公的個人認証サービス対象手続の導入状況
厚生労働省の手続
根拠法令・根拠規定

手続名

あへん法第３３条第２項
あへん法第３４条第２項
あへん法第４１条第１項
あへん法第４１条第５項（第４１条第１項準用）
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律第８８条の規定によりなお従
前の例によることとされた改正前の民法第３８条第２項
厚生労働大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関
する規則第３条

けし災害補償金交付申請
あへん売渡申請
免許が失効した場合等のあへん等の数量の届出
麻薬製造業者等の死亡等によるあへん等の数量の届出
公益法人の定款変更の認可

旧厚生年金保険法33条、厚生年金保険法98条、100条の4、昭
和60年附則75条、厚生年金保険法施行規則７７条
旧船員保険法44条の3、船員保険法145条、153条、船員保険
法施行規則昭和61年附則21条、旧船員保険法施行規則74条
の9
厚生年金保険法54条、98条、100条の4、厚生年金保険法施行
規則49条
国民年金法36条、105条、109条の4、国民年金法施行規則34
旧厚生年金保険法33条、厚生年金保険法98条、100条の4、厚
生年金保険法施行規則30条
旧所得税法施行規則第４７条の２第３項第１号及び旧法人税
法施行規則第２４条に規定する主務官庁又は所轄庁の証明に
関する手続２

脱退手当金裁定請求書

旧租税特別措置法施行規則第２３条の３第４項に規定する主
務官庁又は所轄庁の証明に関する手続２
クリーニング業法施行規則の一部を改正する省令(昭和30年厚
生省令第21号)附則第２項第６号
公益信託ニ関スル法律第２条第１項
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受け及び監督に
厚生年金保険法33条、98条、100条の4、厚生年金保険法施行
規則30条の2
国民年金法16条、105条、109条の4、国民年金法施行規則16
厚生年金保険法33条、98条、100条の4、厚生年金保険法施行
規則30条の3
厚生年金保険法33条、98条、100条の4、厚生年金保険法施行
規則44条
国民年金法16条、105条、109条の4、国民年金法施行規則31
厚生年金保険法37条、98条、100条の4、附則29条、厚生年金
保険法施行規則76条の4
国民年金法19条、105条、109条の4、国民年金法施行規則63
厚生年金保険法38条、49条、54条、54条の2、98条、100条の
4、厚生年金保険法施行規則34条､50条、50条の2
国民年金法20条、32条、36条、36条の2、36条の3、36条の4、
国民年金法施行規則17条の7、35条
厚生年金保険法38条、64条〜66条、98条100条の4、厚生年金
保険法施行規則65条
国民年金法20条、41条、105条、109条の4、国民年金法施行規
則48条
厚生年金保険法44条、50条の2、98条、100条の4、厚生年金保
険法施行規則33条の2、49条の2
厚生年金保険法44条、98条、100条の4、厚生年金保険法施行
規則31条
国民年金法33条の2、105条、109条の4、国民年金法施行規則
33条の3
厚生年金保険法44条、98条、100条の4、厚生年金保険法施行
規則31条の2
厚生年金保険法44条、98条、100条の4、厚生年金保険法施行
規則32条、46条、67条の3
国民年金法33条の2、105条、109条の4、国民年金法施行規則
33条の6、43条
厚生年金保険法44条の3、98条、100条の4、厚生年金保険法
施行規則30条の4
国民年金法28条、105条、109条の4、国民年金法施行規則16
厚生年金保険法52条、98条、100条の4、厚生年金保険法施行
規則47条、47条の2
国民年金法34条、105条、109条の4、国民年金法施行規則33
条、33条の2
厚生年金保険法61条、98条、100条の4、厚生年金保険法施行
規則62条
国民年金法39条、105条、109条の4、国民年金法施行規則42
厚生年金保険法67条、68条、98条、100条の4、厚生年金保険
法施行規則66条、67条
国民年金法41条の2、42条、105条、109条、国民年金法施行規
則49条、50条
厚生年金保険法98条、100条の2、厚生年金保険法施行規則
昭和61年附則14条、旧厚生年金保険法施行規則31条、45条、
厚生年金保険法98条、100条の2、附則7条の3、13条の4、厚生
年金保険法施行規則30条
国民年金法105条、109条の4、9条の2、9条の2の2、国民年金
法施行規則16条
厚生年金保険法98条、100条の4、昭和55年附則63条、厚生年
金保険法施行規則昭和55年附則6条
厚生年金保険法98条、100条の4、附則29条、厚生年金保険法
施行規則76条の3
国民年金法105条、109条の4、国民年金法施行規則63条の2
厚生年金保険法98条、100条の4、附則9条の2、厚生年金保険
法施行規則33条の3
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
11条
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
33条

科学又は教育の振興に寄与することが著しい公益法人等の証明

国民年金・厚生年金保険障害基礎・厚生年金受給権者業務上障害補償の該当届

厚生年金保険老齢年金裁定請求書（旧）
特定公益増進法人の証明

クリーニング師試験の受験資格の認定申請
公益信託の引受けの許可
国民年金・厚生年金保険老齢基礎･厚生年金裁定請求書(65歳支給）
老齢基礎年金受給権者老齢厚生年金裁定請求書
国民年金・厚生年金保険障害給付裁定請求書
（国民年金/厚生年金保険）未支給脱退一時金請求書
老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届

遺族年金受給権者支給停止事由消滅届

老齢・障害給付加給年金額支給停止事由該当届
障害基礎・老齢厚生・退職共済年金受給権者胎児出生届

老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額加算開始事由該当届
加算額・加給年金額対象者不該当届

国民年金・厚生年金保険老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書
障害給付額改定請求書

国民年金・厚生年金保険遺族基礎・厚生年金額改定請求書
国民年金・厚生年金保険遺族基礎・厚生年金受給権者の所在不明による支給停止・支給停止解除申請書

厚生年金保険老齢年金・障害年金受給権者胎児出生届（旧）
国民年金・厚生年金保険特別支給の老齢厚生年金受給権者 老齢基礎年金支給繰上げ請求書

厚生年金保険老齢障害遺族厚生年金額改定請求書
（国民年金/厚生年金保険）脱退一時金受給権者死亡届
特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例不該当届
年金手帳再交付申請書
国民年金・厚生年金保険老齢基礎・厚生年金受給権者支給停止事由該当届
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厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
33条
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
34条
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
34条の2、50条の3
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
35条、35条の2、51条､51条の2、68条、68条の2
国民年金法105条、109条の4、国民年金法施行規則18条、36
条、51条、60条の6
船員保険法145条、153条、船員保険法施行規則昭和61年附
則21条、旧船員保険法施行規則82条の3〜82条の3の4
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
48条
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
48条の2
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
62条の2
国民年金法105条、109条の4、国民年金法施行規則44条
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
67条の2
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
昭和61年附則14条、旧厚生年金保険法施行規則32条、46条
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
昭和61年附則14条、旧厚生年金保険法施行規則33条､48条
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
昭和61年附則14条、旧厚生年金保険法施行規則33条の2、49
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
昭和61年附則14条、旧厚生年金保険法施行規則34条、43条
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
昭和61年附則14条、旧厚生年金保険法施行規則34条、43条
の4、43条の5、50条
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
昭和61年附則14条、旧厚生年金保険法施行規則34条、43条
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
昭和61年附則14条、旧厚生年金保険法施行規則34条の2、50
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
昭和61年附則14条、旧厚生年金保険法施行規則41条、43条
の13、57条、74条、76条の16
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
昭和61年附則14条、旧厚生年金保険法施行規則47条
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
昭和61年附則14条、旧厚生年金保険法施行規則62条
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
昭和61年附則14条、旧厚生年金保険法施行規則64条の2
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
昭和61年附則14条、旧厚生年金保険法施行規則64条の3
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
昭和61年附則14条、旧厚生年金保険法施行規則65条、76条
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
昭和61年附則14条、旧厚生年金保険法施行規則65条の2
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
昭和61年附則14条、旧厚生年金保険法施行規則65条の3
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
昭和61年附則14条、旧厚生年金保険法施行規則65条の4
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
昭和61年附則14条、旧厚生年金保険法施行規則65条の5、76
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
昭和61年附則14条、旧厚生年金保険法施行規則65条の6
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
昭和61年附則14条、旧厚生年金保険法施行規則66条、67条、
76条の8、76条の9
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
昭和61年附則14条、旧厚生年金保険法施行規則76条の4
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
平成9年附則18条
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
平成9年附則24条、25条
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
平成9年附則28条、38条、44条
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
平成9年附則36条、37条、59条、60条
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
平成9年附則46条
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
平成9年附則63条
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
平成9年附則67条
厚生年金保険法附則9条の2、98条、100条の4、厚生年金保険
法施行規則31条の4
国民年金法105条、109条の4、昭和60年附則17条、国民年金
法施行規則17条の2の3
国民年金法105条、109条の4、国民年金法施行規則17条の10
国民年金法105条、109条の4、国民年金法施行規則17条の3
国民年金法105条、109条の4、国民年金法施行規則17条の4
国民年金法105条、109条の4、国民年金法施行規則17条の5
国民年金法105条、109条の4、国民年金法施行規則17条の9
製菓衛生師法施行令第１９条
〈製菓衛生師法第５条〉
船員保険法145条、153条、船員保険法施行規則昭和61年附
則21条、旧船員保険法施行規則50条、51条、67条
船員保険法145条、153条、船員保険法施行規則昭和61年附
則21条、旧船員保険法施行規則53条の2、74条の9の2
船員保険法145条、153条、船員保険法施行規則昭和61年附
則21条、旧船員保険法施行規則54条、68条の6、74条の10
船員保険法145条、153条、船員保険法施行規則昭和61年附
則21条、旧船員保険法施行規則65条、82条の7
船員保険法145条、153条、船員保険法施行規則昭和61年附
則21条、旧船員保険法施行規則74条の12
船員保険法145条、153条、船員保険法施行規則昭和61年附
則21条、旧船員保険法施行規則74条の8

老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届
国民年金・厚生年金保険老齢基礎・厚生年金受給権者厚生年金保険被保険者・共済組合等の組合員または加入者資格喪失
届（退職）
老齢・障害給付加給年金額支給停止事由消滅届
年金受給権者現況届

障害給付受給権者障害不該当届
障害年金改定事由該当届、疾病年金等の受給権取得届
遺族給付受給権者の障害該当届
遺族厚生・遺族共済年金受給権者支給停止事由該当届
厚生年金保険加給年金額対象者不該当届（旧）
厚生年金保険障害年金障害不該当届・老齢年金受給権者支給停止事由該当届（旧）
厚生年金保険老齢・障害年金加給年金額支給停止事由該当届（旧）
厚生年金保険老齢・通算老齢・特例老齢年金受給権者支給停止事由消滅届（旧）
厚生年金保険老齢・通算老齢・特例老齢・障害年金受給権者支給停止事由消滅届（旧）
厚生年金保険老齢・通算老齢・特例老齢年金受給権者支給停止事由消滅届・改定事由該当届（退職）（旧）
厚生年金保険老齢・障害年金加給年金額支給停止事由消滅届（旧）
厚生年金保険年金受給権者死亡届（旧）
厚生年金保険障害年金額改定請求書（旧）
厚生年金保険遺族年金額改定請求書（旧）
厚生年金保険遺族年金寡婦加算開始届
厚生年金保険遺族年金寡婦加算廃止届
厚生年金保険遺族・通算遺族・特例遺族年金受給権者支給停止事由消滅届（旧）
遺族年金寡婦加算額支給停止事由消滅届（旧）
厚生年金保険遺族年金差額支給請求書（旧）
厚生年金保険遺族年金差額支給額変更届
厚生年金保険遺族・通算遺族・特例遺族年金受給権者支給停止事由該当届（旧）
遺族年金寡婦加算額支給停止事由該当届（旧）
厚生年金保険遺族・通算遺族・特例遺族年金受給権者の所在不明による支給停止・支給停止解除申請書
厚生年金保険通算特例遺族年金胎児出生による裁定の請求書
退職共済年金給付裁定・改定請求書
退職共済年金加給年金額支給停止事由該当・消滅届
共済年金受給権者現況届
障害共済年金・障害年金受給権者厚生年金保険被保険者資格取得・喪失届
障害による退職・遺族・遺族共済年金の支給停止解除届
遺族共済年金中高齢寡婦加算額・経過的寡婦加算額支給停止事由該当届
扶養遺族（公務上）不該当届
特別支給の老齢厚生年金受給者障害者特例請求書
国民年金老齢基礎年金額改定請求書
国民年金老齢基礎年金共済組合員期間等追加申立書（退職）
国民年金老齢基礎年金額加算開始事由該当届
国民年金老齢基礎年金加算額不該当届
国民年金老齢基礎年金加算額支給停止事由該当届
国民年金老齢基礎年金加算額支給停止事由消滅届
製菓衛生師の養成施設の指定申請
船員保険老齢年金裁定請求書（旧）
船員保険老齢・障害年金加給金支給停止事由該当届（旧）
船員保険老齢・通算老齢・特例老齢・障害年金受給権者支給停止事由消滅届・改定事由該当届（65歳喪失）（旧）
船員保険年金受給権者死亡届（旧）
船員保険障害年金額改定請求書（旧）
船員保険障害年金改定事由該当届 障害年金の受給権取得届
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船員保険法145条、153条、船員保険法施行規則昭和61年附
則21条、旧船員保険法施行規則81条、81条の2、81条の4
船員保険法145条、153条、船員保険法施行規則昭和61年附
則21条、旧船員保険法施行規則82条、82条の11
船員保険法145条、153条、船員保険法施行規則昭和61年附
則21条、旧船員保険法施行規則82条の10の2、82条の10の4
船員保険法145条、153条、船員保険法施行規則昭和61年附
則21条、旧船員保険法施行規則82条の10の3
船員保険法145条、153条、船員保険法施行規則昭和61年附
則21条、旧船員保険法施行規則82条の10の5
船員保険法145条、153条、船員保険法施行規則昭和61年附
則21条、旧船員保険法施行規則82条の2、82条の3の2、82条
船員保険法145条、153条、船員保険法施行規則昭和61年附
則21条、旧船員保険法施行規則82条の4、82条の4の2
船員保険法24条、153条、船員保険法施行規則15条
厚生年金保険法27条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
船員保険法24条、153条、船員保険法施行規則8条、9条、10条
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
19条、19条の2
医師法第１６条の２第１項
医療法第７０条第２項
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律第106条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律第69条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律第72条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律第92条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律第95条の規定によりなお従前
の例によることとされた廃止前の厚生労働大臣の所管に属す
る公益法人の設立及び監督に関する規則第６条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律第95条の規定によりなお従前
の例によることとされた廃止前の厚生労働大臣の所管に属す
る公益法人の設立及び監督に関する規則第７条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律第95条の規定によりなお従前
の例によることとされた改正前の民法第４５条第１項若しくは第
３項、第４６条第２項若しくは第４８条、第４６条第３項
厚生労働大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関
する規則第４条第１項
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律第95条の規定によりなお従前
の例によることとされた改正前の民法第７２条第２項
厚生労働大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関
する規則第１１条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律第95条の規定によりなお従前
の例によることとされた改正前の民法第７７条第１項
厚生労働大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関
する規則第１０条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律第95条の規定によりなお従前
の例によることとされた改正前の民法第７７条第２項
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律第95条の規定によりなお従前
の例によることとされた改正前の民法第７７条第３項
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律第95条の規定によりなお従前
の例によることとされた改正前の民法第８３条
厚生労働大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関
する規則第１２条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律第95条の規定によりなお従前
の例によることとされた廃止前の厚生労働大臣の所管に属す
る公益法人の設立及び監督に関する規則第３条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律第95条の規定によりなお従前
の例によることとされた廃止前の厚生労働大臣の所管に属す
る公益法人の設立及び監督に関する規則第７条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律第95条の規定によりなお従前
の例によることとされた廃止前の厚生労働大臣の所管に属す
る公益法人の設立及び監督に関する規則第８条
沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第７条
家内労働法施行規則第２３条第１項
家内労働法施行規則第２３条第２項
家内労働法施行規則第２３条第３項
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第１７条等の特例等
に関する法律施行規則第１３条において準用する第７条
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第１７条等の特例等
に関する法律第８条
確定給付企業年金法施行令第４２条第２項、確定給付企業年
金法施行規則第７４条

船員保険遺族年金裁定請求書（旧）
船員保険遺族・通算遺族・特例遺族年金受給権者支給停止事由消滅届（旧）
船員保険遺族年金寡婦加算額支給停止事由消滅届（旧）
船員保険遺族年金寡婦加算額支給停止事由該当届・廃止（不該当）届
船員保険遺族年金寡婦加算額支給停止事由該当届（旧）
船員保険遺族・通算遺族・特例遺族年金受給権者支給停止事由該当届（旧）
船員保険遺族・通算遺族・特例遺族年金受給権者の所在不明による支給停止・支給停止解除申請書（旧）
船員保険・厚生年金保険被保険者種別変更届
船員保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更（基準日）届
臨床研修指定病院の指定
麻酔科標榜許可の申請
移行登記完了届出
公益法人の合併の認可申請
公益法人の合併の登記完了届出
最初の評議員の選任に関する理事の定めの認可申請
監事の届出

事業計画書及び収支予算書の届出

登記完了の届出

公益法人の残余財産の処分の許可

清算人及び解散の届出

清算中に就職した清算人の届出

設立許可の取消しによる解散の際に就職した清算人の届出

清算結了の届出

寄附行為の変更の認可

事業状況等の報告

事業計画書等変更の届出

沖縄失業者求職手帳の再交付申請
新たに委託者となつた者が提出する委託状況届
定期に提出する委託状況届
家内労働死傷病届
臨床修練指導医（臨床修練指導歯科医）認定証書換え交付申請
臨床修練指導医及び臨床修練指導歯科医の認定
企業年金基金の確定給付企業年金法施行令第４２条第２項の規定による届出
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覚せい剤取締法第２１条第１項、覚せい剤取締法施行規則第５
条第２項
義肢装具士法施行規則第３条・第６条
義肢装具士法施行規則第６条
義肢装具士法施行規則第７条
救急救命士学校養成所指定規則第2条
救急救命士学校養成所指定規則第３条第１項
救急救命士学校養成所指定規則第３条第３項
救急救命士学校養成所指定規則第５条
救急救命士学校養成所指定規則第８条
救急救命士法附則第２条
旧厚生年金保険法37条、厚生年金保険法98条、100条の4、昭
和60年附則78条、厚生年金保険法施行規則77条の2
健康保険法118条、197条、204条、健康保険法施行規則32条
健康保険法126条、197条、204条、健康保険法施行規則114
条、120条
健康保険法169条、197条、204条、健康保険法施行規則145条
健康保険法169条、197条、204条、健康保険法施行規則147条
健康保険法171条、197条、204条、健康保険法施行規則149条
健康保険法197条、204条、健康保険法施行規則113条
健康保険法197条、204条、健康保険法施行規則38条、47条、
52条、120条、121条
船員保険法145条、153条、船員保険法施行規則26条、35条、
健康保険法197条、204条、健康保険法施行規則117条、121
条、132条、134条
健康保険法197条、204条、健康保険法施行規則40条、41条、
116条、134条
船員保険法145条、153条、船員保険法施行規則29条
健康保険法197条、204健康保険法施行規則117条、121条、
健康保険法39条、51条
船員保険法27条、145条、153条、船員保険法施行規則23条
厚生年金保険法31条、98条、100条の4、厚生年金保険法施行
規則12条
健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法
健康保険法第６５条 保険医療機関及び保険薬局の指定並
びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第３条
健康保険法第６６条第１項 保険医療機関及び保険薬局の
指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第６条
健康保険法第７１条 保険医療機関及び保険薬局の指定並
びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第１２条
健康保険法第７９条第１項 保険医療機関及び保険薬局の
指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第１０
健康保険法第８９条
健康保険法第８９条第２項
健康保険法第９３条
建設労働者の雇用の改善等に関する法律第６条 建設労働者
の雇用の改善等に関する法律施行規則第２条
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第１
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第９
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第４
条（個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第５条）
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に
関する法律第１８条第１項
雇用対策法第２７条
雇用保険法施行規則１４５条
雇用保険法施行規則第１０１条の５第１項、第１０１条の８、職
業安定局長通達（平成７年３月３１日付職発第２１８号）
雇用保険法施行規則第１０２条の５第２項及び第３項
雇用保険法施行規則第１０２条の５第２項及び第３項
雇用保険法施行規則第１０条第３項及び第４項
雇用保険法施行規則第１４１条
雇用保険法施行規則第１４１条
雇用保険法施行規則第１４２条
雇用保険法施行規則第１４条の２第１項、第１４条の４第１項
雇用保険法施行規則第１７条第４項及び第７項
雇用保険法施行規則第２１条第１項
雇用保険法施行規則第４９条第１項
雇用保険法第１０条の３、同法施行規則第１７条の２
雇用保険法第２０条第１項、雇用保険施行規則第３１条第１
項、第２項及び第５項、第３１条の３第１項、第２項及び第４項
（受給期間延長）、雇用保険法施行規則第１０１条の２の３（教
育訓練給付適用対象期間延長）、職業安定局長通達（平成７
年３月３１日付職発第２１８号）（高年齢雇用継続給付延長）
雇用保険法第３７条第１項、雇用保険法施行規則第６３条第２
雇用保険法第５６条の２第１項第１号イ、雇用保険法施行規則
第８２条の５第１項及び第３項
雇用保険法第５６条の２第１項第１号ロ、雇用保険法施行規則
第８２条の７
雇用保険法第５６条の２第１項第２号、雇用保険法施行規則第
８４条
雇用保険法第５８条第１項、雇用保険法施行規則第９２条
雇用保険法第５９条第１項、雇用保険法施行規則第９９条
雇用保険法第６０条の２第１項、雇用保険法施行規則第１０１
条の２の８
雇用保険法第６１条の２第１項、雇用保険法施行規則第１０１
条の７、第１０１条の８
雇用保険法第６１条の４第１項、雇用保険法施行規則第１０１
条の１３第１項及び第２項、第１０１条の１５
雇用保険法第６１条の５第１項、雇用保険法施行規則第１０１
条の１４第１項及び第２項、第１０１条の１５
雇用保険法第６１条の７第１項、雇用保険法施行規則第１０１
条の１９第１項、第２項及び第４項、第１０２条
雇用保険法第６１条第１項、雇用保険法施行規則第１０１条の
５第６項及び第７項、第１０１条の８
雇用保険法第６条第４号、同法施行規則第５条
雇用保険法第７条、雇用保険法施行規則第１３条第１項
雇用保険法第７条、雇用保険法施行規則第１４条第１項
雇用保険法第７条、雇用保険法施行規則第６条
雇用保険法第７条、雇用保険法施行規則第７条第１項及び第

封かん証紙の交付申請
義肢装具士名簿の訂正と免許証書換え申請手続
義肢装具士免許証の書換え交付
義肢装具士免許証の再交付申請手続
救急救命士養成所の指定
救急救命士養成所の学則等変更の承認
救急救命士養成所の住所等変更の届出
救急救命士養成所の定期報告
救急救命士養成所の指定取消の申請
救急救命士受験資格の認定
脱退手当金未支給請求書
健康保険法第118条第1項該当不該当届
健康保険日雇特例被保険者手帳交付申請書
健康保険印紙購入通帳交付申請書
保険料納付消印印鑑登録変更届
健康保険印紙受払等報告書
健康保険日雇特例被保険者適用除外承認申請書
健康保険被扶養者（異動）届、船員保険被扶養者（異動）届
被保険者氏名・住所変更届
介護保険適用除外等該当非該当届
被保険者手帳再交付申請書、被保険者受給資格者票再交付申請書、特別療養費受給票再交付申請書
健康保険被保険者資格取得・資格喪失確認請求書、船員保険被保険者資格取得・資格喪失確認請求書、厚生年金保険被保
険者資格取得・資格喪失確認請求書
診療報酬の請求に関する各種届出
保険医療機関等の指定の申請
保険医療機関の指定の変更の申請
保険医又は保険薬剤師の登録の申請
保険医療機関等の指定の辞退の申出
指定訪問看護事業者の指定の申請
指定に関する別段の申出
指定訪問看護事業者の事業所の名称等の変更又は事業の廃止、休止若しくは再開の届出
建設労働者の募集に関する事項の届出
建築物環境衛生管理技術者免状の再交付
建築物環境衛生管理技術者免状の交付
あっせんの申請
男女雇用機会均等法に基づく調停の申請
大量の雇用変動の届出
雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届
雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給資格確認
求職活動支援基本計画書の提出
求職活動支援基本計画書の変更の届出
雇用保険被保険者証の再交付の申請
雇用保険の事業所設置の届出
雇用保険の事業所廃止の届出
雇用保険の事業所の各種変更の届出
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書又は同休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の提出
雇用保険被保険者離職票の再交付の申請
雇用保険の公共職業訓練等受講届及び同通所届
雇用保険受給資格者氏名・住所変更届
未支給の雇用保険失業等給付（求職者給付・就職促進給付）の請求
受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長申請

雇用保険傷病手当の申請
就業促進手当（就業手当）の申請
雇用保険就業促進手当（再就職手当）の申請
雇用保険就業促進手当（常用就職支度手当）の申請
雇用保険移転費の申請
雇用保険広域求職活動費の申請
雇用保険教育訓練給付（教育訓練給付金）の申請
雇用保険高年齢雇用継続給付（高年齢再就職給付金）の申請
雇用保険育児休業給付（育児休業給付金）の申請
雇用保険育児休業給付（育児休業者職場復帰給付金）の申請
雇用保険介護休業給付（介護休業給付金）の申請
高年齢雇用継続基本給付の申請
雇用保険適用除外申請書
雇用保険被保険者転勤届
雇用保険被保険者氏名変更届
雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険被保険者資格喪失届
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公益信託ニ関スル法律第６条
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受け及び監督に
関する規則第８条
公益信託ニ関スル法律第７条
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受け及び監督に
関する規則第１２条
厚生年金保険法10条、98条、100条の4、厚生年金保険法施行
規則4条
厚生年金保険法１１条、98条、100条の4、厚生年金保険法施
行規則5条
厚生年金保険法27条、100条の2、厚生年金保険法施行規則
19条、19条の2
健康保険法48条、204条、健康保険法施行規則26条
厚生年金保険法27条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
15条、15条の2
健康保険法48条、204条、健康保険法施行規則24条
船員保険法24条、153条、船員保険法施行規則6条
厚生年金保険法27条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
18条
厚生年金保険法27条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
19条の5
健康保険法48条、204条、健康保険法施行規則27条
船員保険法24条、153条、船員保険法施行規則11条
厚生年金保険法27条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
厚生年金保険法27条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
22条、22条の2
健康保険法48条、204条、健康保険法施行規則29条、51条、52
条
厚生年金保険法３３条、98条、100条の4、厚生年金保険法施
行規則30条、30条の3、30条の4、附則６条
国民年金法16条、105条、109条の4、国民年金法施行規則16
条、16条の3、16条の4
厚生年金保険法33条、98条、100条の4、厚生年金保険法施行
規則30条の2
国民年金法16条、105条、109条の4、国民年金法施行規則16
厚生年金保険法33条、98条、100条の4、厚生年金保険法施行
規則60条、60条の2
国民年金法16条、105条、109条の4、国民年金法施行規則39
条、40条
厚生年金保険法37条、98条、100条の4、厚生年金保険法施行
規則42条、58条、75条
国民年金法19条、国民年金法施行規則25条、38条、53条、60
厚生年金保険法38条、38条の2、98条、100条の4、同法施行規
則30条の5、30条の5の2、30条の5の3、45条、45条の2、45条
の3、61条、61条の2、61条の3
国民年金法20条、105条、109条の4国民年金法施行規則17
条、17条の7、32条、35条、41条、48条、60条の3、60条の5
船員保険法145条、153条、昭和60年附則87条、旧船員保険法
23条の7、船員保険法施行規則昭和61年附則21条、旧船員保
険法施行規則53条、54条、68条の4、68条の6、72条の2、74条
の10、81条の6、82条の11、82条の14の6、82条の14の9、87条
厚生年金保険法44条の3、98条、100条の4、厚生年金保険法
施行規則30条、30条の3、30条の4
国民年金法28条、105条、109条の4、国民年金法施行規則16
条、16条の3
厚生年金保険法44条、98条、100条の4、厚生年金保険法施行
規則31条の3
国民年金法33条の2、105条、109条の4、国民年金法施行規則
33条の5
厚生年金保険法63条、98条、100条の4、厚生年金保険法施行
規則63条
国民年金法40条、51条、105条、109条の4、国民年金法施行規
則52条、60条の7
船員保険法145条、153条、船員保険法施行規則135条、昭和
61年附則21条、旧船員保険法施行規則82条の5
厚生年金保険法6条、98条、100条の4、厚生年金保険法施行
規則13条の3
健康保険法31条、197条、204条、健康保険法施行規則21条
厚生年金保険法81条の2、98条、100条の4、厚生年金保険法
施行規則25条の2
健康保険法159条、204条、健康保険法施行規則135条
船員保険法118条、145条、153条、船員保険法施行規則161条
厚生年金保険法81条の2、98条、100条の4、厚生年金保険法
施行規則25条の2
健康保険法159条、204条、健康保険法施行規則135条
船員保険法118条、145条、153条、船員保険法施行規則161条
厚生年金保険法8条、98条、100条の4、厚生年金保険法施行
規則14条
健康保険法33条、197条、204条、健康保険法施行規則22条
厚生年金保険法8条の2、98条、100条の4、厚生年金保険法施
行規則14条の2
厚生年金保険法98条、100条の4、平成8年附則16条、厚生年
金保険法施行規則平成9年附則73条
厚生年金保険法98条、１００条の4、平成8年附則16条、厚生年
金保険法施行規則平成9年附則77条
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
13条
健康保険法197条、204条、健康保険法施行規則19条
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則1
条、2条、2条の2
健康保険法197条、204条、健康保険法施行規則2条、37条
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
23条
健康保険法197条、204条、健康保険法施行規則30条、47条、
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
23条、24条
健康保険法197条、204条、健康保険法施行規則30条、31条

信託条項の変更の認可
公益信託の受託者の辞任の許可
厚生年金保険任意単独被保険者資格取得申請書
厚生年金保険任意単独被保険者資格喪失申請書
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、船員保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届、船員保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届

厚生年金保険被保険者種別変更届
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届、船員保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書

国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書（ハガキ形式）
国民年金・厚生年金保険遺族給付裁定請求書

国民年金・厚生年金保険未支給年金保険給付請求書
国民年金・共済組合等・厚生年金保険年金受給選択申出書、国民年金・共済組合・厚生年金保険年金受給選択申出書

国民年金・厚生年金保険老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ申出書

障害基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金加算額・加給年金額対象者の障害該当届

遺族年金失権届

健康保険任意適用申請書・厚生年金保険任意適用申請書
健康保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書、船員保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書

健康保険・厚生年金保険育児休業取得者終了届、船員保険・厚生年金保険育児休業取得者終了届

健康保険・厚生年金保険任意適用取消申請書
厚生年金保険一括適用承認申請書
共済年金未支給年金請求書
共済年金年金受給権者死亡届
健康保険・厚生年金保険新規適用届、船員保険・厚生年金保険新規適用船舶所有者届
健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称変更（訂正）届（管轄内）（管轄外）、船員保険・厚生年金保険船舶所有者氏
名（名称）住所（所在地）変更届（管轄内）（管轄外）
健康保険・厚生年金保険事業所関係変更（訂正）届
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厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
37条、53条、70条
国民年金法105条、109条の4、国民年金法施行規則19条、38
条、53条、60条の8
船員保険法145条、153条、船員保険法昭和61年附則21条、旧
船員保険法施行規則61条
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
38条、39条、54条、55条、71条、72条
国民年金法105条、109条の4、国民年金法施行規則20条、21
条、38条、53条、60条の8
船員保険法145条、153条、船員保険法施行規則120条、121
条、141条、昭和61年附則21条、旧船員保険法施行規則62条、
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
40条、56条、73条、
国民年金法105条、109条の4、国民年金法施行規則22条、38
条、53条、60条の8
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
41条、57条、74条
国民年金法105条、109条の4、国民年金法施行規則24条、38
条、53条、60条の8
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則5
条の4、9条、21条
健康保険法197条、204条、健康保険法施行規則28条、36条、
47条、48条
船員保険法145条、153条、船員保険法施行規則12条、24条、
35条、36条
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則5
条の5、9条の2、21条の2
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
昭和61年附則14条、旧厚生年金保険法施行規則42条、43条
の14、58条、75条、76条の17
厚生年金保険法98条、100条の4、厚生年金保険法施行規則
昭和61年附則14条、旧厚生年金保険法施行規則43条の2
厚生年金保険法第１７６条第２項、厚生年金基金規則第５５条
第４項・第５項
厚生年金保険法第１７７条、厚生年金基金規則第５６条第２項
厚生年金保険法附則４条の３、98条、100条の4、厚生年金保
険法施行規則5条の3
厚生年金保険法附則4条の3、98条、100条の4、厚生年金保険
法施行規則5条の2、22条の3、22条の4
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び
監督に関する規則第２６条
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び
監督に関する規則第２９条
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び
監督に関する規則第３条
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び
監督に関する規則第４条第１項
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び
監督に関する規則第４条第２項
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び
監督に関する規則第５条
港湾労働法施行規則第２０条
港湾労働法施行規則第５条第１項第１号
港湾労働法施行規則第５条第１項第２号
港湾労働法施行規則第５条第１項第３号
港湾労働法施行規則第５条第１項第４号
港湾労働法施行規則第５条第１項第５号
港湾労働法施行規則第５条第１項第６号
港湾労働法施行規則第６条第１項
港湾労働法第１０条第２項、同法施行規則第９条
港湾労働法第１１条、同法施行規則第１０条
港湾労働法第１２条、同法施行規則第１１条
港湾労働法第１５条第３項、同法施行規則第１４条
港湾労働法第１７条第２項、同法施行規則第１６条
港湾労働法第１８条第１項、同法施行規則第１７条
港湾労働法第１８条第３項、第１９条第１項、同法施行規則第１
８条第１項前段
港湾労働法第１８条第３項、同条第４項、第１９条第１項、港湾
労働法施行規則第１８条第１項後段
港湾労働法第２０条第１項、港湾労働法施行規則第１９条
港湾労働法第２３条（労働者派遣事業の適正な運営の確保及
び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第２３条第１
項）、港湾労働法施行規則第２３条
港湾労働法第９条第１項、同法施行規則第３条
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第１１条１
項・２項
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第１６条、高年齢者
等の雇用の安定等に関する法施行規則第６条の２
国民年金基金令第３０条第６項
国民年金法105条、109条の4、附則9条の2、9条の2の2、国民
年金法施行規則16条、国民年金法施行規則16条、16条の2、
国民年金法12条、105条、109条の4、国民年金法施行規則1条
の2、2条、6条の2、6条の3
国民年金法19条、105条、109条の4、国民年金法施行規則昭
和61年附則8条、旧国民年金法施行規則25条、30条
国民年金法93条、国民年金法施行令9条、国民年金法施行規
則80条、99条
国民年金法94条、109条の4、国民年金法施行令第11条、国民
年金法施行規則78条
国民年金法施行規則72条の2〈国民年金法〉
国民年金法施行規則72条の3〈国民年金法〉
国民年金法施行規則72条の6〈国民年金法〉
国民年金法第１４０条、国民年金基金規則第４４条第２項
最低賃金法第11条第2項（12条、15条第3項）
最低賃金法第１５条
最低賃金法第１５条
最低賃金法第7条
作業環境測定法施行規則第１２条
作業環境測定法第５条

年金受給権者氏名変更届

年金受給権者住所・支払機関変更届

年金証書再交付申請書

国民年金・厚生年金保険年金受給権者死亡届

健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更（訂正）届、船員保険・厚生年金保険被保険者氏名変更訂正届

厚生年金保険被保険者住所変更届
厚生年金保険未支給保険給付請求書（旧）
厚生年金保険通算老齢年金裁定請求書（旧）
厚生年金基金の厚生年金保険法第１７６条第２項の規定による届出
厚生年金基金年金給付等積立金の管理運用業務報告書の届出
厚生年金保険高齢任意加入被保険者資格喪失申出申請書
厚生年金保険高齢任意加入被保険者資格取得申出申請書、高齢任意加入被保険者に係る事業主同意（同意撤回）届
受託者の住所、事務所所在地職業又は信託管理人の氏名、住所、職業等の変更の届出
信託終了報告書の提出
財産移転の報告
事業計画書及び収支予算書の届出
事業計画書及び収支予算書の変更の届出
事業状況等の報告
統括事業所の港湾労働者派遣事業の廃止等の届
港湾労働者証の交付を受けた常用労働者の氏名変更の届出
港湾労働者証の交付を受けている常用労働者転勤の届出
港湾労働者証の交付を受けている常用労働者に係る港湾労働者派遣事業関係変更の届
港湾労働者証の交付を受けている派遣対象労働者の主たる業務変更の届
港湾労働者証の交付を受けている派遣対象労働者の派遣資格変更の届
港湾労働者を雇用する事業所の名称、所在地変更の届
港湾労働者証再交付の申請
港湾運送事業主の公共職業安定所の紹介を受けない日雇労働者の雇用の届出
港湾労働者の雇入れ状況等の報告
港湾労働者派遣事業の許可
港湾労働者派遣事業の許可証再交付申請
港湾労働者派遣事業の許可の有効期間更新申請
港湾労働者派遣事業対象業務の種類の変更許可申請
港湾労働者派遣事業変更届出
港湾労働者派遣事業変更届出及び許可証書換申請
港湾労働者派遣事業の事業廃止の届出
港湾労働者派遣事業報告書及び港湾労働者派遣事業収支決算書の提出
港湾労働者の雇用の届出
中高齢者失業者等求職手帳の再交付の申請
多数離職の届出
国民年金基金の国民年金基金令第３０条第６項の規定による届出
国民年金老齢基礎年金支給繰上げ請求書
国民年金被保険者資格取得・種別変更・種別確認（第３号被保険者該当）届書
国民年金未支給老齢・通算老齢年金支給請求書（旧）
国民年金保険料還付請求書
国民年金保険料追納申込書
納付受託希望の申出
納付受託者の名称等の変更の申出
納付受託者の報告
国民年金基金積立金の管理運用業務報告書の届出
最低賃金審議会の意見に関する異議の申出
特定最低賃金の決定又は改正若しくは廃止の決定の申出（労働協約ケース）
特定最低賃金の決定又は改正若しくは廃止の決定の申出（公正競争ケース）
最低賃金の減額特例許可の取消
作業環境測定士欠格条項該当報告
作業環境測定士の資格認定
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指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営
に関する基準第２８条
指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者(平成４年
厚生省告示第32号)第1４号
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法
律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴
う関係法律の整備等に関する法律第２３条、労働保険事務組
合に対する報奨金に関する省令第２条
社会保険労務士法８条、１１条、社会保険労務士法施行規則５
条、６条
社会保険労務士法施行規則第１１条第２項
社会保険労務士法施行規則第２１条
社会保険労務士法施行規則第２１条、第２４条
社会保険労務士法施行規則第２２条
社会保険労務士法施行規則第２２条の２
社会保険労務士法第１８条、同法施行規則第１４条
社会保険労務士法第２５の２７第２項、同法施行規則第１９条
社会保険労務士法第２５の２７第２項、同法施行規則第１９条
の２及び第２４条
社会保険労務士法第２５条の２６第１項、同法施行規則第１８
社会保険労務士法第２５条の２７第２項、同法施行規則第１９
社会保険労務士法第２５条の２７第２項、同法第２５条の３９、
同法施行規則第１９条、第２４条
社会保険労務士法第２５条の３４、同法施行規則第２４条
社会保険労務士法第２５条の３の２第１項
社会保険労務士法第２５条の４０第２項、同法施行規則第２５
条第１項
社会保険労務士法第２５条の４０第２項、同法施行規則第２５
条第２項
社会保険労務士法第２５条の４１第３項、同法施行規則第２７
条第１項
社会保険労務士法第２５条の４１第３項、同法施行規則第２７
条第２項
社会保険労務士法第２５条の４３第１項、同法施行規則第２８
条第１項
社会保険労務士法第２５条の４３第１項、同法施行規則第２８
条第２項
社会保険労務士法第２５条の４４第１項、同法施行規則第３０
条第１項
社会保険労務士法第２５条の４４第１項、同法施行規則第３０
条第２項
社会保険労務士法第２５条の４４第２項
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関
する法律105条、社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行
規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令13
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関
する法律105条、社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行
規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令2
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関
する法律105条、社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行
規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令2
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関
する法律105条、社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行
規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令3
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関
する法律105条、社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行
規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令3
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関
する法律105条、社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行
規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令9
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関
する法律105条、社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行
規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令9
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関
する法律25条、105条、社会保障協定の実施に伴う国民年金法
施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関
する法律25条、105条、社会保障協定の実施に伴う国民年金法
施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省
社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年
金保険法施行規則の特例等に関する省令15条、22条
所得税法施行令第２１７条の２第２項及び第３項並びに法人税
法施行令第７７条の４第２項及び第３項に規定する主務大臣の
証明及び認定に関する手続２
所得税法施行令第２１７条の２第２項及び第３項並びに法人税
法施行令第７７条の４第２項及び第３項に規定する主務大臣の
証明及び認定に関する手続４
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第１１条
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第１４条（第１１
条準用）
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第４０条第２項
障害者の雇用の促進等に関する法律第４４条第１項
障害者の雇用の促進等に関する法律第４５条第１項
障害者の雇用の促進等に関する法律第４６条第４項後段、障
害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第１０条
障害者の雇用の促進等に関する法律第４６条第４項前段、障
害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第１０条
障害者の雇用の促進等に関する法律第４８条第６項（第４６条
第４項後段準用）
障害者の雇用の促進等に関する法律第４８条第６項（第４６条
第４項前段準用）
障害者の雇用の促進等に関する法律第８１条第１項
職業安定法施行規則第２８条第３項
職業安定法施行規則第３２条第４項、同条第５項
職業安定法施行規則第３２条第７項
職業安定法第３０条第１項
職業安定法第３２条の１２第１項
職業安定法第３２条の１６、職業安定法施行規則第２４条の８
職業安定法第３２条の３第１項第２号、職業安定法施行規則第
２０条第５項

指定訪問看護事業の事故発生時の連絡
指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者の認定
労働保険事務組合に対する報奨金交付申請

実務経験（社会保険諸法令の施行事務等３年以上）証明申請
社会保険労務士名簿の様式の提出
社会保険労務士会の役員の選任等の報告
全国社会保険労務士会連合会の役員の選任等の報告
社会保険労務士会の会員の名簿の提出
社会保険労務士に対する注意勧告の報告
社会保険労務士の事務所の増設の許可
社会保険労務士会の主たる事務所の所在地の変更の報告
全国社会保険労務士会連合会の主たる事務所の所在地の変更の報告
社会保険労務士会の設立認可
社会保険労務士会の会則の変更の認可（事務所の所在地の変更に係るものを除く）
全国社会保険労務士会連合会の会則の変更の認可（事務所の所在地の変更に係るものを除く）
全国社会保険労務士会連合会の設立認可申請
社会保険労務士会の会員の懲戒事由の通知
社会保険労務士試験事務に従事する役員の選任の届出
社会保険労務士試験事務に従事する役員の変更の届出
社会保険労務士試験委員の選任の届出
社会保険労務士試験委員の変更の届出
試験事務規程の認可
試験事務規程の変更認可申請
事業計画等の認可
事業計画等の変更認可申請
事業計画等の提出
日独社会保障協定国民年金資格取得特例申出書
日英社会保障協定国民年金適用証明書交付申請書、日英社会保障協定厚生年金保険適用証明書交付申請書
日独社会保障協定国民年金適用証明書交付申請書、日独社会保障協定厚生年金保険適用証明書交付申請書
日英社会保障協定国民年金適用証明期間継続・延長申請書、日英社会保障協定厚生年金保険適用証明期間継続・延長申請
書
日独社会保障協定国民年金適用証明期間継続・延長申請書、日独社会保障協定厚生年金保険適用証明期間継続・延長申請
書
日英社会保障協定国民年金適用証明書再交付申請書、日英社会保障協定厚生年金保険適用証明書再交付申請書
日独社会保障協定国民年金適用証明書再交付申請書、日独社会保障協定厚生年金保険適用証明書再交付申請書
厚生年金保険特例加入被保険者資格取得申出書
厚生年金保険特例加入被保険者資格喪失申出書
ドイツ年金法令に基づく期間等の申立書
特定公益信託の証明
特定公益信託の認定
障害者雇入れ計画の実施状況報告
特定身体障害者雇入れ計画の実施状況報告
障害者職業生活相談員の選任届書の提出
子会社に雇用される労働者に関する特例の申請
関係会社に雇用される労働者に関する特例の申請
変更した障害者雇入れ計画の提出
作成した障害者雇入れ計画の提出
変更した特定身体障害者雇入れ計画の提出
作成した特定身体障害者雇入れ計画の提出
障害者である労働者の解雇の届出
委託募集の許可を受けた者の労働者募集報告の提出
労働組合等による労働者供給事業の許可の更新
労働者供給事業を行う労働組合等の報告書の提出
有料職業紹介事業の許可
有料職業紹介事業の取扱職種の範囲等の届出
有料職業紹介事業者の事業報告書の提出
手数料の額の届出
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職業安定法第３２条の３第１項第２号、職業安定法施行規則第
２０条第６項
職業安定法第３２条の４第３項
職業安定法第３２条の６第２項
職業安定法第３２条の７第１項

有料職業紹介事業の許可証再交付申請
有料職業紹介事業の許可の有効期間の更新
有料職業紹介事業の変更の届出

職業安定法第３２条の７第１項及び第４項

有料職業紹介事業の変更の届出及び許可証の書換の申請

職業安定法第３２条の８第１項
職業安定法第３３条の２第１項、職業安定法施行規則第２５条
の２第１項、第２項、第３項
職業安定法第３３条の２第７項、職業安定法施行規則第２５条
の２第４項
職業安定法第３３条の２第７項、職業安定法施行規則第２５条
の２第５項
職業安定法第３３条第４項

有料職業紹介事業の廃止の届出
学校等の行う無料職業紹介事業の開始の届出

職業安定法第３３条第４項（職業安定法第３２条の１２第１項）
職業安定法第３３条第４項（第３２条の４第３項準用）
職業安定法第３３条第４項（第３２条の６第２項準用）
職業安定法第３３条第４項（第３２条の７第１項及び第４項準
用）
職業安定法第３３条第４項（第３２条の８第１項準用）
職業安定法第３３条第４項、職業安定法施行規則第２４条（職
業安定法第３２条の１６、職業安定法施行規則第２４条の８準
職業安定法第３６条第１項
職業安定法第３６条第２項
職業安定法第３６条第３項
職業安定法第４５条
職業安定法第４７条
職業安定法第４７条
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則
第６条第９号〈食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する
法律１２条第５項第４号〉
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第１２条第
５項第３号
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第１２条第
５項第４号
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第２１条第
食品、添加物等の規格基準（昭和３４年１２月２８日厚生省告示
第３７０号）第１ Ｄ各条 ○食肉製品
2(2)5〈食品衛生法〉
食品衛生法施行規則第４８条第１２号〈食品衛生法第４８条第６
項第４号〉
食品衛生法施行令第４条第２項〈食品衛生法第２５条第１項〉
食品衛生法施行令第９条第１号〈食品衛生法〉
食品衛生法第１３条第1項
食品衛生法第１３条第４項
食品衛生法第３１条
食品衛生法第４８条第６項第３号
食品衛生法第４８条第６項第４号
信託法第１２３条第４項、第２５８条第６項
公益信託ニ関スル法律第８条
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受け及び監督に
関する規則第２１条
信託法第２２条第１項ただし書、第７２条

届出制手数料の額の変更

学校等の行う無料職業紹介事業の廃止の届出
学校等の行う無料職業紹介事業の事業報告書の提出
無料職業紹介事業の変更の届出
無料職業紹介事業の取扱職種の範囲等の届出
無料職業紹介事業の許可証再交付申請
無料職業紹介事業の許可の有効期間の更新
無料職業紹介事業の変更の届出及び許可証の書換の申請
無料職業紹介事業の廃止の届出
無料職業紹介事業の事業報告書の提出
委託募集の許可
委託募集者に係る報酬額の認可
委託募集の届出
労働組合等による労働者供給事業の許可
労働者供給事業の変更の届出
労働者供給事業の変更の届出及び許可証の書換
食鳥処理衛生管理者の資格に係る学力の認定申請
食鳥処理衛生管理者の養成施設の登録申請
食鳥処理衛生管理者の講習会の登録申請
食鳥処理場の指定検査機関の指定申請
規定される製造方法以外で製造される食肉製品の製造及び輸入の承認
食品衛生管理者の資格に係る学力の認定申請
食品等の製品検査の申請
食品衛生監視員の養成施設の登録申請
総合衛生管理製造過程の承認申請
承認を受けた総合衛生管理製造過程の変更の承認申請
登録検査機関の登録申請
食品衛生管理者の養成施設の登録申請
食品衛生管理者の講習会の登録申請
請求による信託管理人の選任

公益信託の受託者の信託財産を固有財産と為す許可

信託法第５８条第４項
請求による受託者の解任
公益信託ニ関スル法律第８条
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受け及び監督に
関する規則第１４条
信託法第６２条第４項
請求による新受託者の選任
公益信託ニ関スル法律第８条
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受け及び監督に
関する規則第１５条
身体障害者福祉法施行規則第１０条
身体障害者福祉法第２５条第１項
身体障害者福祉法第２５条第３項
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５１条の２第１
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５１条の２第３
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５１条の５第１
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５１条の５第１
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５１条の８第１
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５１条の８第１
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５１条の８第２
精神保健福祉士短期養成施設及び精神保健福祉士一般養成
施設等指定規則第１０条
精神保健福祉士短期養成施設及び精神保健福祉士一般養成
施設等指定規則第４条第１項
精神保健福祉士短期養成施設及び精神保健福祉士一般養成
施設等指定規則第４条第２項
精神保健福祉士短期養成施設及び精神保健福祉士一般養成
施設等指定規則第７条
精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関
に関する省令第１０条
精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関
に関する省令第１１条
精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関
に関する省令第１９条
精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関
に関する省令第２０条
精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関
に関する省令第22条
精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関
に関する省令第２条
精神保健福祉士法第１０条

事業等の報告
製作品販売法人の指定
製作品受注納入等の法人の指定
精神障害者社会復帰促進センターの指定
精神障害者社会復帰促進センターの名称、住所又は事務所の所在地の変更の届出
精神障害者社会復帰促進センターの特定情報管理規程の変更の認可
精神障害者社会復帰促進センターの特定情報管理規程の認可
精神障害者社会復帰促進センターの事業計画書及び収支予算書の変更の提出
精神障害者社会復帰促進センターの事業計画書及び収支予算書の提出
精神障害者社会復帰促進センターの事業報告書及び収支決算書の提出
指定養成施設等の指定取消の申請
指定養成施設等の学則等の変更の承認
指定養成施設等の名称等の変更の届出
指定養成施設等の定期報告
指定試験機関による試験結果の報告
指定試験機関による受験停止の処分等の報告
指定登録機関による登録状況の報告
指定登録機関による虚偽登録者等の報告
指定登録機関の名称等変更時の事務
指定試験機関の名称等変更時の届出
指定試験機関の指定
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精神保健福祉士法第１１条第１項
精神保健福祉士法第１２条
精神保健福祉士法第１３条
精神保健福祉士法第１４条
精神保健福祉士法第２１条
精神保健福祉士法第３５条
精神保健福祉士法第３７条
精神保健福祉士法第３７条
精神保健福祉士法第３７条
精神保健福祉士法第３７条
精神保健福祉士法第７条第２号、第３号
製菓衛生師法施行令第２１条第１項〈製菓衛生師法〉
製菓衛生師法施行令第２１条第２項〈製菓衛生師法〉
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第１１条第２項、第３１
条第２項、第３９条の５第２項、第１３条の２第１項、第３５条
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第１２条第１項、第１３
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第３９条の２、第３９条
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第３９条第１項、第４０
条第１項
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第５条第２項、第６条
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第７条、第８条、第２８
条の５ 第２８条の６
船員保険法145条、153条、船員保険法施行規則昭和61年附
則21条、旧船員保険法施行規則54条、55条、56条の2、68条の
8、68条の10、74条の10、74条の11
船員保険法145条、153条、船員保険法施行規則昭和61年附
則21条、旧船員保険法施行規則56条、68条の9
船員保険法145条、153条、船員保険法施行規則昭和61年附
則21条、旧船員保険法施行規則56条の4、74条の10の2
船員保険法145条、153条、船員保険法施行規則昭和61年附
則21条、旧船員保険法施行規則58条、74条
船員保険法145条、153条、船員保険法施行規則昭和61年附
則21条、旧船員保険法施行規則59条、74条の2、82条の9
船員保険法145条、153条、船員保険法施行規則昭和61年附
則21条、旧船員保険法施行規則60条、74条の3、82条の10
船員保険法145条、153条、船員保険法施行規則昭和61年附
則21条、旧船員保険法施行規則66条
船員保険法145条、153条、船員保険法施行規則昭和61年附
則21条、旧船員保険法施行規則68条の2
租税特別措置法施行令第４０条の４第２項及び第３項に規定す
る主務大臣の証明及び認定に関する手続２
租税特別措置法施行令第４０条の４第２項及び第３項に規定す
る主務大臣の証明及び認定に関する手続４
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第
地価税法第６条第２項第２号イ及びロ
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立
の支援に関する法律13条、中国残留邦人等の円滑な帰国の促
進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令18条、
19条、19条の3、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永
住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則16条
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立
の支援に関する法律13条、中国残留邦人等の円滑な帰国の促
進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令9条、19
条の2、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後
の自立の支援に関する法律施行規則15条
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立
の支援に関する法律第17条、同法施行規則第20条
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立
の支援に関する法律第６条、同法施行規則第７条
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立
の支援に関する法律第７条、同法施行規則第13条
賃金の支払の確保等に関する法律第７条
賃金の支払の確保等に関する法律第７条
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の
促進に関する法律
・第１０条第１項
・第１１条
特定独立行政法人等の労働関係に関する法律26条1項、労働
委員会規則81条の4
特定独立行政法人等の労働関係に関する法律32条、労働委
員会規則81条の19 1項
特定独立行政法人等の労働関係に関する法律33条、労働委
員会規則81条の20
特定独立行政法人等労働関係法3条1項、労働組合法5条、11
条1項、25条2項、労働組合法施行令１条、2条、26条の2、労働
委員会規則22条、国営企業労働関係法４条２項
特定独立法人等の労働関係に関する法律27条、労働委員会
規則81条の11
特定独立法人等の労働関係に関する法律４条２項、４項、国営
企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律施行令
毒物及び劇物取締法施行令第３５条第１項
毒物及び劇物取締法施行令第３６条第１項
毒物及び劇物取締法第１０条第１項
毒物及び劇物取締法第４条第１項
毒物及び劇物取締法第４条第４項
毒物及び劇物取締法第７条第３項後段
毒物及び劇物取締法第７条第３項前段
毒物及び劇物取締法第９条第１項
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表四の（二）の
（１）の３〈食品衛生法〉
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表四の（二）の
（２）の２〈食品衛生法〉
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表二の（五）の（5）
〈食品衛生法〉
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表二の（五）の（6）
〈食品衛生法〉
入院時食事療養の基準等（平成６年厚生省告示第２３８号）等
美容師法施行規則附則第７条第１２号、同附則第８条第６号
保険医療機関及び保険医療養担当規則第１１条の３

指定試験機関の役員の選任及び解任の認可
事業計画の認可等
試験事務規程、変更の認可
精神保健福祉士試験委員の選任、変更の届出
試験事務の休廃止の許可
指定登録機関の指定
指定登録機関の役員の選任及び解任の認可
事業計画の認可等
登録事務の休廃止の許可
登録事務規程、変更の認可
養成施設等の指定
製菓衛生師の養成施設の生徒定員等の変更及び施設の廃止の承認申請
製菓衛生師養成施設の名称変更の届出
失権・証書返還不能の届出及び年金の未支給分の請求
支給停止事由又は支給停止終了事由該当の届出
住所変更の届出及び受領代理人に関する届出
氏名等変更の届出及び証書等再発行の申請
障害程度低下及び扶養親族減少の届出
他の法令による給付の失権及び額の改定に関する届出
船員保険老齢・通算老齢・特例老齢・障害年金受給権者支給停止事由消滅届・改定事由該当届（退職）（旧）
船員保険老齢年金・通算老齢年金・特例老齢年金受給権者の厚生年金保険老齢年金受給権取得届（旧）
船員保険老齢・障害年金加給金支給停止事由消滅届（旧）
船員保険老齢年金受給権者支給停止事由該当届・障害年金受給権者障害不該当届（旧）
船員保険老齢年金・障害年金・遺族年金受給権者胎児出生届（旧）
船員保険加給金対象者不該当届（旧）
船員保険未支給保険給付請求書（旧）
船員保険通算老齢年金裁定請求書（旧）
特定公益信託の証明
特定公益信託の認定
短時間労働援助センターの指定の申請
公益法人等が有する未利用地の供用計画の確認
中国残留邦人等の特例措置に伴う老齢給付の年金額改定請求書

中国残留邦人等の特例措置追納申出書

一時帰国旅費の支給申請
永住帰国旅費の支給申請
自立支度金の支給申請
事実上の倒産認定申請
未払賃金額等の確認申請
・開示請求
・請求者に対する開示
あっせん申請(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律)
調停案の疑義の申請（特定独立行政法人等の労働関係に関する法律）
仲裁申請(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律)
特定独立行政法人等労働組合資格審査手続
調停申請(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律)
特定独立行政法人等の職の新設、廃止、変更の通知（非組合員の範囲を定める告示の申出）
登録票の書換え交付
登録票の再交付
氏名等変更の届出（１）氏名、住所、営業所等の名称（２）施設設備（３）取扱品目（廃止に係るもの）（４）営業の廃止
毒物劇物製造業、輸入業の登録
毒物劇物製造業、輸入業の登録の更新
毒物劇物取扱責任者の変更の届出
毒物劇物取扱責任者の設置の届出
取扱品目追加に係る登録の変更
牛乳等の容器包装の例外承認申請
調製粉乳の容器包装の例外承認申請
無糖れん乳、無糖脱脂粉乳、全粉乳、脱脂粉乳、加糖れん乳、加糖脱脂れん乳、加糖粉乳に使用する添加物の種類及び混合
割合の承認申請
調製粉乳に使用する栄養素の種類及び混合割合の承認申請
入院時食事療養/入院時生活療養費に関する届出
美容師の指定養成施設の入学資格の認定申請
療担規則第１１条の３の厚生労働大臣が定める報告事項
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保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬
剤師の登録に関する省令第１５条
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬
剤師の登録に関する省令第１７条
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬
剤師の登録に関する省令第１６条第１項
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬
剤師の登録に関する省令第１６条第２項
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬
剤師の登録に関する省令第２０条
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬
剤師の登録に関する省令第８条
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
（平成２０年厚生労働省告示第６７号）等
麻薬及び向精神薬取締法第１２条第１項ただし書
麻薬及び向精神薬取締法第１２条第３項ただし書
麻薬及び向精神薬取締法第１３条
麻薬及び向精神薬取締法第１７条
麻薬及び向精神薬取締法第２４条第１１項
麻薬及び向精神薬取締法第３０条第１項、麻薬及び向精神薬
取締法施行規則第１１条第２項
麻薬及び向精神薬取締法第３５条第１項
麻薬及び向精神薬取締法第３６条第１項
麻薬及び向精神薬取締法第３６条第３項
麻薬及び向精神薬取締法第３６条第４項（第３６条第１項第２項
準用）
麻薬及び向精神薬取締法第４５条
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の１０
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の１２第１項
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の１２第２項
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の１２第３項（第１８条第３項
準用）
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の１２第４項（第１８条第３項
準用）
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の１２第５項（第１８条第３項
準用）
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の１３第１項
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の１３第２項
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の１３第３項
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の１４第１項
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の２０第４項後段
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の２０第４項前段
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の２２第１項
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の２４第１項
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の２４第２項
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の２７後段
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の２７前段
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の２８第１項
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の２８第２項
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の２９
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の３０
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の３０第２項
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の３１
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の３２
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の３３第１項
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の３３第２項
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の４
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の４（第７条第１項準用）
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の４（第７条第３項準用）
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の４（第９条第１項準用）
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の７（第１０条準用）
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の７（第７条第１項準用）
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の７（第７条第３項準用）
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の７（第９条第１項準用）
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の９第１項
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の９第２項
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の９第３項（第１４条第３項準
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の９第３項（第１５条準用）
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の９第４項（第１４条第３項準
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の９第４項（第１５条準用）
麻薬及び向精神薬取締法第５０条の９第５項（第１４条第３項準
麻薬及び向精神薬取締法第５０条第１項
民法第３４条
厚生労働大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関
する規則第２条
薬剤師法施行規則第１２条第１項
薬事法施行規則第６９条
薬事法第７７条の４の２
薬事法第７７条の４の２の２
有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令（法務
省・厚生労働省第２号）第２条第２項
有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令（法務
省・厚生労働省第２号）第５条
理容師法施行規則附則第７条第１２号、同附則第８条第６号
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大
臣が定める掲示事項（平成１８年厚生労働省告示第１０７号）
臨床工学技士法施行規則第３条・第６条
臨床工学技士法施行規則第６条
臨床工学技士法施行規則第７条
労働安全衛生規則〈労働安全衛生法〉第５８条
労働安全衛生規則〈労働安全衛生法〉第５９条第３項、第６０条
労働安全衛生法第１２条第１項及び第７２条
労働安全衛生法第１２条第１項及び第７２条
労働安全衛生法第６７条第１項
労働安全衛生法第７２条、クレーン等安全規則第２２３条
労働安全衛生法第７２条、クレーン等安全規則第２２９条
労働安全衛生法第７２条、ボイラー及び圧力容器安全規則第１
０４条

保険医等の登録に関する管轄地方厚生（支）局長等変更の届出
保険医等の登録票の書換交付の申請
保険医等の氏名変更等の届出
保険医等死亡等の届出
保険医等の登録の抹消の申出
保険医療機関等の届出事項の変更
訪問看護療養費の請求に関する各種届出
ジアセチルモルヒネ等の譲り渡し等の許可（１）譲り渡し、譲り受け、廃棄（２）研究のための製造、製剤、施用、所持
麻薬原料植物の栽培の許可
携帯麻薬の輸入の許可
携帯麻薬の輸出の許可
麻薬譲渡の許可
封かん証紙の交付申請
麻薬の事故の届出
免許失効等による麻薬の品名、数量の届出
免許失効後、譲渡した麻薬の品名、数量等の届出
麻薬営業者等の死亡等による指定失効時に所有していた麻薬の品名、数量の届出
麻薬元卸売業者が行う定期届出
向精神薬輸入業者が第２種向精神薬を輸入したときの相手国輸出届出書の提出
第１種向精神薬輸出の許可
向精神薬輸出業者以外による向精神薬輸出の許可
第１種向精神薬輸出許可申請書記載事項の変更許可
第２種向精神薬輸出許可申請書記載事項の変更許可
第３種向精神薬輸出許可申請書記載事項の変更許可
向精神薬輸出業者の特定第２種向精神薬及び第３種向精神薬の輸出の許可
特定第２種向精神薬輸出許可申請書記載事項の変更許可
特定第３種向精神薬輸出許可申請書記載事項の変更許可
第２種向精神薬を輸出するときの輸出届出書の提出
向精神薬取扱責任者の変更の届出
向精神薬取扱責任者の届出
向精神薬の事故の届出
向精神薬の品名及び数量等の届出
向精神薬試験研究施設設置者の向精神薬の品名及び数量等の届出
麻薬等原料営業者の業務の変更の届出（１）麻薬等原料輸入業者（２）麻薬等原料輸出業者（３）特定麻薬等原料製造業者
麻薬等原料営業者の業務の届出（１）麻薬等原料輸入業者（２）麻薬等原料輸出業者（３）特定麻薬等原料製造業者
麻薬等原料営業者の業務廃止の届出（１）麻薬等原料輸入業者（２）麻薬等原料輸出業者（３）特定麻薬等原料製造業者
麻薬等原料営業者の死亡又は解散の届出（１）麻薬等原料輸入業者（２）麻薬等原料輸出業者（３）特定麻薬等原料製造業者
麻薬等原料輸入業者の政令で定める麻薬向精神薬原料の輸入の届出
麻薬等原料輸出業者の政令で定める麻薬向精神薬原料の輸出の届出
麻薬等原料輸出業者の政令で定める地域への政令で定める麻薬向精神薬原料の輸出の届出
麻薬等原料輸入業者以外の者の麻薬向精神薬原料の輸入の届出
麻薬等原料輸出業者以外の者の麻薬向精神薬原料の輸出の届出
麻薬等原料営業者の麻薬向精神薬原料の事故等の届出
麻薬等原料営業者の疑わしい取引の届出
向精神薬営業者（１）〜（３）の免許証の再交付
向精神薬営業者（１）〜（３）の向精神薬に関する業務又は研究廃止の届出
向精神薬営業者（１）〜（３）の死亡又は解散の届出
向精神薬営業者（１）〜（３）の免許証記載事項の変更の届出
向精神薬試験研究施設設置者の登録証の再発行
向精神薬試験研究施設設置者の向精神薬に関する学術研究又は試験検査の廃止の届出
向精神薬試験研究施設設置者の死亡又は解散の届出
向精神薬試験研究施設設置者の登録証記載事項の変更の届出
第１種向精神薬の輸入の許可
向精神薬輸入業以外による向精神薬の輸入の許可
第１種向精神薬輸入許可申請書記載事項の変更許可
第１種向精神薬を輸入した時の相手国輸出許可証明書の提出
第２種向精神薬輸入許可申請書記載事項の変更許可
向精神薬輸入業者以外の者が第２種向精神薬を輸入した時の相手国輸出届出書の提出
第３種向精神薬輸入許可申請書記載事項の変更許可
向精神薬営業者の免許（１）向精神薬輸入業者（２）向精神薬輸出業者（３）向精神薬製造製剤業者
公益法人の設立の許可
合格証書の再交付
器具機械に係る治験計画変更等の届出
医療機関等からの医薬品の副作用等報告
医療機関等からの医療機器の不具合報告
保証金取戻しのための公告の届出
有料職業紹介事業者から損害を受けた者の補償事実の確認
理容師の指定養成施設の入学資格の認定申請
保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める基準に関する報告事項
臨床工学技士名簿の訂正と免許証書換え申請手続
臨床工学技士免許証の書換え交付
臨床工学技士免許証の再交付申請手続
健康管理手帳の書替申請
健康管理手帳の返還
衛生管理者免許（１）第一種衛生管理者免許（２）第二種衛生管理者免許の新規交付申請
衛生工学衛生管理者免許の新規交付申請
健康管理手帳の交付申請
クレーン・デリック運転士免許の新規交付申請
移動式クレーン運転士免許の新規交付申請
ボイラー溶接士免許（１）特別ボイラー溶接士免許（２）普通ボイラー溶接士免許の新規交付申請
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労働安全衛生法第７２条、ボイラー及び圧力容器安全規則第１
１３条
労働安全衛生法第７２条、ボイラー及び圧力容器安全規則第１
１９条
労働安全衛生法第７２条、ボイラー及び圧力容器安全規則第９
労働安全衛生法第７２条、高気圧作業安全衛生規則第４７条
労働安全衛生法第７２条、高気圧作業安全衛生規則第５２条
労働安全衛生法第７２条、電離放射線障害防止規則第４８条
労働安全衛生法第７２条、電離放射線障害防止規則第５２条
労働安全衛生法第７２条、労働安全衛生規則６２条
労働安全衛生法第７２条、労働安全衛生規則６２条
労働安全衛生法第７２条、労働安全衛生規則６２条
労働安全衛生法第７２条、労働安全衛生規則６２条
労働安全衛生法第７３条、ボイラー及び圧力容器安全規則第１
０７条
労働安全衛生法第７４条の２、労働安全衛生規則第６７条第１
労働安全衛生法第７４条の２、労働安全衛生規則第６７条第２
労働委員会規則第６４条第２項
労働委員会規則第６４条第３項
労働委員会規則第７０条第１項
労働委員会規則第７０条第３項
労働委員会規則第７３条
労働委員会規則第７５条
労働委員会規則第７９条
労働委員会規則第７９条
労働委員会規則第８１条の１５
労働委員会規則第８１条の１７第３項
労働委員会規則第８１条の２４
労働委員会規則第８１条の８第１項
労働委員会規則第８１条
労働関係調整法12条1項、労働関係調整法施行令2条の2 １
項、3条、労働委員会規則64条1,2項
労働関係調整法18条、労働関係調整法施行令2条の2 1項、3
条、労働委員会規則69条、労働委員会規則70条1項
労働関係調整法26条2項、労働関係調整法施行令3条
労働関係調整法30条、労働関係調整法施行令2条の2 1項、3
条、労働委員会規則78,79条
労働関係調整法9条 労働関係調整法施行令1条の11、2条
労働関係調整法第３７条、労働関係調整法施行令第１０条の
４、労働委員会規則第６２条の４
労働関係調整法第８条の２第４項
労働関係調整法第８条の２第４項
労働災害補償保険法第１２条の８（同法施行規則第１８条の２）
労働者災害補償保険法施行規則第１２条第３項
労働者災害補償保険法施行規則第１５条の５
労働者災害補償保険法施行規則第１９条の２
労働者災害補償保険法施行規則第２０条の２
労働者災害補償保険法施行規則第２１条の２
労働者災害補償保険法施行規則第２１条の２
労働者災害補償保険法施行規則第２１条の２
労働者災害補償保険法施行規則第２１条の２第７項
労働者災害補償保険法施行規則第２２条
労働者災害補償保険法第１１条（同法施行規則第１０条）、労
働者災害補償保険法第２９条（労働者災害補償保険特別支給
金支給規則第１５条）
労働者災害補償保険法第１２条の７（同法施行規則第２１条）
労働者災害補償保険法第１２条の７（同法施行規則第２１条の
労働者災害補償保険法第１２条の７（同法施行規則第２１条の
２第１項）
労働者災害補償保険法第１２条の７、同法第６４条
労働者災害補償保険法第１２条の８（同法施行規則第１２条）
労働者災害補償保険法第１３条（同法施行規則第１２条の２）
労働者災害補償保険法第１４条（同法施行規則第１３条）、特
別支給金支給規則第３条
労働者災害補償保険法第１５条（同法施行規則第１４条の２）
特別支給金支給規則第４条・第７条・第８条
労働者災害補償保険法第１６条（同法施行規則第１５条の２）
特別支給金支給規則第５条・第９条
労働者災害補償保険法第１６条の５の２
労働者災害補償保険法第１６条の６（同法施行規則第１６条）
特別支給金支給規則第５条・第１０条
労働者災害補償保険法第１７条（同法施行規則第１７条の２）
労働者災害補償保険法第２２条（同法施行規則第１８条の５第
労働者災害補償保険法第２２条（同法施行規則第１８条の５第
労働者災害補償保険法第２２条（同法施行規則第１８条の６第
労働者災害補償保険法第２２条の２（同法施行規則第１８条の
７）、特別支給金支給規則第３条
労働者災害補償保険法第２２条の３（同法施行規則第１８条の
８） 特別支給金支給規則第４条・第７条・第８条
労働者災害補償保険法第２２条の４（同法施行規則第１８条の
１０） 特別支給金支給規則第５条・第１０条
労働者災害補償保険法第２２条の４（同法施行規則第１８条の
９） 特別支給金支給規則第５条・第９条
労働者災害補償保険法第２２条の４第３項（同法施行規則第１
８条の９第４項）
労働者災害補償保険法第２２条の５（同法施行規則第１８条の
労働者災害補償保険法第２４条（労働者災害補償保険法施行
規則第１８条の１５）
労働者災害補償保険法第２６条（同法施行規則第１８条の１９）
労働者災害補償保険法第２９条（労働者災害補償保険特別支
給金規則附則第６項）
労働者災害補償保険法第２９条（労働者災害補償保険特別支
給金支給規則第１２条）
労働者災害補償保険法第２９条（労働者災害補償保険特別支
給金支給規則第７条）
労働者災害補償保険法第２９条（労働者災害補償保険特別支
給金支給規則第９条第６項）
労働者災害補償保険法第５９条、６２条

ボイラー整備士免許の新規交付申請
特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許の新規交付申請
ボイラー技士免許（１）特級ボイラー技士免許（２）一級ボイラー技士免許（３）二級ボイラー技士免許の新規交付申請
高圧室内作業主任者免許の新規交付申請
潜水士免許の新規交付申請
エックス線作業主任者免許の新規交付申請
ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許の新規交付申請
ガス溶接作業主任者免許の新規交付申請
発破技士免許の新規交付申請
揚貨装置運転士免許の新規交付申請
林業架線作業主任者免許の新規交付申請
労働安全衛生法に基づく免許証の更新申請
労働安全衛生法に基づく免許証の再交付申請
労働安全衛生法に基づく免許証の書替え申請
あっせん申請書の補正
あっせん事項の変更若しくは追加
調停申請書の補正
調停事項の変更若しくは追加
調停の取下申請
調停案に対する回答
仲裁事項の変更若しくは追加
仲裁申請書の補正
調停の取下申請
調停案に対する回答
仲裁の取下申請
あっせんの取下申請
仲裁の取下申請
あっせん申請（労働関係調整法）
調停申請（労働関係調整法）
調停案に関する疑義の申請（労働関係調整法）
仲裁申請（労働関係調整法）
争議行為発生届
労働争議予告の通知（労働委員会及び厚生労働大臣へ届出）
特別調整委員使用者委員候補者の使用者団体による推薦
特別調整委員労働者委員候補者の労働組合による推薦
傷病の状態等に関する届出（業務災害）
療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等変更届（業務災害）
遺族（補償）年金代表者の選任／解任の届出
休業（補償）給付受給者の傷病の状態に関する報告
年金証書再交付の申請
遺族（補償）年金算定基礎の変更届
遺族（補償）年金受給権者の失権届
年金等受給権者の死亡届
傷病（補償）年金受給者の傷病の状態の変化に関する届出又は治ゆの届出
第三者の行為による災害の届出
未支給の保険給付支給の申請／未支給の特別支給金支給の申請
年金受給権者の定期報告
年金たる保険給付の受給権者の住所・氏名又は年金の払渡金融機関変更の届出
厚生年金保険等の受給関係変更届
事業主責任災害損害賠償の受領の届出
療養補償給付たる療養の給付の請求（業務災害）
療養補償給付たる療養の費用の請求
休業補償給付の請求／休業特別支給金の申請（業務災害）
障害補償給付の請求／障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金の申請（業務災害）
遺族補償給付の請求／遺族特別支給金・遺族特別年金の申請（業務災害）
遺族（補償）年金支給停止解除の申請
遺族補償一時金の請求／遺族特別支給金・遺族特別一時金の申請（業務災害）
葬祭料の請求（業務災害）
療養給付たる療養の給付の請求（通勤災害）
療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届（通勤災害）
療養給付たる療養の費用請求
休業給付の請求／休業特別支給金の申請（通勤災害）
障害給付の請求／障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金の申請（通勤災害）
遺族一時金の請求／遺族特別支給金・遺族特別一時金の申請（通勤災害）
遺族年金の請求／遺族特別支給金・遺族特別年金の申請（通勤災害）
遺族（補償）年金支給停止の申請
葬祭給付の請求（通勤災害）
介護（補償）給付の請求
二次健康診断等給付の請求
障害（補償）年金差額一時金支給の請求／障害特別年金差額一時金支給の請求
特別給与に関する届
障害（補償）給付変更の請求／障害特別年金変更の申請
遺族（補償）年金転給等の請求／遺族特別年金転給等の申請
障害（補償）年金前払一時金の請求
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労働者災害補償保険法第６０条、６３条
労働者災害補償保険法第８条の２第１項
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
等に関する法律第１０条第２項
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
等に関する法律第１１条第１項
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
等に関する法律第１１条第３，４項
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
等に関する法律第１３条第１項
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
等に関する法律第１６条第１項
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
等に関する法律第１９条
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
等に関する法律第２０条
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
等に関する法律第２３条第３項
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
等に関する法律第５条第１項
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
等に関する法律第８条第３項
労働組合法5条、11条1項、労働組合法施行令1条、2条、労働
委員会規則22条
労働組合法施行令第23条の２第４項
労働組合法施行令第23条の２第４項
労働組合法第１８条第１項、労働組合法施行令第１５条
労働組合法第19条の３第２項
労働組合法第19条の３第２項
労働保険の保険料の徴収に関する法律第９条、施行規則第１
０条第２項
労働保険の保険料の徴収に関する法律第９条、施行規則第１
０条第４項
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第６０条第
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第７１条第
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第１５条、第１６条、
第１９条、施行規則第２４条第３項、第２５条第３項、第３３条第
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第１８条、同施行規
則第２７条、第２８条、第２９条、第３０条、第３１条、第３２条
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第１９条第６項、第２
０条第３項、同施行規則第３６条
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第２１条の２、同施
行規則第３８条の２
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第３３条第１項、第４
５条、同施行規則第６０条第1項
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第４条の２第１項、
第３３条第１項、同施行規則第４条
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第４条の２第２項、
同施行規則第５条
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第７条、施行規則第
６条第３項
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第７条、同施行規則
第３４条
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第８条第２項、施行
規則第８条
労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第２条、施行規
則附則第２条、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部
を改正する法律及び労働保険料の徴収等に伴う関係法律の整
備に関する法律第５条、同省令第１条
労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第４条、施行規
則附則第３条、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部
を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法
律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第８条、同省令

遺族（補償）年金前払一時金の請求
平均給与額の証明
一般労働者派遣事業の許可の有効期間の更新
一般労働者派遣事業の変更の届出
一般労働者派遣事業の事業所の新設に係る変更の届出及び許可証の書換え
一般労働者派遣事業の廃止の届出
特定労働者派遣事業の届出
特定労働者派遣事業の変更の届出
特定労働者派遣事業の廃止の届出
海外派遣の届出
一般労働者派遣事業の許可
一般労働者派遣事業の許可証の再交付の申請
労働組合資格審査関係手続
使用者を代表する地方調整委員の使用者団体による推薦（第20条の準用）
労働者を代表する地方調整委員の労働組合による推薦（第20条の準用）
労働協約の地域的の一般的拘束力の決定
中央労働委員会使用者委員候補者の使用者団体による推薦
中央労働委員会労働者委員候補者の労働組合による推薦
継続一括認可・追加・取消申請書
継続一括変更申請書/継続被一括事業名称・所在地変更届
労働保険事務の処理の解除
代理人選任・解任届
概算・増加概算・確定保険料申告書
概算保険料の延納の申請
労働保険料の還付請求
口座振替による納付の申し出
労働保険事務の処理の委託
保険関係成立届
名称・所在地等変更届
一括有期事業開始届
一括有期事業報告書
下請負人を事業主とする認可申請書
任意加入申請書

保険関係消滅申請書
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