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○医薬品、医療機器等の品質、有効 性及 び安 全性 の確 保等 に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）（抄）
（定義）

人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等（機械器具、歯科 材料、医療用品、衛生用品

日本薬局方に収められている物

この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。

一

製品を除く。）

人又は動物の身体の構 造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの（医薬部外品、化粧品及び再生医療等

した記録媒体をいう。以下同じ。）でないもの（医薬部外品及び再生医療等製品を除く。）

並びに プロ グラ ム（ 電子 計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。）及びこれを記録

二

三

この法律で「医薬部外品」とは 、次 に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。

次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物（これら の使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用され

ロ

イ
脱毛の防止、育毛又は除毛

あせも、ただれ等の防止

吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止

る物を除く。）であつて機械器具等でないもの

ハ

人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物（ この 使用 目的のほかに、併

前項第二 号又 は第 三号 に規定する目的のために使用される物（前二号に掲げる物を除く。）のうち、厚生労働大臣が指定するもの

せて前項第二号又は 第三 号に規定する目的のために使用される物を除く。）であつて機械器具等でないもの

人又は動物の疾病の治療又は予防

人又は動物の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成
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第二条

２
一

二
三
（ 略）

イ

次に掲げる医療又は獣医療に使用されることが目的とさ れている物のうち、人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したもの

この法律で「再生医療等製品」とは、次に掲げる物（医薬部外品及び化粧品を除く。）であつて、政令で定めるものをいう。

３～８
９
一
ロ

人又は動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞 に導 入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有させ
（略）

たもの
18

二
～

10

合名会社、合資会社又は合同会社（以下「持分 会社 」と 総称 する。）を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その

○会社法（平成十七年法律第八十六号）（抄）
（定款の作成）

（略）

全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

第五百七十五条
２

第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、法人が株式会社の総株主（株主総会において決議をすることがで きる 事項 の全 部に つき議決

（特別清算事件の管轄）
第八百七十九条

権を行使することができな い株主を除く。次項において同じ。）の議決権の過半数を有する場合には、当該法人（以下この条において「親法人」という。

）について特別清算事件、破産事 件、 再生 事件 又は更生事件（以下この条において「特別清算事件等」という。）が係属しているときにおける当該株式
（略）

会社についての特別清算開始の申立ては、親法 人の 特別 清算 事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
２～４

○食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律（平成三年法律第五十九号）（ 抄）
（定義）
（略）

（ 略）

第二条
２

こ の法 律に おい て「 食品 等の流通の合理化」とは、食品等の流通の経費を削減するために行う食品等の流通の効率化その他の措置又は食品等の価値を
（略）

食品等の流通の合理化に関する基本方針

食品等の流通の合理化のための措置

高め、若しくは新たな需要を開拓 する ため に行 う食 品等 の流 通における品質管理若しくは衛生管理の高度化その他の措置をいう。

３
４
第二章
第一節

農林水産大臣は、食品等の流通の合理化に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めるものとする。

基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

第四条
２
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一

二

ロ
食品等の流通における情報通信技術その他の技術の利用に関する措置

食品等の流通における品質管理及び衛生管理の高度化に関する措置

食品等の流通の効率化に関する措置

食品等の流通の合理化を図る事業 （以 下「 食品 等流 通合 理化事業」という。）を実施しようとする者が講ずべき次に掲げる措置に関する事項

ハ
食品等に係る国内外の需要への対応に関する措置

イ

ニ
イからニまでに掲げるもののほか、食品等の流通の合理化のために必要な措置
（略）

前号に掲げるもののほか、食品等の流通の合理化に関し必要な事項

ホ
３～５

食品等流通 合理 化事 業を実施しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、その実施しようとする食品等流通合

（計画の認定）
第五条
２

農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該食品等流通合理化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは

（略）

理化事業に関する計画（以下「食品等流通合理 化計 画」 とい う。）を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。
３
一

当該食品等流通合理化事業が確実に実施されると見込まれるものであること。

基本方針に照らし適切なものであること。

、その認定をするものとする。
二

当該食品等流通合理化事業の実施が農林漁業の成長発展及び一般消費者の利益の増進に寄与するものであること。
（略）

三
４・５
（計画の変更等）

食品等流通合理化計画につき前条第一項の認定を受けた者（以下「認定事業者」という。）は、当該認定に係る食品等流通合理化計画を変更しよ

（略）

株式 会社 日本政策金融公庫の行う食品等流通合理化事業促進業務

支援措置

下「認定計画」という。）に従って食品等流通合理化事業を実施していないと認 める とき は、その認定を取り消すことができる。

農林水産大臣は、認定事業者が前条第一項の認定 に係 る食品等流通合理化計画（前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以

うとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならな い。

第六条
２
３
第 三節
第一 款
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株式会社日本政策金融公庫（以下「公庫」という 。）は、株式会社日本政策金融公庫法（平成十九年法律第五十七号。以下「公庫法」という。）

（資金の貸付け）
第七条

第十一条に規定する業務のほか、認定事業者であって次の各号に掲げる者に該当する もの に対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全

な発展に資する長期かつ低利の資金であって認定計画に従って食品等流通合理化事業を実施する ため に必 要なものであり、かつ、それぞれ当該各号に定

これらの者が

めるもの（他の金融機関が融通することを困難とするものに限る。）のうち農林水産大臣及び財務大臣の 指定 する もの の貸付けの業務を行うことができ
中小企業者（公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。次条第一項において同じ。）

る。
一

農林 漁業 者又 はそ の組 織する法人（これらの者の出資又は拠出に係る法人を含む。）であって農林水産省令・財務省令で定めるもの

前項に規定する 資金 の貸 付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、公庫が定める。

その償還期限が十年を超 える 資金

二
２

第一項の規定により公庫が行う 同項 に規定する資金の貸付けについての公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、

資本市場から調達することが困 難な 資金
３

第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、 第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用につい
ては、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字 句は 、同 表の 下欄 に掲 げる字句とする。

掲げる業務及び食品等の流通の合 理化 及び 取引 の適 正化に関する法律（平成三年法律第

ロ及び第四十 一条 第二 号

第三 十一 条第 二項第一号

第十二条第一項

又は別表第二第二号に掲げる業務

この法 律

同項第 五号

同項第五号

又は別表第二第二号に掲げる業務

掲げる業務

食品等流通法第七条第一項に規定 する 業務並びに第十一条第一項第五号

若し くは 別表 第二 第二号に掲げる業務又は食品等流通法第七条第一項に規定する業務

この法律、食品等流通法

食品等流通法第七条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号

食品等流通法第七条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号

若しくは別表第二第二号に掲げる業務又は食品等流通法第七条第一項に 規定 する 業務

掲げる業務及び食品等流通法第七条第一項に規定する業務

掲げる業務

第五十三条

同項第五号

第十一条及び食品等流通法第七条 第一 項

第十一条第一項第六号

第五十八条及び第五十九

第十一条

若しくは別表第一第一号から第十四号 まで の下 欄に 掲げ る資金の貸付けの業務又は食品

五十九号。以下「食品等流通法」という。）第七条第一項に規定する業務

第七十三条第三号

又は別表第一第一号から第十四号

等流通法第七条第一項に規定する業務

第六十四条第一項第四号

条第一項

別表第二第九号

までの下欄に掲げる資金の貸付け
の業務
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公庫は、公庫法第十一条の 規定 にか かわ らず 、認 定事業者（中小企業者及び海外におけるこれに準ずるものとして農林水産省令・経済産業省令・

（債務の保証）

す。
株式会社農林 漁業 成長産業化支援機構の行う食品等流通合理化事業支援業務

前項に規定する債務の保証は、公庫法の適用については、公庫法第十一条第一項第二号の規定 による公庫法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみな

の保証に準ずるものを含む。）を行うことができる。

他の金融機関のうち農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入 れに 限る。）に係る債務の保証（債務を負担する行為であって債務

財務省令で定めるものに限る。）が認定計画に従って海外において 食品 等流 通合 理化 事業を実施するために必要な長期の資金の借入れ（外国の銀行その

第八条

２

第二款

株式会社農林漁業成長産業 化支 援機構（以下「支援機構」という。）は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法（平成二十四年法律第八十三号。

（出資等）
第九条

支援対象認定事業者（認定事業者のうち第十一条第一項の規定 によ り支 援の 対象 とな ったものをいう。以下この条において同じ。）に対する出資

第十二条において「支援機構法」という。）第二十一条第一項第一 号から第十五号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。
一

支援対象食品等流通合理化事業支援団体（認定事業者に対し資金供給その他の支援を行う団体（以下「食品等流通合理化事業支援団体」という。）

のうち第十一条第一項の規定により支援の対象となったものをいう。次号及び第八号において同じ。）に対する出資

二

支援対象食品等流通合理化事業支援団体に対する基金（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十 八年 法律第四十八号）第百三十一条に

支援対象 認定 事業 者が 発行する有価証券（金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定

支援 対象 認定事業者に対する資金の貸付け

三
四

規 定す る基 金を いう 。）の拠出
五

八

七

六

食品等流通合理化事業を実施し、又は実施しようとする者に対する専門家の 派遣

支援対象食品等流通合理化事業支援団体が行う認定事業者に対 する 資金 供給 その他の支援に関する指導、勧告その他の措置

支援対象認定事業者の発行する社債及び資金の借入れに 係る債務の保証

支援対象認定事業者に対する 金銭 債権 及び 支援 対象 認定 事業者が保有する金銭債権の取得

により有価証券とみなされる権利をいう 。以 下こ の号 にお いて同じ。）及び支援対象認定事業者が保有する有価証券の取得

九

食品等流通合理化事業を実施し、又は実施しようとする者に対する助言
前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査

十
十一

食品等流通合理化事業及び認定事業者に対し資金供給その他の支援を行う事業活動（次条第一項において「食品等流通合理化事業等」という。）
前 各号 に掲 げる 業務に附帯する業務

を 推進 する ため に必 要な 調査及び情報の提供

十二
十三
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（食品等流通合理化事業等支援基準）

農林水産大臣は、支援機構が食品等流通合理化事 業等の支援（前条第一号から第七号までに掲げる業務によりされるものに限る。以下「食品等流

農 林水 産大 臣は 、食品等流通合理化事業等支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。

を所 管す る大 臣（ 次条 第三 項及び第四項において「事業所管大臣」という。）の意見を聴くものとする。

農林水産大臣は、食品等流通合理化事業等支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、食品等流通合理化事業等支援の対象となる活動に係る事業

を旨として定めるものとする。

食品等流通合理化事業等支援基準は、食品等の流通の合理化を通じた農林漁業及び食品流通業 の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に資すること

当たって従うべき基準（以下「食品等流通合理化事業等支援基準」という。）を定めるものとす る。

通合理化事業等支援」という。）の対象となる認定事業者又は食品等流通合理化事業 支援 団体及び当該食品等流通合理化事業等支援の内容を決定するに

第十条

２
３
４

支援機構は、食品等流通合理 化事 業等 支援 を行 おうとするときは、食品等流通合理化事業等支援基準に従って、その対象となる認定事業者又は

（支援決定）
第十一条

３

２

事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該認定事業者又は食品等流 通合 理化 事業支援団体の属する事業分野の実態を考慮し

農林水産大臣は、前項の認可の申請があったときは、遅滞なく、その内容を事業所 管大 臣に通知するものとする。

支援機構は、食品等流通合理化事業等支援をするかどうかを 決定 しよ うと する とき は、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けるものとする。

食品等流通合理化事業支援団体及び当該食品等流通合理化事業等支 援の 内容 を決 定す るも のとする。

４

て必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。

第九 条の 規定 によ り支援機構が営む同条各号に掲げる業務についての支援機構法第六条第一項第六号、第十五条第一項第一号及び第二号並びに

（支援機構法 の適 用）
第十二 条

第三項、第二十一条第一項第十六 号、 第二 十四 条、 第二 十五 条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条、第三十四条、第三十七条、第三十九条第一

項、第二項及び第五項、第四十条、第四十六条、第四十七条 並びに第四十八条第五号及び第九号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる支援機

構法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句 とし 、支 援機 構法第十五条第二項の規定は、適用しない。

業務及び食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律（平成三年法律第五十九号。以
第二十一条第一項第八号

内容並びに食品等流通合理化事業等支援（食品等流通法第十条第一項に規定する食品等流通合

第二十一条第一項第八号及び食品等流通法第九条第八号

業務

内容

第六条第一項第六号
第十五条第一項第一号

下「食品等流通法」という。）第九条各号に掲げる業務
第十五条第一項第二号

理化事業等支援をいう。以下この号及び第二十七条において同じ。）の対象となる認定事業者
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第十五条第三項

（食品等流通法第六条第一項に規定する認定事業者をいう。第二十四条第一項第二号及び第四

十条において同じ。）又は食品等流通合理化事業支援団体（食品等流通法第九条第二号に規定

する食品等流通合理化事業支援団体をいう。第四十条において同じ。）及び当 該食品等流通
合理化事業等支援の内容

支援対象事業活動支援団体並びに食品等流通法第九条第一号に規定する支援対象認定事業者（

前各号及び食品等流通法第九条各号

支援対象事業活動支援団体

以下「支援対象認定事業者」という。）及び同条第二号に規定する支援対象食品等流通合理化

前条第一項又は食品等流通法第十一条第一項

事業支援団体（以下「支援対象食品等流通合理化事業支援団体」という。）
前各号

とき又は支援対象認定事業者が食品等流通合理化事業（食品等流通法第四条第二項第一号に規

第二十一条第一項第十
前条第一項

六号
とき

とき又は支援対象食品等流通合理化事業支援団体が認定事業者に対し資金供給その他の支援を

き

定する食品等流通合理化事業をいう。第二十七条及び第四十条において同じ。）を行わないと

第二十四条第一項

とき

第二十四条第一項第一
号
第二十四条第一項第二

若しくは支援対象事業活動支援団体又は支援対象認定事業者若しくは支援対象食品等流通合理

又は支援対象事業活動支援

化事業支援団体

行わないとき

第二十四条第一項第三
団体

号
号及び第二項並びに第

支援対象事業活動支援団体並びに支援対象認定事業者及び支援対象食品等流通合理化事業支援

二十五条第一項及び第
支援対象事業活動支援団体

二項
第二十六条

団体

寄与する事業及び食品等流通合理化事業等支援その他の食品等流通合理化事業の円滑かつ確実

第三十四条

業務

この法律

この法律又は食品等流通法

業務及び食品等流通法第九条各号に掲げる業務

この法律又は食品等流通法

寄与する事業

第三十七条

この法律

この法律又は食品等流通法

第二十七条

第三十九条第一項

この法律

な実施に寄与する事業

第三十九条第二項

支援対象事業活動支援団体又は支援対象食品等流通合理化事業支援団体

支援対象事業活動支援団体若しくは支援対象食品等流通合理化事業支援団体
、対象事業活動及び食品等流通合理化事業

支援対象事業活動支援団体
、対象事業活動

支援対象事業活動支援団体
第三十九条第五項
第四十条
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第四十八条第五号

第四十七条

第四十六条

第三十四条第二項

第二十五条第一項

第三十九条第二項

第三十九条第一項

対象事業活動支援団体

食品等流通法第十二条の規定により読み替えて適用する第三十四条第二項

食品等流通法第十二条の規定により読み替えて適用する第二十五条第一項

食品等流通法第十二条の規定により読み替えて適用する第三十九条第二項

食品等流通法第十二条の規定により読み替えて適用する第三十九条第一項

対象事業活動支援団体並びに認定事業者及び食品等流通合理化事業支援団体

食品等流通合理化促進機構

第四十八条第九号
第 四節
（指 定）

農林 水産 大臣は、食品等の流通の合理化を促進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条各号に掲げる業務 を適 正か

つ確実に行うことができると認め られ るも のを 、その申出により、食品等流通合理化促進機構（以下「促進機構」という。）として指定することができ

第十六 条
る。

農林水産大臣は、前項の規定による 指定 （第 二十 五条 において「指定」という。）をしたときは、当該促進機構の名称、住所及び事務所の所在地を官

農林水産大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示する もの とする。

促進機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しよ うと する とき は、 あら かじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

２
３

報で公示するものとする。
４
（業務）

三

二

一

食品等の流通の合理化を促進するために必要とされる事 項について、照会及び相談に応ずることその他の援助を行うこと。

食品等の流通に関する情報の 収集 、調 査及 び研 究を 行い 、並びにその成果を普及すること。

認定食品等流通合理化事業を 実施する者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。

認定計画 に係 る食 品等 流通合理化事業（次号において「認定食品等流通合理化事業」という。）に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

促進機構は、次に掲げる業務を行うものとする。

四

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

第十七条

五
（業務の委託）

促進機構は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務（債務の保証の決定を除く。）の一部を金融機関に委託することができる。

金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うこ とが でき る。

第十八条
２

（業 務規 程の 認可 ）
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促進機構は、第十七条第一号に掲げる業務（以下「債務保証業務」という。）を行うときは、債務保証業務の開始前に、債務保証業務の実施に

業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。

を命ずることができる。

農林水産大臣は、前項の認可をした業務規程が債務保 証業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきこと

関する規程（以下「業務規程」という。）を作成し、農林水産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。

第十九条
２
３
（事業計画等）

促進機構は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

提出し、その承認を受けなければ なら ない 。

促 進機 構は 、農 林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、農林水 産大 臣に

これ を変 更し よう とす ると きも、同様とする。

第二十条
２

促進機構は、債務保証業務を行う場合には、債務保証業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

（区分経理）
第二十一条

前二条に定めるもののほか、促進機構が債務保証業務を行う場合における促進機構の 財務 及び 会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定め

（農林水産省令への委任）
第二十二条
る。

農 林水 産大 臣は 、第十七条各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、促進機構に対し、当該業務若しくは資産の

（報告及び検 査）
第二十 三条
２

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釈してはならない。

前項の規定により立入検査をす る当 該職 員は 、そ の身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

状況に関し必要な報告をさせ、又 は当 該職 員に 、促 進機 構の 事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
３

農林水産大臣は、第十七条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、促進機構に対し、その改善に必要な措置をとる

（改善命令）
第二十四条

べきことを命ずることができる。
（指 定の 取消 し）
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二

一
この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。

第十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

農林水産大臣は、促進機構が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

三

第十九条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで債務保証業務を行ったとき 。
農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示するものと する。

四

第二十五条

２
（協議）
一
第二十条第二項の承認をしよ うと する とき 。

第十八条第一項、第十 九条第一項又は第二十条第一項の認可をしようとするとき。

農林水産大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。

二
第二十二条の農林水産省令を定めようとす ると き。

第二十六条

三

一

第二十三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、若しくは忌避した者

第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

二
第二十四条の規定による命令に違反した者

第三十二条

三

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行 為をしたときは、行為者を

第十一条第二項の規定に違反して、農林水産大臣の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした支援機構の取締役、会計参与若しくは

罰するほか、 その 法人 又は 人に対しても、同条の刑を科する。

第三十三条

第三十四条

その職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に 処する。

○食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法（平成十年法律第五 十九 号） （抄 ）

（略）

（定義）

この法律において「製造過程の管理の高度化」とは、食品の製造又は加工が次に掲げる製造又は加工の過程を経て行われる こと によ り、 衛生管理及び

第二条
２
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３

一

製造又は加工の方法及びその品質管理の方法につき適正な品質 を確 保す るた めの 措置が総合的に講じられた製造又は加工の過程

製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法につき食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた製造又は加工の過程

品質管理の確実性及び信頼性が向上す るこ とを いう 。
二
（略）

厚生労働大臣及び農林水産大臣は、製造過程の管理の高度化に関する基本方針（以下「基 本方 針」 とい う。 ）を 定めなければならない。

（基本方針）

二

一
次条第一項の高度化基準の作 成に 関す る基 本的な事項

高度化基盤整備に関す る基本的な事項

製造 過程 の管 理の 高度 化の基本的な方向

基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

第三条
２

三
その他製造過程の管理の高度化に関する重 要事 項
（略）

四
３・４

食品の製造又は加工の事業を行う者（株式会社日本政策金融公庫法（平成十九 年法 律第五十七号）第二条第三号に規定する中小企業者であるもの

（高度化計画の認定）
第六条

に限る。第八条第一項において同じ。）は、厚生労働省令・農林水産省令で定めるところにより、その製造し、又 は加 工しようとする食品の種類及び製

造又は加工の施設ごとに、製造過程の管理の高度化に関する計画（以下「高度化計画」という。）を作成し、これを認定法人 に提 出し て、当該高度化計
（略）

画が 認定 高度 化基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。
２・３
（高度化計画の変更等）
（略）

第一項において「認定高度化計画」という。）に従って製造過程の管理の高度化 を行 って いないと認めるときは、厚生労働省令・農林水産省令で定める

認定法人は、前条第一項の認定を受けた者が同項 の認 定に係る高度化計画（前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第十条

第七条
２

ところにより、その認定を取り消すことができる。

株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条に規定する業務のほか、第六条第一項又は 第八条第一項の認定を受けた者で

（株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付け）
第十条

あっ てそ の行 う事 業が 農林畜水産物の取引の安定に資すると認められるものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に 資す
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る長期かつ低利の資金であって認定高 度化 計画 又は 認定 高度 化基盤整備計画に従って製造過程の管理の高度化又は高度化基盤整備を行うのに必要な製造

又は加工のための施設の改良、造成又は取得（その利用に必要な特別の費用の支出及び権利の取得を含む。）に必要なもの（他の金融機関が融通するこ
２

第一項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金 の貸 付け につ いての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第

前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間 につ いて は、 政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める。

とを困難とするものであって、その償還期限が十年を超えるものに 限る 。） の貸 付け の業務を行うことができる。
３

十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第 一項 、第 六十 四条第一項第四号、第七十三条第

三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号及び第十二条第一項中「掲げる業務」とあるの は「掲げる業務及び食品の

製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第十条第一項に規定する業務」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条 第二 号及 び第 六十 四条 第一

項第 四号 中「 又は 別表 第二 第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第

十条第一項に規定する業務 」と、「同項第五号」とあるのは「同法第十条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「

同項第五号」とあるのは「食品の 製造 過程 の管 理の高度化に関する臨時措置法第十条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五

十八条及び第五十九条第一項中「この法律」と ある のは 「この法律、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法」と、同法第七十三条第三号中

「第十一条」とあるのは「第十一条及び食品の製造過程の管理 の高 度化に関する臨時措置法第十条第一項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第

一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とある のは 「、 別表 第一 第一 号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は食
品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第十条第一項に規定する業務」とする。

（略）

○地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）（抄）
第二条

）

この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては 別表第一の上欄に掲げる法律につ

）

府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの（以下「第二号 法定受託事務」という。

法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都 道府 県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道

国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく 政令に特に定めるもの（以下「第一号法定受託事務」という。

法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は 特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、

この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。

（ 略）

二

一

②～⑧
⑨

⑩

いて それ ぞれ 同表 の下 欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令 に定
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（略）

める法定受託事務はこの法律に基づく 政令 に示 すと おり である。
⑪～⑰
第一号法定受託事務（第二条関係）
務

この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律におけ る用 語の 意義 及び字句の意味によるものとする。

別表第一
備考

事
（略）

律

（略）

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

法
所有者不明土地の利用の円滑化等に関
一

第三十七条第二項において準用する第二十八条、第二十九条及び第三十条第一項、第三十七条第三項、

第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。）

十六条第一項に規定する事務（同法第十七条第一項各号に掲げる事業又は同法第二十七条第二項若しくは

おいて準用する同法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項から第六項まで並びに第三

て準用する土地収用法第八十四条第二項、第八十五条第二項及び第八十九条第一項、第三十五条第一項に

第二十八条、第二十九条、第三十条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十五条第一項におい

する特別措置法（平成三十年法律第四
十九号）

二

同条第四項において準用する第三十三条、同項において準用する第三十五条第一項において準用する土地

収用法第八十四条第二項、第八十五条第二項及び第八十九条第一項、第三十七条第四項において準用する

第三十五条第一項において準用する同法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項から第

六項まで並びに第三十七条第四項において準用する第三十六条第一項に規定する事務（都市計画法第五十

九条第一項から第三項までの規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けた都市計画事業に関するもの
に限る。）

課税範囲、課税標準及び税率の表（第二条、第五条、 第九 条、 第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―第十九条、第二十三条

○登録免許税法（昭和四十二年法律 第三 十五 号） （抄 ）
別表第一

課税標準

（略）

税率

、第二十四条、第三十四条―第三十四条の五関係）
登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項

（略）
登録生産者団体の登録又は変更の登録

（略）

一件につき九万円

八十七の二

登録件数

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（平成二十六年法律第八十四号）第六条（特定
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農林水産物等の登録）の登録生産者団体の登録又は同法第十五条第一項（生産者団体を追加
する変更の登録）の変更の登録
（略）

○独立行政法人農林水産消費安全技術センター法（平成十一年法律第百八十三号）（抄）
（業務の範囲）
（略）

（略）

（略）

日本農林規格等に関する法律 第三 十五 条第 二項第六号及び第五十五条第一項第五号の規定による検査及び質問並びに同法第六十六条第一項から第五

セ ンタ ーは 、前 項の業務のほか、次の業務を行う。

食品表示法第九条第一項の規定による立入検査及び質問

一

第十条
２

二

肥料取締法（昭和二十五年法律第百二十七号）第三十条の二第 一項 の規 定に よる 立入 検査、質問及び収去並びに同法第三十三条の三第二項の規定に

項までの規定による立入検査及び質問
三

六

五

遺伝子組 換え 生物 等の 使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成十五年法律第九十七号）第三十二条第一項の規定による立入り、

地力 増進 法（昭和五十九年法律第三十四号）第十七条第一項の規定による立入検査

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律（平成二十年法律第八十三号）第十三条第一項の規定による立入検査、質 問及 び集 取

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和二十八年法律第三十五号）第五十七条第一項の規定に よる 立入検査、質問及び収去

農薬取締法（昭和二十三年法律第八十二号）第三十条第一項の規定による集取及び立入検査 並び に同 法第 三十 五条第二項の規定による立入検査

よる立入検査及び質問

七

四

八
質問、検査及び収去

○食品衛生法等の一部を改正する法律（平成三十年法 律第 四十六号）（抄）

食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）の一部を次のように改正する。

（食品衛生法の一部改正）
第一条

厚生 労働大臣は、食品衛生に関する国際的な連携を確保するため、外国の政府機関から、輸出食品安全証明書（輸出する食品の安 全性

第 六十 五条 の三 の次 に次 の二条を加える。
第六 十五 条の 四
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に関する証明書をいう。以下この条及び次条において同じ。 ）を 厚生労働大臣が発行するよう求められている場合であつて、食品を輸出しようとする

者から申請があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより 、輸 出食 品安 全証 明書 を発行することができる。

前項の規定により輸出食品安全証明書の発行を受けようと する 者は 、実 費を 勘案 して 政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

第一項に規定するもののほか、厚生労働大臣は、輸出する食品の安全性の証明のため の手続の整備その他外国の政府機関に対する食品衛生に関する
情報の提供のために必要な措置を講ずるものとする。

都道府県知事等は、前条第一項の規定により厚生労働大臣が輸出食品安全証明書を発行 する 場合 を除 き、食品を輸出しようとする者か

ら 申請 があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、輸出食品安全証明書を発行することができる。

第六十五条の五

前項に規定するもののほか、都道府県知事等は、外国の政府機関に対する食品衛生に関する情報の提供のために必要な措置を 講ず るこ とが でき る。

第一節

施設等機関（第八条―第十一条）

審議会等（第六条・第七条）

特別な職（第五条）

、第二十五条第一項」を「若しくは第三項、第二十五条第一項」に改め

第七十一条第一項第一号中「第九条第一項又は第十条」を「第十条第一項又は第十二条」に改める。
第七十二条第一項中「第十一条 第二 項」 を「 第十 三条 第二項」に改める。
第七十三条第一号中「第九条第二項」を「第十条第二 項、第十一条」に、「
、同条第二号中「第八条第一項」を「第九条第 一項 」に 改める。

○農林水産省設置法（平成十一年法律第九十八号）（抄）

総則（第一条）

目次
第一章

農林水産省の任務及び所掌事務 （第 三条 ・第 四条 ）

農林水産省の設置（第 二条 ）

農林 水産省の設置並びに任務及び所掌事務

第一節

第二 章
第二節

第二節

本省に置かれる職及び機 関

第三節

特別の機関（第十二条―第十六条の二）

第三章

第四節

地方支分部局（第十七条―第二十条）

林野庁

設 置（ 第二 十一 条）

外局

第五節
第 一節

第四章
第二節

- 15 -

第三款

第二款

第一款
地方支分部局（第二十六条―第二十八条）

審議会等（第二十五条）

任務及び所掌事務（第二十二 条― 第二 十四 条）

第三款

第二款

第一款

地方支分部局（第三十四条）

特別の機関（第三十三条）

審議会等（第三十二条）

任務及び所掌事務（第二十九条―第三十一条）

水産庁

第四款

第三節

附則
（所掌事務）
農林水産省は、前条第一項 の任 務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
（略）

本省に置かれる職及び機関

（略）

食品産業その他の所掌に係る事業における資源の有効な利用 の確 保に 関す るこ と。

（略）

十二～八十六

十一

一～十

第四条

２
第三章
（設置）
本省 に、 農林 水産 技術会議を置く。

特別の機関

前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、食育推進会議とする。

第十二 条
２
第四節

食育推進会議については、食育基本法（これに基づく命令を含む。）の定めるところによる。

（食育推進会議）
第十六条の二

林野庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第二号、第三号（業務及び会計の検査に係るものを除く。） 、第 四号 、第 五号、第十号

（所掌事務）
第二十四条
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から第十三号まで、第三十三号、第三 十四 号、 第三 十九 号、 第四十八号、第五十五号から第六十六号まで及び第八十三号から第八十六号までに掲げる事
務をつかさどる。

水産庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第二号、第 三号 （業 務及 び会計の検査に係るものを除く。）、第四号、第五号、第十号

（所掌事務）
第三十一条

から第十三号まで、第三十三号、第三十四号、第三十五号（漁業信用基金協会の業務の監督（業務及び会 計の 検査 を除 く。）に係るものに限る。）、第

三十九号、第四十八号、第六十七号から第八十三号まで、第八十五号及び第八十六号に掲げる事務をつかさどる。
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