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関係法律の整備に関する法律」
の公布について（通知）
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貴関係諸団体に速やかに送信いただきます
ようよろしくお願いいたします。
連絡先
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: 03-5253-1111(内線 3979)
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老 発 0526 第 ２ 号
令和３年５月 26 日
都道府県知事
各 指定都市市長 殿
中核市市長
厚生労働省老健局長
（ 公 印 省 略 ）

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
関係法律の整備に関する法律」の公布について（通知）
「令和２年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和２年 12 月 18 日閣議決定）を
踏まえ、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整
備に関する法律」（令和３年法律第 44 号。以下「第 11 次地方分権一括法」という。）が
本日公布されたところである。
第 11 次分権一括法による介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」という。）
の改正の趣旨及び内容は、下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村（特別
区を含む。）を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運
用に遺漏なきを期されたい。
記
第１ 改正の趣旨
小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の事業に係る利用定員
については、法第 78 条の４第３項及び同法第 115 条の 14 第３項の規定により、厚生労
働省令で定める全国一律の基準に従って定めなければならないとされているところ、当
該規定について、「令和２年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえ、法令の
「標準」を通常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある場合に、地域の実情に応じ
た基準を条例で制定することを可能とするものであること。
第２ 改正の内容
小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の事業に係る利用定員
に関する基準について、法第 78 条の４第３項及び法第 115 条の 14 第３項を改正し、市
町村が当該規定による委任を受けた厚生労働省令を標準として条例で定めるものとする
こと。
第３ 施行期日
公布の日から起算して３月を経過した日（令和３年８月 26 日）から施行すること。

1

御

璽

内閣総理大臣

菅

義偉

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律をこ
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こに公布する。
御
令和三年五月二十六日

第一章
厚生労働省関係（第三条）

総務省関係（第一条・第二条）

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

第二章
農林水産省関係（第四条・第五条）

地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）の一部を次のように改正する。

第九条）

第三章

総務省関係

国土交通省関係（第六条

九

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（平成十三年法律第百二十

住民基本台帳法第二十四条の規定に基づく同条の届出の受付及び当該届出に係る同法第二十

市町村長が登録した印鑑に係る登録の廃止の申請の受付

第二条に次の一号を加える。

二条第二項に規定する文書の引渡し

五

中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

第二条第七号中「とする」の下に「。次号において同じ」を加え、同号を同条第八号とし、同条

号）の一部を次のように改正する。

第二条

（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の一部改正）

び第十六条の規定により処理することとされているものについては、」を削る。

号）の項中「、第十六条及び第五十四条の二」を「及び第十六条」に改め、「第十二条、第十三条及

する事務に係る部分に限る。）」を削り、同表積立式宅地建物販売業法（昭和四十六年法律第百十一

第二十九条第二項並びに第三十一条第一項（国土交通大臣から送付を受けた書類の公衆の閲覧に関

土交通大臣への経由に関する事務に係る部分に限る。）、」、「及び第三項」及び「、第二十七条第三項、

不動産の鑑定評価に関する法律（昭和三十八年法律第百五十二号）の項中「第二十三条第一項（国

八条、第十条及び第十四条の規定により処理することとされているものについては、」を削り、同表

十七年法律第百七十六号）の項中「、第十四条及び第七十八条の三」を「及び第十四条」に改め、「第

別表第一建築士法（昭和二十五年法律第二百二号）の項を削り、同表宅地建物取引業法（昭和二

に行う」に改め、同条第十三項中「及び第十項」を「及び同項」に改める。

第二百六十条の二第一項中「のための不動産又は不動産に関する権利等を保有する」を「を円滑

第一条

（地方自治法の一部改正）

第一章

附則

第四章

目次

法律第四十四号

(号外第  号)
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第二章

厚生労働省関係

（介護保険法の一部改正）

介護保険法（平成九年法律第百二十三号）の一部を次のように改正する。

第七十八条の四第三項第三号中「小規模多機能型居宅介護及び」を削る。

第三条

第三章

農林水産省関係

第百十五条の十四第三項第三号中「介護予防小規模多機能型居宅介護及び」を削る。
（中小漁業融資保証法の一部改正）

中小漁業融資保証法（昭和二十七年法律第三百四十六号）の一部を次のように改正する。

第二条第三項を次のように改める。

第四条

漁業近代化資金（漁業近代化資金融通法（昭和四十四年法律第五十二号）第二条第三項に規

この法律で「漁業近代化資金等」とは、次に掲げる資金をいう。
一

３

沿岸漁業改善資金（沿岸漁業改善資金助成法（昭和五十四年法律第二十五号）第二条第二項

定する漁業近代化資金をいう。以下同じ。）
二

に規定する経営等改善資金、同条第三項に規定する生活改善資金及び同条第四項に規定する青

漁業近代化資金及び沿岸漁業改善資金以外の資金であつて、中小漁業者等の事業又は生活に

年漁業者等養成確保資金をいう。以下同じ。）

必要なもののうち、漁業又は水産加工業の経営の改善に資するものとして主務大臣が指定する

三

もの

第四条第一項第一号中「ロに」を「ハに」に改め、同号ロ中「イに」を「イ及びロに」に改め、
ロ

沿岸漁業改善資金

同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

第四十四条の二第三号を同条第四号とし、同条第二号中「第四条第一項第一号ロ」を「第四条第
二

沿岸漁業改善資金に係る債務の保証の業務

一項第一号ハ」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

第七十六条の二（見出しを含む。）及び第七十七条中「改善資金」を「漁業経営改善資金」に改め
る。

沿岸漁業改善資金助成法（昭和五十四年法律第二十五号）の一部を次のように改正する。

（沿岸漁業改善資金助成法の一部改正）

第一条中「青年漁業者等養成確保資金」の下に「（これらの資金の貸付けを行う融資機関に対する

第五条

第二条第二項中「とは、」の下に「経営等改善措置（」を加え、「。以下同じ」を削り、「導入に」を

当該貸付けに必要な資金を含む。）」を加える。

「導入を行うことをいう。以下同じ。）を実施するのに」に改め、同条第三項中「とは、」の下に「生

活改善措置（」を加え、「導入に」を「導入を行うことをいう。以下同じ。）を実施するのに」に改め、

同条第四項中「とは、」の下に「青年漁業者等養成確保措置（」を加え、「の実地の習得」を「を実地

第三条第二項中「前項ただし書」を「第一項ただし書（前項において準用する場合を含む。）」に

に習得すること」に改め、「形成する」の下に「ことをいう。以下同じ。）を実施する」を加える。

改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

政府は、前項に規定する場合のほか、都道府県が、この法律の定めるところにより沿岸漁業従

事者等に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けの業務を

２

行う次に掲げる者（以下「融資機関」という。）に対し、当該業務に必要な資金の全部を貸し付け


(号外第  号)

報
官
水曜日
令和  年  月  日

二

第九条の規定による届出を受理した場合

類

当該届出に係る書類

第十一条の次に次の一条を加える。
る事業を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該都道府県の行う事業に
（融資機関が行う貸付け）
必要な資金の一部に充てるため、補助金を交付することができる。この場合においては、同項た
第十二条 都道府県が行う第三条第二項の貸付けに係る資金は、無利子とし、その償還方法その他
だし書の規定を準用する。
必要な貸付けの条件の基準は、政令で定める。
一 農林中央金庫
２ 第四条、第五条、第七条及び第八条の規定は融資機関が行う第三条第二項の経営等改善資金、
二 水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）第十一条第一項第三号及び第四号の
生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けについて、前三条の規定は融資機関につい
事業を併せ行う漁業協同組合
て準用する。
三 水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
第四章 国土交通省関係
四 銀行その他の金融機関で政令で定めるもの
（
建築士法の一部改正）
第七条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（貸付資格の認定）」を付し、同条を次のように
第
六
条 建築士法（昭和二十五年法律第二百二号）の一部を次のように改正する。
改める。
目次中「第三十七条」を「第三十六条」に、「第三十八条 第四十四条」を「第三十七条 第四十
第七条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、経営等改善
三条」に改める。
第十条の三を削り、第十条の二の二を第十条の三とする。
措置、生活改善措置又は青年漁業者等養成確保措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、
第十条の十九第一項中「第十条の二の二の」を「第十条の三の」に、「第十条の二の二第一項各号」
都道府県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の都道府県知事の認定を受け
を「第十条の三第一項各号」に改め、同条第三項中「第十条の二の二第六項」を「第十条の三第六
なければならない。
項」に改める。
２ 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十条の二十二及び第十一条第一項中「第十条の二の二第一項第一号」を「第十条の三第一項第
一 経営等改善措置、生活改善措置又は青年漁業者等養成確保措置の内容及び実施時期
一号」に改める。
二 経営等改善措置、生活改善措置又は青年漁業者等養成確保措置を実施するのに必要な資金の
第十五条の七を削る。
種類及び額並びにその調達方法
第十六条第三項中「第十五条の六」を「前条」に改める。
第八条の見出しを削り、同条第一項中「経営等改善資金の貸付け」を「都道府県知事は、経営等
第三十六条を削り、第三十七条を第三十六条とする。
改善資金の貸付けについて前条第一項の認定の申請があつたとき」に、「以下」を「第三項において」
第三十八条中「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条第一号から第四
に、「近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入又は漁ろうの安全の確保若しくは漁具の
号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第五号中「第四十一条第八号」を「第四十条第八号」
に、「者」を「とき。」に改め、同条第六号から第十三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、第十
損壊の防止のための施設の導入を行う」を「経営等改善措置を実施する」に、「近代的な漁業技術そ
章中同条を第三十七条とし、第三十九条を第三十八条とする。
の他合理的な漁業生産方式の導入又は当該施設の導入」を「経営等改善措置を実施すること」に、
第四十条中「第四十二条」を「第四十一条」に改め、同条を第三十九条とする。
「、行う」を「、同条第一項の認定をする」に改め、同条第二項中「生活改善資金の貸付け」を「都
第四十一条中「いずれかに該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条第一
道府県知事は、生活改善資金の貸付けについて前条第一項の認定の申請があつたとき」に改め、「申
号から第十三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第十四号中「閲覧させた者」を「閲覧
請者」の下に「（その者が団体である場合には、その団体を構成する者）」を加え、「合理的な生活方式
させたとき。」に改め、同条第十五号から第十七号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第十
を導入する」を「生活改善措置を実施する」に、「当該生活方式を導入する」を「当該生活改善措置
八号中「者（第三十八条第一号」を「とき（第三十七条第一号」に、「者を除く。）」を「場合を除く。）。」
を実施する」に、「行う」を「同項の認定をする」に改め、同条第三項中「青年漁業者等養成確保資
に改め、同条を第四十条とし、第四十二条を第四十一条とする。
金の貸付け」を「都道府県知事は、青年漁業者等養成確保資金の貸付けについて前条第一項の認定
第四十三条中「第三十八条」を「第三十七条」に、「第四十一条」を「第四十条」に改め、同条を
の申請があつたとき」に、「近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の実地の習得その他近代的な沿岸
第四十二条とする。
漁業の経営の基礎を形成する」を「青年漁業者等養成確保措置を実施する」に、「行う」を「同項の
第四十四条第一号中「第十条の二の二第五項」を「第十条の三第五項」に改め、同条を第四十三
条とする。
認定をする」に改める。
別表第一中「第十条の二の二」を「第十条の三」に改める。
第十五条中「第三条第一項」の下に「及び第二項」を、「事業」の下に「の全部」を加え、「貸付金」
（宅地建物取引業法の一部改正）
を「貸付金等」に改め、同条を第十六条とする。
第十四条中「第三条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「貸付金」を「貸付金等」に改め、同 第七条 宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七十六号）の一部を次のように改正する。
第七十八条の三を次のように改める。
条を第十五条とする。
（都道府県知事への書類の写しの送付等）
第十三条第一項中「第三条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「（昭和二十三年法律第二百四
第七十八条の三 国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類の写しを、
十二号）」を削り、同条を第十四条とする。
遅滞なく、宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に送付しなければ
ならない。
一 第三条第一項の免許をした場合 第四条第一項の免許申請書及び同条第二項各号に掲げる書
第十二条第一項中「第三条第一項」の下に「及び第二項」を加え、同条第二項中「第三条第一項」

の下に「及び第二項」を、「補助金、貸付金」の下に「及び都道府県が行う同項の貸付けに係る資金

（以下「貸付金等」という。）」を加え、「前条」を「第十一条」に、「及び」を「並びに」に、「貸付金、」
を「貸付金等、」に改め、同条を第十三条とする。

２

国土交通大臣は、第十一条第一項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、同項各号の
いずれかに該当することとなつた者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を
通知しなければならない。
第七十八条の四中「、第十四条及び前条」を「及び第十四条」に改め、「第八条、第十条及び第十

四条の規定により処理することとされているものについては、」を削る。
（不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正）

第六十

不動産の鑑定評価に関する法律（昭和三十八年法律第百五十二号）の一部を次のように改正
第六十一条」を「第五十五条

び第三項」及び「、第二十七条第三項、第二十九条第二項並びに第三十一条第一項（国土交通大臣

第六十一条中「第二十九条第一項」を「第二十九条」に改め、同条を第六十条とする。

同条を第五十八条とし、第六十条を第五十九条とする。

第五十九条中「第五十六条、第五十七条第六号」を「第五十五条、第五十六条第六号」に改め、

第五十八条中「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条各号中「者」を

「とき。」に改め、同条を第五十六条とする。

第五十七条中「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条各号中「者」を

を第五十五条とする。

た者」を「受けたとき。」に改め、同条第二号及び第三号中「者」を「とき。」に改め、第六章中同条

第五十六条中「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条第一号中「受け

とする。

から送付を受けた書類の公衆の閲覧に関する事務に係る部分に限る。）」を削り、同条を第五十四条

第五十五条中「第二十三条第一項（国土交通大臣への経由に関する事務に係る部分に限る。）、」、「及

「とき。」に改め、同条を第五十七条とする。

第五十三条を削り、第五十四条を第五十三条とする。

定めるもののほか、第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

「及び次項の規定により送付を受けた書類」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項に

第三十一条第一項中「は次に掲げる書類を、都道府県知事は」を「又は都道府県知事は、」に改め、

に改め、同条第五号中「第二十六条第三項」を「第二十六条第二項」に改める。

条」に改め、同条第二号中「前条第一項」を「前条」に、「同項各号の一」を「同条各号のいずれか」

第三十条中「一に掲げる」を「いずれかに掲げる」に改め、同条第一号中「前条第一項」を「前

第二十九条第二項を削る。

第二十七条中第三項を削り、第四項を第三項とする。

め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

第二十六条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「ただちに」を「直ちに」に改

第二十五条第五号中「第二十九条第一項第一号」を「第二十九条第一号」に改める。

める。

の各号に」を「次に」に改め、同項第四号中「みずから」を「自ら」に、「行なう」を「行う」に改

第二十三条第一項中「その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して」を削り、「次

第十四条の十一第一項中「第六十条」を「第五十九条」に改める。

条」に改める。

目次中「第五十五条」を「第五十四条」に、「第五十六条

する。

第八条

(号外第  号)

報
水曜日

官
令和  年  月  日


（積立式宅地建物販売業法の一部改正）

積立式宅地建物販売業法（昭和四十六年法律第百十一号）の一部を次のように改正する。

第五十四条の二を次のように改める。

第九条

国土交通大臣は、第三条の許可をし、又は第十条第一項若しくは第二項若しくは

（都道府県知事への通知）

第十一条第一項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨その他国土交通省令で定

第五十四条の二

める事項を、積立式宅地建物販売業者の主たる事務所（同項の規定による届出を受理したときに

あつては、同項各号のいずれかに該当することとなつた者の主たる事務所）の所在地を管轄する
都道府県知事に通知しなければならない。

第五十四条の三中「、第十六条及び前条」を「及び第十六条」に改め、「第十二条、第十三条及び
附

則

第十六条の規定により処理することとされているものについては、」を削る。

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲

（施行期日）

第二条の規定並びに次条及び附則第四条の規定

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条

第一条（地方自治法第二百六十条の二第一項の改正規定に限る。）の規定及び附則第三条の規定

公布の日

一

令和四年四月一日

二

第四条及び第五条の規定並びに附則第八条及び第九条の規定

公布の日から起算して六月を経過した日
三

附則第十条の規定

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和三年

四

公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定

第一条（地方自治法別表第一宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七十六号）の項の改正

法律第三十七号）の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
五

規定に限る。）及び第七条の規定
める日

前条第一号に掲げる規定の施行の日がデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関

（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の一部改正に伴う調整規定）
第二条

する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第二条のうち、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二条第七号を改め、同号を同条第八号とし、

同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とする改正規定中「第二条第七号」とあるのは「第二

条第五号」と、「同条第八号とし、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、」とあるのは「同

条第六号とし、同条」と、同条に一号を加える改正規定中「九」とあるのは「七」とする。

前項の場合において、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第四十五条

のうち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二条中第五号を第七号と

２

電子署名等に係る地方公共団体情報システム

し、第四号の次に二号を加える改正規定中「第五号を第七号とし、第四号」とあるのは「第七号を

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構

第九号とし、第六号を第八号とし、第五号」と、「五

機構の認証業務に関する法律」とあるのは「六

の認証業務に関する法律」と、「六」とあるのは「七」とする。

第一条の規定（附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。）によ

（地方自治法の一部改正に伴う経過措置）

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）の一部を次のように改正する。

登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）の一部を次のように改正する。
中「第十条の二の二第一項第一号」を「第十条の三第一項第一号」に改

住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）の一部を次のように改正する。

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律（平成二十年法律第三

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に

限る。第十一条第一項において「経営等改善措置」という。）」を加える。

第五条第四項第三号中「第二条第二項の」の下に「経営等改善措置（」を、「含む。）」の下に「に

関する法律（平成二十二年法律第六十七号）の一部を次のように改正する。

第九条

る法律の一部改正）

（地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関す

一項」とあるのは「前条第一項」と」を加える。

同法第四条」に、「以下同じ」を「第三項において同じ」に改め、「）の経営」と」の下に「、「同条第

営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金」とあるのは「経営等改善資金」と、

に、「、同法第四条」を「、同条第二項中「沿岸漁業従事者等」とあるのは「認定中小企業者」と、「経

漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。）」を「経営等改善措置」

があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入（当該漁業技術又は当該

の」を「沿岸漁業改善資金助成法の」に、「沿岸漁業の経営の改善を促進するために普及を図る必要

法第二条第二項の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金」を「経営等改善措置」に、「同法

第十四条第一項中「行うのに必要な資金で政令で定めるものを、それぞれ沿岸漁業改善資金助成

下に「に限る。以下「経営等改善措置」という。）」を加える。

第四条第二項第二号ハ中「第二条第二項の」の下に「経営等改善措置（」を、「導入を含む。）」の

十八号）の一部を次のように改正する。

第八条

（中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正）

り、「の登録、同条第二項の経由、」を「又は」に改め、「又は同条第三項の経由」を削る。

別表第三の二十二の項及び別表第五第二十七号中「の登録、同法第二十三条第一項の経由」を削

別表第一の百九の項中「第十条の二の二第一項」を「第十条の三第一項」に改める。

第七条

（住民基本台帳法の一部改正）

める。

別表第一第百五十四号

第六条

（登録免許税法の一部改正）

第二条第十七号中「第十条の二の二第四項」を「第十条の三第四項」に改める。

第五条

（建築基準法の一部改正）

第四条

（政令への委任）

のとする。

の地方自治法第二百六十条の二第一項に規定する地縁による団体をいう。）についても適用があるも

第二百六十条の二第二項の規定による申請をしている地縁による団体（第一条の規定による改正前

る改正後の地方自治法第二百六十条の二第一項の規定は、第一条の規定の施行の際現に地方自治法

第三条


(号外第  号)

報
官
水曜日
令和  年  月  日

菅
義偉
武田 良太
麻生 太郎
田村 憲久
野上浩太郎
赤羽 一嘉

第十一条第一項中「行うのに必要な資金で政令で定めるものを、それぞれ沿岸漁業改善資金助成
法第二条第二項の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金」を「経営等改善措置」に、「同法
の」を「沿岸漁業改善資金助成法の」に、「次条において」を「以下」に、「同法第四条」を「同条第
二項中「この法律」とあるのは「この法律及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創
出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」と、「沿岸漁業従事者等」とあるのは「促進事
業者」と、「経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金」とあるのは「経営等改
善資金」と、同法第四条」に、「以下同じ」を「第三項において同じ」に改め、「、「近代的な漁業技術
その他合理的な漁業生産方式の導入又は漁ろうの安全の確保若しくは漁具の損壊の防止のための施
設の導入」とあるのは「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水
産物の利用促進に関する法律第五条第四項第三号に掲げる措置」と」を削り、「同法第九条第一項」
を「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関
する法律第九条第一項」に改め、「漁業者の経営」と」の下に「、「同条第一項」とあるのは「前条第
一項」と」を加える。
（デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正）
第十条 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部を次のように改正す
る。
附則第三十九条のうち、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二条
第五号の改正規定中「第二条第五号」を「第二条第六号」に改め、同条第六号の改正規定中「同条
第六号」を「同条第七号」に改める。

内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
国土交通大臣

