ ったときは ︑開示請求に係る法人文書に次の各号に掲げる情報︵以下﹁不開示情報﹂という ︒︶
のいずれかが記録されて いる場合を除き︑開示請求者に対し︑当該法 人文書を開示しなければならない︒
一 個人に関する情報︵事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く︒︶であって︑当該情報に含まれる氏名︑生年月日その他の記述
等により特定の個人を識別することができるもの︵他の情報と照合す ることにより︑特定の個人を識別することができることとなるも
のを含む︒︶又は特定の個人を識別することはできないが︑公にす ることにより︑なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの︒た
だし︑次に掲げる情報を除く︒
イ・ロ ︵略︶
ハ 当該個人が公務員等︵国家公務員法︵昭和二十二年法律第百二十号︶第二条第一項に規定す る国家公務員︵独立行政法人通則法第
二条第二項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く︒︶︑独立行政法人等の役員及び職員︑地方公務員
法︵昭和二十五年法律第二百六十一号︶第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人︵地方独立行政法人法︵平成十五年法
律第百十八号︶第二条第一項に 規定する地方独立行政法人をいう ︒以下 同じ︒︶の 役員及び職 員をいう︒︶であ る場合にお いて ︑当
該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは︑当該情報のうち︑当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
二〜四 ︵略︶

○

︵民間都市機構の行う都市再生事業支援業務︶
第二十九条 ︵略︶
２ 前項の規定により︑民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には︑民間都市開発法第十条中﹁第四条第一項第二号﹂とあるの
は﹁第四条第一項第二号及び都市再生特別措置法第二十九条第一項第三号﹂と︑民間都市開発法第十一条第一項及び第十二条中﹁第四条
第一項各号﹂とあるのは﹁第四条第一項各号及び都市再生特別措置法第二十九条第一項各号﹂と︑民間都市開発法第十四条中﹁第四条第
一項第一号及び第二号﹂とあるのは﹁第四条第一項第一号及び第二号並びに都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号から第三号まで
﹂と︑民間都市開発法第二十条第一号中﹁第十一条第一項﹂とあるのは﹁第十一条第一項︵都 市再生特別措置法第二十九条第二項の規定
により読み替えて 適用する場合を含む︒以下こ の号において 同じ︒︶﹂と︑﹁同項﹂とあるのは﹁第十一 条第一項﹂と︑同条第二号中﹁
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３

○

第十二条﹂とあるのは﹁第十二条︵都 市再生特別措置法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む ︒︶﹂とする︒
︵略︶

日本郵政公社法︵平成十四年法律第九十七号︶︵抄︶

︵業務方法書︶
第二十三条 公社は︑業務開始の際︑業務方法書を作成し︑総務大臣の認可を受けなければならない︒これを変更しようとするときも︑同
様とする︒
２ ︵略︶
︵中期経営目標及び中期経営計画︶
第二十四条 公社は︑総務省令で定めるところにより︑四年ごとに︑その目標を定める年の翌年の四月一日以降四年を一期とする経営に関
する具体的な目標︵以下﹁中期経営目標﹂と いう︒︶及び当該中期経営目標を達成す るための計画︵以下﹁中期経営計画﹂と いう︒︶を
定め︑総務大臣の認可を受けなければならない︒これを変更しようとするときも︑同様とする︒
２ ︵略︶
３ 中期経営計画において は︑次に掲げる事項を定めるものとする︒
一〜三 ︵略︶
四 郵便貯金の預り金︵郵便貯金の利子を含み︑日常の払戻しに必要な資金を除く︒以下﹁ 郵便貯金資金﹂と いう︒︶の運用計画
五 簡易生命保険業務︵第十九条第一項第五号並びに同条第二項第八号及び第十七号に掲げる 業務並びにこれらに附帯する 業務をいう ︒
以下こ の条及び第 三十条第二項にお いて 同じ︒ ︶に係る収 入のうち 簡易生命保険業務に係る支出に充て られて いないもの︵簡易生命保
険業務に係る日常の支出に必要な資金を除く︒以下﹁簡易生命保険資金﹂という︒︶の運 用計画
４〜８ ︵略︶
︵各事業年度に係る業績評価︶
第二十六条 総務大臣は︑公社の事業年度ごとの業績について︑評価を行わなければならない︒
２ 総務大臣は︑前項の評価を行ったときは︑遅滞なく︑公社に対し︑当該評価の結果を通知するとともに︑これを公表しなければならな
い︒
︵中期経営目標に係る業績評価︶
第二十七条 公社は︑第二十四条第一項の認可を受けた中期経営目標に係る期間の終了後三月以内に︑総務省令で定めるところにより︑当
該中期経営目標の達成状況に関する報告書︵以下﹁中期経営報告書﹂という︒︶を総務大臣に提出しなければならない︒
２ 総務大臣は︑前項の公社の中期経営目標の達成状況に ついて︑評価を行わなければならな い︒
３ 総務大臣は︑前項の評価を行ったときは︑遅滞なく︑公社に対し︑当該評価の結果を通知するとともに︑これを公表しなければならな
い︒
︵財務諸表等︶
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第三十条 公社は︑毎事業年度︑貸借対照表︑損益計算書︑利益の処分又は損失の処理に関する書類その他総務省令で 定める書類及びこれ
らの附属明細書︵以下﹁ 財務諸表﹂という︒︶を作成し︑当該事業年 度の終了後三月以内に総務大臣に提出し︑その承認を受けなければ
ならない︒
２ ︵略︶
３ 公社は︑第一項の規定により財務諸表を総務大臣に提出するときは︑これに当該事業年 度の事業報告書を添え︑並びに財務諸表及び事
業報告書︵会計に関する部分に限る︒︶に関する監事及び会計監査人の意見を付けなければならない︒
４ ︵略︶
５ 公社は︑第一項の規定による総務大臣の承認を受けたときは︑遅滞なく︑財務諸表を官報に公告し︑かつ︑財務諸表並びに第三項の事
業報告書並びに監事及び会計監査人の意見を記載した書面を︑各事務所に備えて置き︑総務省令で定める期間︑一般の閲覧に供しなけれ
ばならない︒
︵会計監査人の監査等︶
第三十一条 公 社は︑財務諸表及び事業報 告書︵会計 に関す る部分に限る︒︶につ いて ︑監事 の監査のほ か︑ 会計監査人の監査を受けなけ
ればならない︒
２〜５ ︵略︶
︵利益及び損失の処理︶
第三十六条 公 社は︑毎事業年度︑損益計算において利益を生じたときは︑前事業年 度から繰り越した損失をうめ︑なお残余があるときは
︑その残余の額は︑積立金として整理しなければならない︒
２ 公社は ︑毎事業年 度︑損益計算にお いて 損失を生じたとき は︑前項 の規定に よる積立金を減額して 整理し ︑なお不足があるとき は︑そ
の不足額は︑繰越欠損金と して 整理しなければならな い︒
︵国庫納付金︶
第三十七条 公社は︑第二十四条第一項に規定する中期経営計画に係る期間︵ 以下こ の条において﹁中 期経営計画の期間﹂と いう ︒︶の最
後 の事 業年 度に係る前条第一項又は第二項 の規定による整理︵以下こ の 条において ﹁整理﹂と いう︒︶を 行った後︑公社の 経営の健全 性
を確保するため必 要な額として 政令で 定めるところにより計算した額︵以下こ の条に おいて﹁基準 額﹂と いう︒︶を超える額 の積立金︵
前条第一項の規定に よる積立金をいう ︒以下こ の 条において 同じ︒︶がある場 合において ︑次の各号 のいずれかに該当するときは ︑当 該
各号に定める金額について政令で 定める基準により計算した額を︑政令で定めるところにより国に納付す るものとする︒
一 当該中期経営計画の期間︵以下この条に おいて﹁当 該期間﹂と いう︒ ︶の直前の中 期経営計 画の期間 ︵次 号に お いて ﹁ 前 期間﹂と い
う︒︶の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金の額が基準額を超えな いとき又は当該期間が最初の中期経営計画の期間で ある
とき 当該期間の最後の事業年 度に係る整理を行った後の積立金のうち基準額を超える部分の額に相当する金額
二 前期間の最後の事業年 度に係る整理を行った後の積立金の額が 基準額を超える場合であって ︑当該期間の最後の事業年度に係る整理
を行った後の積立金のうち基準額を超える部分の額が前期間の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金のうち 基準額を超える部
分の額︵当 該前期間の最後の事 業年 度に おいてこ の 条の規定に より国に納付した場合にあっては︑その 納付し た額を控除 した残額︶を
超えるとき その超える額に相当する金額
︵郵便貯金資金の運用︶
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第四十一条 公社は︑次の方法による場合を除くほか︑郵便貯金資金を運用してはならな い︒
一〜九 ︵略︶
九の二 コール資金の貸付け
十〜十二 ︵略︶
︵簡易生命保険資金の運用︶
第四十五条 公 社は︑次の方法による場合を除くほか︑簡易生命保険資金を運用してはならな い︒
一 保険契約者に対する貸付け
二 簡易生命保険法第八十八条の規定による地方公共団体に対する貸付け
三 第四十一条第四号から第十二号までに掲げる方法
２ ︵略︶
︵余裕金の運用︶
第 四十六条 公社は︑次 の方法による場合を除くほか︑業務上の余裕金を運用して はならない︒
一 国債︑地方債︑政府保証債その他総務大臣の指定する有価証券の売買
二 信託業務を営む 金融機関への金銭信託
三 第四十一条第五号及び第九号の二に掲げる方法
︵役員の服務︶
第五十二条 ︵略︶
２・３ ︵略︶
４ 役員︵非常勤の者を除く︒︶は︑離職後二年間は︑商業︑工業又は金融業その他営利を目的とする私企業︵第七十条第二号において﹁
営利企業﹂という︒︶の地位で︑公社又はその離職前五年間に在職していた人事院規則で定める国の機関若しくは独立行政法人通則法︵
平成十一年法律第百三 号︶第二条第二項に規定する特定独立行政法人と密接な関係にあるものに就くこ とを承諾し︑又は就いてはならな
い︒ただし︑人事院規則の定めるところにより︑任命権者の申出により人事院の承認を得た場合は︑この限りでない︒
︵役員の災害補償︶
第五十三条 役員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた役員に対する福祉事業に
つ いて は︑職 員の例による︒
︵運用職員の責務等︶
第五十六 条 郵便貯 金資金又は簡易生 命保険資金の運用に係る事務のうち 総務省令で定めるものに従事する 者として 総裁が指定す る職員︵
以下この条において﹁運用職員﹂という ︒︶は︑それぞれ︑郵便貯金資金又は簡 易生 命保険資金の運 用 の重要 性を認識し ︑慎重かつ 細心
の注意を払い︑全力を挙げてその職務を遂行しなければならない︒
２ 運 用職員は︑郵便貯金資金又は 簡易生命保険資金の運 用に関して 職務上 知ることのできた秘密を漏らし︑又は盗用してはならない︒
３ 運 用職 員が 前項の規定に違反 した場 合において は︑当 該運 用職員の 任命権者は︑当 該運 用職員に対 し国家公務員法第 八十二条の規定に
よる懲戒処分をしなければならな い︒
︵報告及び検査︶
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第五十八条 総務大臣は︑この法律︑郵便法︑郵便貯金法︑郵便為替法 ︑郵便振替法︑簡易生命保険法︑軍 事郵便貯金等特別処理法︵昭和
二十九年法律第百八号︶︑お年玉付郵便葉書等に関する法律︑日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律︑郵便貯金の利
子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律︑日本郵政公社による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律︑郵便
振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律︑郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律︑地方
公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律︵第五条の規定に限る︒︶︑日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険
募集の取扱いに関する法律︑郵便切手類販売所等に関する法律︑郵政窓口事務の委託に関する法律又は郵便物運 送委託法を施行するため
必要があると認めるときは︑公社に対し︑その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ︑又はその職員に︑公社の事務所その他
の事業所に立ち入り︑業務の状況若しくは帳簿︑書類その他の必要な物件を検査させることができる︒
２ 前項の規定により職員が立入検査をする場合には︑その身分を示す証明書を携帯し︑関係人にこれを提示しなければならない︒
３ 第 一項の規定による立入検査の 権限は︑犯 罪捜査のために認められたものと解して はならない︒
︵法令違反等の是正命令︶
第六十一条 総務大臣は︑第五十八条第一項の規定により報告をさせ︑若しくは検査を行った場合又は第五十九条第二項の規定による報告
を受けた場合に おいて ︑公 社の業務又は会計が法令若しくはこ れに 基づく 処分若しく は 業務方法 書若しく は簡易生 命保険責任準備金の算
出方法書に違反し︑又は違反するおそれがあると 認めるときは︑公社に対し︑第五十八条第一項に規定する法律を施行するため必要な限
度において ︑業務方法 書の変更その他必要な措置をとるべきこ とを命ずることができる︒
２ 総務大臣は︑前項の規定による命令をしたときは︑その旨を公表しなければならない︒
︵郵政監察官︶
第六十三条 ︵略︶
２ ︵略︶
３ 郵政監察官は ︑郵政事業に対す る犯罪につ いて ︑刑事 訴訟法︵昭和二十三年法律第 百三十一号 ︶に規定する司法 警察員の職務を行う︒
４〜８ ︵略︶
︵国会への報告︶
第六十四条 ︵略︶
２ 総務大臣は︑第三十条第一項の規定による承認をしたときは︑遅滞なく︑当該承認に係る財務諸表並びに同条第三項の事業報告書並び
に監事及び会計監査人の意見を記載した書面を添えて ︑その旨を国会に報告しなければならな い︒
第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は︑一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する︒
一 第五十二条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者
二 第五十 二条第四項 の規定に違反して 営利企業の 地位に就いた者
第七十一条 第五十八条第一項の規定による報告をせず︑若しくは虚偽の報告をし︑又は同項の規定による検査を拒み︑妨げ︑若しくは忌
避した場合には︑その違反行為をした公社の役員又は職員は︑三十万円以下の罰金に処する︒
第七十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には︑その違反行為をした公社の役員は︑二十万円以下の過料に処する︒ただし︑その行
為 につ いて 刑を 科す べきと きは︑こ の限りでな い︒
一〜十四 ︵略︶
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○

十五
十六

第六十条第一項又は第六十一条第一項の規定による命令に違反したとき︒
︵略︶

日本郵政公社法施行法︵抄︶

第 十 五 条 公 社は ︑公 社法 の 施 行 の 際 現に 郵 便 貯 金法 等一 部 改 正法 附 則 第 二 条第 一 項 の 規 定 に よ り 財政 融 資 資 金 に 預 託さ れて い る 資 金 ︵ 以
下こ の条において ﹁郵便貯金預託金﹂という︒︶については︑公社法第四十一 条の規定に かかわらず︑当 該郵便貯金預 託金の契約 上の預
託期間が満了するまでの間は︑引き続き財政融資資金に預託することができる︒
２ 総務大臣は︑公社の郵便貯金預託金の払戻金の運用が財政融資資金の郵便貯金法等一部改正法の施行の日前の貸付けの継続にかかわる
資金繰り及び市場に与える影響に配慮したものになるようにするため︑公社が当該払戻金を運用する場合における財政融資資金債︵財政
融資資金特別会計法︵昭和二十六年法律第百一号︶第十一条第一項又は第十二条の規定により発行される公債をいう︒︶の引受けの方法
による運 用につ いての指針 を定めなければな らな い︒
３ 総務大臣は︑前項の指針を定めるに当たって は︑公社法第二十四条第三項 第四号に規定する郵便貯金資 金の資金繰りに配慮しなければ
ならない
４ 公社は︑郵便貯金預託金の払戻金を運用する場合においては︑第二項 の指針に従って 行わなければならない︒
５ ︵略︶
︵郵便振替資金に関する経過措置︶
第十六条 公社は︑公社法の施行の際現に郵便貯金法 等一部改正法附則第六条第一項の規定により財政融資資金に預託されている資金︵以
下こ の 条において ﹁郵便振替預託金﹂と いう︒ ︶について は︑公社法 第四十 四条の規定 にかかわら ず︑当 該郵便振替預託金の契約上の預
託期間が満了するまで の間は︑引き続き財政融資資 金に預託す ることができる ︒
２ 前条第二項から第五項までの規定は︑郵便振替預託金について準用する︒この場合において︑同条第三項中﹁公社法第二十四条第三項
第四号に規定する郵便貯金資金﹂とあるのは︑﹁公社法第四十四条に規定する郵便振替資金﹂と読み替えるものとする︒
︵簡易生命保険資金に関する経過措置︶
第十七条 公 社は︑公社法の施行の際現に第二十四条の規定による廃止前の簡易生 命保険特別会計法︵昭和十九年法律第十二号︒以下この
章及び附則第三 十三条第一項にお いて﹁ 旧簡 易生 命保険 特別会計法 ﹂と いう︒︶附則 第十五条及び郵便貯 金法 等一 部改正法附則第八条の
規定により保有のために運 用されて いる資産につ いては︑公 社法第四十五条第一項の規定にかかわら ず︑公社法第二十四条第三項第五号
に規定する簡易生命保険資金を当該資産の保有のために運用することができる︒
︵恩給負担金の取扱い︶
第二十一条 施行日前に給与事由が生じた恩給 の支払に充てるべき金額で従前の郵政事 業特別会計が引き続き存続す るものとした場合にお
いて 郵政事 業特別会計 において 負担す べきこととな るも のにつ いては ︑公 社が 郵 政事業特別 会計として 存続す るも のとみな し︑特別 会計
の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律︵昭和六年法律第八号︶の規定を準用する︒
︵国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置︶
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第二十二 条 公社法 の施行の際 現に係 属して いる 旧総務省設 置法第四条第七十 九号に掲げ る事務に関する訴 訟事件又は 非 訟事件で あって 公
社が受け継ぐものについては︑政令で 定 めるところ により︑公 社を国の利害に関 係のある訴 訟について の法務 大臣の権限 等に関する法 律
︵昭和二十二年法律第百九十四号︶に規定する国又は行政庁とみなし︑同法の規定を適用する︒
第二十四条 次に掲げる法律は︑廃止する︒
一 簡易生命保険特別会計法
二 郵政事業特別会計法
三 郵便貯金特別会計法
四 簡易生 命保険の積立金の運用に関する法律︵昭和二十七年法律第二百十号︶
五 国の特定の支払金に係る返還金債権の管理の特例 等に関する法律︵昭和三十二年法律第八十九号︶
六 簡易保険福祉事業団法︵昭和三十七年法律第六十四号︶
七 郵便貯金資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律︵平成元年法律第六十二号︶
八 郵便局の用に供する土地の高度利用のための簡易保険福祉事業団の業務の特例 等に関する法律︵平成三年法律第五十号︶
九 郵政事業庁設置法
附 則
︵簡易生命保険法の一部改正に伴う経過措置︶
第十 一条 第四十八条の規定による 改正前の簡易生 命保険法︵以下この条において ﹁ 旧保険法﹂と いう︒︶ の規定 により締結された旧保 険
法第五 条︑第六条︑第六十二条又は 第六十五条に規定する 簡易生 命保 険契約︵次項及び第三項にお いて﹁ 保険契約﹂という︒︶︑簡易生
命保険特約 ︑保険金額 の増額等変更契約 ︵次項にお いて﹁増額 等変更契約﹂と いう︒︶又は 特約変更契約は︑ それぞれ︑ 新保険法第 五条
︑第六条︑第六十二条又は第六十五条に規定する簡易生命保険契約︑簡易生命保険特約︑保険金額の増額等変更契約又は特約変更契約と
みなす︒
２ 施行日 前に効力が 生じた保険契約 及び増額等変更契約につ いては︑ 新保険法第五十六 条第一項︑第 四項 及び第五項 ︵こ れらの規定を新
保険法第六十三条において準用する場合を含む︒︶中﹁保険約款の定める期間﹂とあるのは︑﹁一年﹂とする︒
３ 施 行日前に効 力が生じた 保険契約について ︑旧保険法 第七十八条第一項の規定に より分配され た剰余金又は分 配す べき剰 余金は︑新保
険法第七十八条第一項の規定に基づき分配された契約者配当 金又は分 配すべき契約者配当 金とみなして︑新保険法の規定を適用す る︒
４ 旧保険法第八十四条の規定に基づき貸付金の弁済に充てられた証券又は証書につき︑施行日の前日までに その表示す る金額による決済
がで きなかったもの又は払 渡しを 受けることができな かったものに ついては︑なお従 前の例による︒
第三十条 施行日の前日において厚生年金基金︵事業団の事業所又は事務所を厚生年金保険法第百十七条第三項に規定する設立事業所とす
る厚生年金 基金をいう ︒以下こ の項にお いて 同じ︒ ︶の加入員である厚生年金保 険の被保険 者であった者で ︑ 施行日に日本郵政公社共済
組合の組合員となった者︵以下こ の条において﹁事業団等の役職員であった組合員﹂という︒︶のうち︑一年以上の引き続く組合員期間
︵日本 郵政公社共 済組合の組合員で ある期間を いう︒以下この条にお いて 同じ︒︶を有しない者で あり︑かつ︑施行日前の厚生年金保険
の被保険者期間︵厚生 年金基金の加入員である厚生年金保険の 被保険者であった期間に係るものに限る ︒以下この条にお いて﹁厚生年金
保険期間﹂という︒︶と当 該厚生年金保険期間に引き続く組合員期間とを合算した期間が一年以上となるものに係る国家公務員共済組合
法第七 十七条第二項の規定の 適用に ついては︑ その者は︑一年以上の引き続 く組合員期間を有する 者とみなす ︒

- 131 -

民間事業者による信書の送達に関する法律︵平成十四年法 律第九十九号︶︵抄︶

２ 事業団等の役職員であった組合員のうち ︑組 合員期間が 二十年未満であり︑かつ︑当 該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期
間が二十年 以上となるも の︵一年 以上の引き続く組 合員期間を 有する 者及び前項 の規定により一年以上の引き続く組合員期間を有す る者
とみなされる者に限る︒︶に係る 国家公務員 共済組合法 第七十七条第二項 の規定の適用について は︑その 者は︑組 合員期間が 二十年以上
である者とみなす︒
３ 事業団等の役職員であった組合員のうち︑組合員期間が二十年未満であり︑かつ︑当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期
間が 二十年以上となるものに係る国家公務員共済組合法 第八十九条第一項第二号の規定の適用については ︑その者は︑組合員期間が二十
年以上である者とみなす︒
４ 事業団等の役職員であった組合員のうち︑厚生年金保険期間及び組合員期間がいずれも二十年未満であり︑かつ︑これらの期間を合算
し た期間が二十年以上となるものに係る国 家公務員共 済組合法に よる退 職共済年金については ︑その年金額の算 定の基礎となる組合員 期
間が二十年以上で あるものと みなして ︑同法第七十八条の規定を適用す る ︒こ の場合に おいて ︑同 条第一項中﹁六十五歳未満の配偶者﹂
とあるのは﹁配偶者﹂と︑同条第四項中﹁次の各号﹂とあるのは﹁次の各号︵第四号を除く︒︶﹂とする︒
５ 前項に規定する者に 係る国家公 務員共 済組合法に よる遺族共 済年金については ︑その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以
上で あるものと みなして ︑同法第九十条の規定を適用す る︒
６ 事業団等の役職員であった組合員のうち ︑組 合員期間が 一年未満で あ り︑かつ︑当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算 した期間
が一年以上となるものに係る国家公務員 共済組合法 附則第十二 条の三 の規定の適用について は︑その者は︑一年以上の組 合員期間を 有す
る者とみなす︒
７ 事 業団等の役職 員で あった組合員のうち ︑厚生年金保険期間及び組 合員期間がいずれも四十四年未満で あり︑かつ︑これら の期間を合
算した期間が四十四年 以上となるものに 係る国家公 務員共済組 合法附則第十二条の四の三第 一項又は第 三項の規定の適用 については ︑そ
の者は︑組合員期間が四十四年以上である者とみなす ︒
︵児童手当法の一部改正に伴う経過措置︶
第三十六条 施行日の 前日において 総務省の職員で ある者のうち ︑施行日にお いて 引き続 き公社の職員とな ったもので あって ︑施 行日の前
日 において 総務大臣又は その委任を受けた者から第百五十四条の規定に よる改正前の児童手当 法第七条第 一項︵ 同法附則第 六条第二項 ︑
第七条第四項又は 第八条第四項において 準用す る場合を含む︒以下こ の条において 同 じ︒︶の規定による 認定を受けて いるも のが︑施行
日において 児童手当 又は同法附則第六条第一項︑第七条第一項若しくは第八条第一項の給 付︵以下こ の条において﹁特例給付等﹂という
︒︶の支給要件に該当す るときは ︑その者に対する児童手当又は 特例給付等の支給 に関しては ︑施行日において 同法第七 条第一項の規定
による市町村長︵特別区の区長を含む︒︶の 認定があったものとみなす ︒こ の場合に おいて︑その認定があったものとみなされた児童手
当又は特例給付等の 支給は︑同法第八 条第二項︵ 同法附則第 六条第二項︑第七 条第四項又は第八条第 四項 において 準 用する場合を 含む ︒
︶の規定にかかわらず︑平成十五年四月から始める︒

○

︵定義︶
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独立 行政法人等の保有する 個人情報の保護に関する法律︵平成十五年法律第五十九号 ︶︵抄︶

第二条 ︵略︶
２ こ の法 律において﹁ 信書便﹂と は︑ 他人の信書を送達すること︵郵 便に該当するものを 除く︒︶を いう︒
３ こ の法 律に おいて﹁信 書便物﹂とは︑信 書便の役務により送達 される 信書︵その包装及びその包装に封 入される信書以外 の物を含む ︒
︶をいう︒
４・５ ︵略︶
６ この法律において﹁一般信書便事業者﹂とは︑一般信書便事業を営むことについて第六条の許可を受け た者をいう︒
７・８ ︵略︶
９ この法 律において ﹁特定信書便事 業者﹂とは︑特定信書便事業を営むこと について 第 二十九条の許 可を 受けた者を いう︒

○

︵定義︶
第二条 ︵略︶
２ こ の法 律において ﹁ 個 人情報﹂とは ︑生 存する 個 人に関す る 情報で あって ︑当該情報に含まれる氏名︑生年月日その 他の記述等により
特定の個人を識別することができるもの︵他の情報と照合することができ︑それにより特定の個人を識別することができることとなるも
のを含む︒︶をいう︒
３ こ の法 律において ﹁保有個人情報﹂とは︑独立 行政法人等の役員又は職員が 職務上作成し︑又は取得した個人情報で あって︑当 該独立
行政法人等の役員又は職員が組織的に利用するものとして︑当該独立行政法人等が保有しているものをいう︒ただし︑独立行政法人等の
保有す る情報の公開に関する法律︵ 平成十三年法律第百四十号︶第二 条第二項に規定す る法人文書︵同項 第三号に掲げるものを含む︒以
下単に﹁法人文書﹂という︒︶に記録されているものに限る︒
４ こ の法 律において﹁ 個人情報フ ァイル﹂とは︑保 有個人情報 を含む 情報の集合物であって ︑次に掲げ るものをいう︒
一 一定の事務の 目的を達成する ために特定の 保有個人情報を電子計算機を用いて 検索することができる ように体系的に構成 したもの
二 前号に掲げるもののほか︑一定の事務の目的を達成するために氏名︑生年月日︑その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に
検索することができるように体系的に構成したもの
５ ︵略︶
︵保有個人情報の開示義務︶
第十四条 独立行政法 人等は︑開示請求があったときは︑開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報︵以下﹁不開示情報﹂とい
う︒︶のいずれかが含まれている場合を除き︑開示請求者に対し︑当該保有個人情報を開示しなければならない︒
一 ︵略︶
二 開示請求者以外の個人に関す る情報︵事業を営む個人の当 該事業に関する情報を除く︒︶であって ︑当該情報に含ま れる氏名︑生年
月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの︵他の情報と照合することにより︑開示請求者以
外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む︒︶又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが︑開

- 133 -

示することにより︑なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの︒ただし︑次に掲げる情報を除く︒
イ・ロ ︵略︶
ハ 当該個人が公務員等︵国家公務員法︵昭和二十二年法律第百二十号︶第二条第一項に規定す る国家公務員︵独立行政法人通則法第
二条第二項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く︒︶︑独立行政法人等の役員及び職員︑地方公務員
法︵昭和二十五年法律第二百六十一号︶第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう︒︶である場合
にお いて ︑当 該情報が その 職務 の遂行に係 る情報であるときは︑当 該情報のうち ︑当 該公務員 等の職 及び当 該職 務遂行の内 容に係る
部分
三〜五 ︵略︶

地方独立行政法人法︵平成十五年法律第百十八号︶︵抄︶

日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法 律︵平成十六年法

14
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○

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律︵平成十 六年法 律第百三十 六号︶︵抄︶

︵定義︶
第二条 ︵略︶
２ こ の法 律において ﹁特定地方独 立行 政法人﹂と は︑地方独 立行政法 人︵第二十一条第二 号に掲げる 業務を 行うものを 除く︒︶のうち ︑
その業務の停滞が住民の生 活︑地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼす ため︑又はその業務運営における中立性
及び公 正性を特に確 保する必要があ るため︑その役員及び職員に地方公務員の身分を与える必要が あるも のとして第七条の規定により地
方公共団体が定款で定 めるものを いう︒

○

○

附 則
１〜
︵略︶
検察官であった者又は一般職の職員の給与に関する法 律第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者が︑旧基準日
の翌 日以降に引 き続き同法 の俸給 表の適用を 受ける職員となり︑旧 寒冷地に在勤することとなった場合において ︑任用の事情︑旧基準日
から当該在勤するこ ととなった日の前日まで の間 における勤 務地等を 考慮して 附則第十項 から前項まで の規定により 寒冷地手当を 支給さ
れる経過措 置対象職員である者と の権衡 上必要があ ると認めら れると きは︑基準 日において 当 該職員で ある者に対しては ︑改正後の 寒冷
地手当法第一条及び第二条の規定にかかわら ず︑総務大臣の定めるところ により︑附則第十項から前項まで の規定 に準じて ︑ 寒冷地手当
を支給する︒
15

律第百六十五号︶︵抄︶

公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法 等の一部を改正す る法律︵平成十七年法律

号︶︵抄︶

︵証券投資信託の選定︶
第八条 第六条の規定により読み替えて適用する証券取引法第六十五条の二 第一項の登録を受けた日本郵政公社︵以下﹁登録郵政公社﹂と
いう︒︶は︑証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等に係る証券投資信託を選定しようとするときは ︑公募の方法によらなければなら
ない︒こ の場合において︑登録郵政公社は ︑内閣府令・総務省令で 定めるところに より︑公募の方法による選定の手続を定 め︑これを公
表しなければならない︒
︵略︶

２

○

附 則
︵郵便貯金法の一部改正︶
第六条 郵便貯金法の一部を次のように改正する︒
第七条第一項第五号中﹁自己﹂を﹁沖縄県の区域における自己﹂に改め︑﹁住宅金融公庫法︵昭和二十五年法律第百五十六号︶第二十
二条の二及び第二十二条の三の規定又は﹂を削り︑﹁第十九条第六項において準用する住宅金融公庫法第二十二条の二﹂を﹁第十九条第
六項﹂に改める︒
第六十条中﹁住宅金融公庫又は﹂及び﹁住宅金融公庫法第十七条第一項︑第二項︑第五項︑第十一項若しくは第十二項又は﹂を削る︒
︵郵便貯金法の一部改正に伴う経過措置︶
第七条 旧住宅積立郵 便貯金は︑ 前条の規定による 改正後の郵 便貯金法 ︵第六十条を除く ︒︶の規定の 適用 については ︑同法第七 条第一項
第五号に規定する住宅積立郵便貯金とみなす︒
旧住宅積立郵便貯金につ いては ︑旧郵便貯金法第六十 条の規定は ︑なおその効力を有する︒

２
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