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制定年月日・法令番号 企画・立案部署 担当部署

昭和54年6月22日
法律第49号

企画市場局総務課 監督局総務課

エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令
昭和54年9月29日

政令第267号
企画市場局総務課 監督局総務課

昭和24年12月1日
法律第228号

企画市場局総務課調査室

外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

平成16年12月1日
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労
働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・

環境省令第2号

企画市場局総務課調査室

対内直接投資等に関する政令
昭和55年10月11日

政令第261号
企画市場局総務課調査室

対内直接投資等に関する命令

昭和55年11月20日
総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産

省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建
設省令第1号

企画市場局総務課調査室

平成13年6月29日
法律第88号

企画市場局総務課調査室 監督局総務課

確定拠出年金法施行令
平成13年7月23日

政令第248号
企画市場局総務課調査室 監督局総務課

確定拠出年金運営管理機関に関する命令
平成13年7月23日

内閣府・厚生労働省令第6号
企画市場局総務課調査室 監督局総務課

昭和58年5月13日
法律第32号

信用制度参事官室 貸金業室

貸金業法施行令
昭和58年8月10日

政令第181号
信用制度参事官室 貸金業室

貸金業法施行規則
昭和58年8月10日
大蔵省令第40号

信用制度参事官室 貸金業室

昭和27年6月14日
法律第195号

信用制度参事官室 銀行第一課

貸付信託法施行令
昭和27年6月27日

政令第211号
信用制度参事官室 銀行第一課

貸付信託法施行規則
平成19年7月13日
内閣府令第47号

信用制度参事官室 銀行第一課

平成21年6月26日
法律第63号

信用制度企画室
銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室

株式会社地域経済活性化支援機構法施行令
平成21年8月28日

政令第234号
信用制度企画室

銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室

株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則
平成21年8月28日

内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第1号
信用制度企画室

銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室

株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令
平成21年6月26日

内閣府・財務省令第5号
信用制度企画室 信用機構対応室

貸金業法

貸付信託法

株式会社地域経済活性化支援機構法

金　融　庁　所　管　法　令　一　覧

※各法令の全文については、e-Gov法令検索(https://elaws.e-gov.go.jp/)で検索してください。

法 令 名

エネルギーの使用の合理化等に関する法律

外国為替及び外国貿易法

確定拠出年金法
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株式会社地域経済活性化支援機構法第二十五条第一項第一号に規定するおそれがある旨の認定の
申請手続に関する命令

平成24年5月14日
内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・経済産

業省令第1号
信用制度企画室

銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室

平成15年4月9日
法律第27号

企画市場局総務課 信用機構対応室

株式会社産業再生機構法施行令
平成15年4月9日
政令第204号

企画市場局総務課 信用機構対応室

株式会社産業再生機構法施行規則
平成15年5月2日

内閣府・財務省・経済産業省令第1号
企画市場局総務課 信用機構対応室

株式会社産業再生機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令
平成15年4月9日

内閣府・財務省令第7号
企画市場局総務課 信用機構対応室

平成19年6月1日
法律第74号

信用制度参事官室 協同組織金融室

株式会社商工組合中央金庫法施行令
平成19年12月12日

政令第367号
信用制度参事官室 協同組織金融室

経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則
平成20年2月13日

内閣府・財務省・経済産業省令第1号
信用制度参事官室 協同組織金融室

株式会社商工組合中央金庫の商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針
に関する命令

平成29年6月27日
内閣府・財務省・経済産業省令第3号

信用制度参事官室 協同組織金融室

平成23年11月28日
法律第113号

信用制度参事官室
銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令
平成24年2月22日

政令第37号
信用制度参事官室

銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第一項の地域を定める政令
平成23年12月16日

政令第397号
信用制度参事官室

銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則
平成24年2月22日

内閣府・復興庁・総務省・財務省・農林水産
省・経済産業省令第1号

信用制度参事官室
銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関
する命令

平成23年11月28日
内閣府・財務省令第4号

信用制度参事官室 信用機構対応室

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する農水産業協同組合貯金保険機構の
業務の特例等に関する命令

平成23年11月28日
内閣府・財務省・農林水産省令第2号

信用制度参事官室 信用機構対応室

環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九
条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める命令

平成17年3月30日
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労
働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・

環境省令第1号

企画市場局総務課 協同組織金融室

関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

平成16年3月26日
内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文
部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業

省・国土交通省・環境省令第1号

企画市場局総務課

平成17年8月10日
法律第94号

企画市場局総務課

昭和24年6月1日
法律第183号

信用制度参事官室 協同組織金融室

協同組合による金融事業に関する法律施行令
昭和57年3月27日

政令第44号
信用制度参事官室 協同組織金融室

偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護
等に関する法律

協同組合による金融事業に関する法律

株式会社産業再生機構法

株式会社商工組合中央金庫法

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法
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協同組合による金融事業に関する法律施行規則
平成5年3月3日
大蔵省令第10号

信用制度参事官室 協同組織金融室

協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に
規定する区分等を定める命令

平成12年6月26日
総理府・大蔵省令第42号

信用制度参事官室 協同組織金融室

平成5年5月12日
法律第44号

信用制度参事官室 協同組織金融室

協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令
平成5年12月22日

政令第398号
信用制度参事官室 協同組織金融室

信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令
平成6年3月25日
大蔵省令第16号

信用制度参事官室 協同組織金融室

労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令
平成6年3月25日

大蔵省・労働省令第1号
信用制度参事官室 協同組織金融室

信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令
平成6年3月25日
大蔵省令第15号

信用制度参事官室 協同組織金融室

農水産業協同組合の優先出資に関する命令
平成6年3月25日

大蔵省・農林水産省令第1号
信用制度参事官室 協同組織金融室

協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報
通信の技術の利用に関する命令

平成17年3月24日
内閣府・厚生労働省・農林水産省令第1号

企画市場局総務課 協同組織金融室

平成13年11月28日
法律第131号

信用制度企画室

信用制度企画室、
銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室、
郵便貯金・保険監督参事官室

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令
平成13年12月21日

政令第426号
信用制度企画室

信用制度企画室、
銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室、
郵便貯金・保険監督参事官室

銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令
平成14年1月31日
内閣府令第4号

信用制度企画室

信用制度企画室、
銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室、
郵便貯金・保険監督参事官室

銀行等保有株式取得機構に関する命令
平成13年12月21日

内閣府・財務省令第10号
信用制度企画室

信用制度企画室、
銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室、
郵便貯金・保険監督参事官室

農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令
平成14年2月21日

内閣府・農林水産省令第1号
信用制度企画室 協同組織金融室

昭和56年6月1日
法律第59号

信用制度参事官室
銀行第一課、銀行第二課、
郵便貯金・保険監督参事官室

銀行法施行令
昭和57年3月27日

政令第40号
信用制度参事官室

銀行第一課、銀行第二課、
郵便貯金・保険監督参事官室

銀行法施行規則
昭和57年3月31日
大蔵省令第10号

信用制度参事官室
銀行第一課、銀行第二課、
郵便貯金・保険監督参事官室

銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
平成12年6月26日

総理府・大蔵省令第39号
信用制度参事官室

銀行第一課、銀行第二課、
郵便貯金・保険監督参事官室

銀行法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の届出に関する内閣府令
平成13年12月7日
内閣府令第91号

信用制度参事官室 銀行第一課

銀行の電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令
平成29年6月27日
内閣府令第31号

信用制度参事官室
銀行第一課、銀行第二課、
郵便貯金・保険監督参事官室

協同組織金融機関の優先出資に関する法律

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律

銀行法
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昭和21年8月15日
法律第6号

信用制度参事官室

金融機関経理応急措置法施行令
昭和21年8月15日

勅令第390号
信用制度参事官室

金融機関経理応急措置法施行規則
昭和21年8月15日
大蔵省令第92号

信用制度参事官室

昭和21年10月19日
法律第39号

信用制度参事官室

金融機関再建整備法施行令
昭和21年10月29日

勅令第499号
信用制度参事官室

金融機関再建整備法施行規則
昭和21年10月29日

大蔵省・農林省・商工省令第1号
信用制度参事官室

金融機関再建整備法第五十八条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令
昭和23年5月20日

政令第120号
信用制度参事官室

平成10年6月15日
法律第108号

市場課 市場課

金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令
平成10年11月20日

政令第371号
市場課 市場課

金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則
平成10年11月27日

総理府・大蔵省令第48号
市場課 市場課

平成8年6月21日
法律第95号

信用制度参事官室
保険企画室
信用制度企画室

銀行第一課、銀行第二課、
郵便貯金・保険監督参事官室、
協同組織金融室、保険課、
証券課、信用機構対応室

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令
平成15年3月28日

政令第118号

信用制度参事官室
保険企画室
信用制度企画室

銀行第一課、銀行第二課、
郵便貯金・保険監督参事官室、
協同組織金融室、保険課、
証券課、信用機構対応室

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則
平成15年3月28日
内閣府令第19号

信用制度参事官室
保険企画室
信用制度企画室

銀行第一課、銀行第二課、
郵便貯金・保険監督参事官室、
協同組織金融室、保険課、
証券課、信用機構対応室

平成14年12月18日
法律第190号

信用制度参事官室
銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室

金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令
平成14年12月26日

政令第394号
信用制度参事官室

銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室

金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令
平成14年12月27日
内閣府令第88号

信用制度参事官室
銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室

労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令
平成14年12月27日

内閣府・厚生労働省令第7号
信用制度参事官室 協同組織金融室

農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令
平成14年12月27日

内閣府・農林水産省令第14号
信用制度参事官室 協同組織金融室

預金保険機構の金融機関等経営基盤強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令
※ H16.7.26内閣府・財務省令第3号で廃止。但し、経過措置により法附則第四条第一項に規定す
る機構の業務に関して効力あり。

平成14年12月27日
内閣府・財務省令第8号

信用制度参事官室 信用機構対応室

昭和43年6月1日
法律第86号

信用制度参事官室
銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室

金融機関の合併及び転換に関する法律施行令
昭和43年6月1日
政令第143号

信用制度参事官室
銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室

金融機関再建整備法

金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律

金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法

金融機関の合併及び転換に関する法律

金融機関経理応急措置法
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金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令
昭和43年6月1日
大蔵省令第27号

信用制度参事官室
銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室

昭和18年3月11日
法律第43号

信用制度参事官室 銀行第一課

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令
平成5年3月3日
政令第31号

信用制度参事官室 銀行第一課

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
昭和57年3月31日
大蔵省令第16号

信用制度参事官室 銀行第一課

金融危機対応会議令
平成12年6月7日
政令第260号

信用制度企画室 信用機構対応室

平成16年6月18日
法律第128号

信用制度企画室
銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室

金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令
平成16年7月23日

政令第240号
信用制度企画室

銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室

金融機能強化審査会令
平成16年7月23日

政令第241号
信用制度企画室

銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室

金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令
平成16年7月26日
内閣府令第67号

信用制度企画室
銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室

預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令
平成16年7月26日

内閣府・財務省令第3号
信用制度企画室 信用機構対応室

労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令
平成16年7月26日

内閣府・厚生労働省令第7号
信用制度企画室 協同組織金融室

農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令
平成16年7月26日

内閣府・農林水産省令第7号
信用制度企画室 協同組織金融室

平成10年10月16日
法律第132号

信用制度企画室 信用機構対応室

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令
平成10年10月22日

政令第338号
信用制度企画室 信用機構対応室

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則
平成10年12月15日

金融再生委員会規則第2号
信用制度企画室 信用機構対応室

労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則
平成10年10月23日

総理府・労働省令第1号
信用制度企画室 信用機構対応室

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十条に規定する預金保険機構の業務の特例に
係る業務方法書の記載事項に関する命令

平成10年10月23日
総理府・大蔵省令第16号

信用制度企画室 信用機構対応室

平成10年10月22日
法律第143号

信用制度企画室
信用機構対応室、銀行第一課、
銀行第二課

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令
平成10年10月22日

政令第342号
信用制度企画室

信用機構対応室、銀行第一課、
銀行第二課

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則
平成10年12月15日

金融再生委員会規則第3号
信用制度企画室

信用機構対応室、銀行第一課、
銀行第二課

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令
平成10年10月23日

総理府・農林水産省・労働省令第1号
信用制度企画室

信用機構対応室、銀行第一課、
銀行第二課

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十四条に規定する金融機能早期健全化業
務に係る業務方法書の記載事項に関する命令

平成10年10月23日
総理府・大蔵省令第20号

信用制度企画室
信用機構対応室、銀行第一課、
銀行第二課

平成11年4月21日
法律第32号

信用制度参事官室 貸金業室

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令
平成11年5月19日

政令第156号
信用制度参事官室 貸金業室

金融機能の強化のための特別措置に関する法律

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則
平成11年5月19日

総理府・大蔵省令第31号
信用制度参事官室 貸金業室

特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令
平成11年5月19日

総理府・大蔵省令第32号
信用制度参事官室 貸金業室

特定金融会社等の開示に関する内閣府令
平成11年5月19日
大蔵省令第57号

信用制度参事官室 貸金業室

平成12年5月31日
法律第101号

企画市場局総務課調査室
総合政策局リスク分析総括課金
融サービス仲介業室

金融サービスの提供に関する法律施行令（旧名称：金融商品の販売等に関する法律施行令）
平成12年11月17日

政令第484号
企画市場局総務課調査室

総合政策局リスク分析総括課金
融サービス仲介業室

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令
令和3年6月2日
内閣府令第35号

企画市場局総務課調査室
総合政策局リスク分析総括課金
融サービス仲介業室

金融サービス仲介業者保証金規則
令和3年6月2日

内閣府・法務省令第4号
企画市場局総務課調査室

総合政策局リスク分析総括課金
融サービス仲介業室

金融債券の登録の変更等に関する省令
昭和22年8月23日

大蔵省・司法省令第5号
信用制度企画室

昭和23年4月13日
法律第25号

市場課
企業開示課

市場課、企業開示課、
証券課

金融商品取引法施行令
昭和40年9月30日

政令第321号
市場課
企業開示課

市場課、企業開示課、
証券課

金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令
平成17年2月16日

政令第20号
市場課 審判手続室

金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三条第五項の規定による権限の委任に関する政令
平成20年9月3日
政令第274号

市場課 市場課

証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令
平成14年5月22日

政令第177号
企業開示課 企業開示課

東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する
政令

平成23年6月22日
政令第174号

企業開示課 企業開示課

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令
平成5年3月3日
大蔵省令第14号

市場課
企業開示課

市場課
企業開示課

企業内容等の開示に関する内閣府令
昭和48年1月30日
大蔵省令第5号

企業開示課 企業開示課

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令
昭和47年4月27日
大蔵省令第26号

企業開示課 企業開示課

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令
平成5年3月3日
大蔵省令第22号

企業開示課 企業開示課

金融商品取引業等に関する内閣府令
平成19年8月6日
内閣府令第52号

市場課
企業開示課

市場課、企業開示課、
証券課

金融商品取引業者営業保証金規則
平成19年8月6日

内閣府・法務省令第3号
市場課 証券課

投資顧問業者営業保証金規則及び信託受益権販売業者営業保証金規則の廃止等に関する命令
平成19年8月8日

内閣府・法務省令第5号
市場課 証券課

金融商品取引業協会等に関する内閣府令
平成19年8月7日
内閣府令第53号

市場課
市場課
証券課

金融商品取引所等に関する内閣府令
平成19年8月7日
内閣府令第54号

市場課 市場課

金融商品取引法

金融サービスの提供に関する法律（旧名称：金融商品の販売等に関する法律）
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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令
平成19年8月8日
内閣府令第59号

市場課 市場課

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令
平成25年4月30日
内閣府令第26号

市場課 市場課

店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令
平成24年7月11日
内閣府令第48号

市場課 市場課

金融商品取引清算機関等に関する内閣府令
平成14年12月6日
内閣府令第76号

市場課 市場課

投資者保護基金に関する命令
平成10年11月4日
大蔵省令第125号

市場課 証券課

金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第四十三条第一項に規定する資金
の貸付けを定める命令

平成10年11月30日
総理府・大蔵省令第54号

市場課
市場課
証券課

証券金融会社に関する内閣府令
昭和30年8月1日
大蔵省令第45号

市場課 証券課

金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令
昭和28年8月27日
大蔵省令第75号

市場課 市場課

証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を
定める内閣府令

平成4年7月20日
大蔵省令第68号

市場課
証券取引等監視委員会事務局総
務課

上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令
平成15年3月28日
内閣府令第21号

市場課 市場課

発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令
平成2年11月26日
大蔵省令第38号

企業開示課 企業開示課

発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令
平成6年9月19日
大蔵省令第95号

企業開示課 企業開示課

株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令
平成2年11月20日
大蔵省令第36号

企業開示課 企業開示課

開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令
平成14年5月22日
内閣府令第45号

企業開示課 企業開示課

証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令
平成20年12月5日
内閣府令第78号

企業開示課 企業開示課

金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令
平成29年12月27日
内閣府令第54号

企業開示課 企業開示課

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和38年11月27日
大蔵省令第59号

企業開示課 企業開示課

中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和52年8月30日
大蔵省令第38号

企業開示課 企業開示課

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和51年10月30日
大蔵省令第28号

企業開示課 企業開示課

中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
平成11年3月30日
大蔵省令第24号

企業開示課 企業開示課

財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令
平成19年8月10日
内閣府令第62号

企業開示課 企業開示課

四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
平成19年8月10日
内閣府令第63号

企業開示課 企業開示課

四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
平成19年8月10日
内閣府令第64号

企業開示課 企業開示課

財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
昭和32年3月28日
大蔵省令第12号

企業開示課 企業開示課
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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令
平成17年3月4日
内閣府令第17号

市場課 審判手続室

金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令
平成21年12月28日
内閣府令第77号

金融トラブル解決制度推進室 金融トラブル解決制度推進室

金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令
平成26年2月14日
内閣府令第8号

市場課

特定金融指標算出者に関する内閣府令
平成27年5月15日
内閣府令第39号

市場課 市場課

平成10年10月16日
法律第130号

管理室 管理室

金融庁組織令
平成10年12月15日

政令第392号
管理室 管理室

金融庁設置法第四条第三号クに規定する指定紛争解決機関を定める政令
平成21年12月28日

政令第308号
管理室 管理室

金融庁設置法附則第九条第一項の政令で定める日を定める政令
平成13年4月20日

政令第166号
管理室 管理室

企業会計審議会令
昭和27年7月31日

政令第307号
企業開示課 企業開示課

金融審議会令
平成12年6月7日
政令第263号

企画市場局総務課 企画市場局総務課

金融庁組織規則
平成10年12月15日
総理府令第81号

管理室 管理室

金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令
平成4年7月20日
大蔵省令第69号

リスク分析総括課 リスク分析総括課

昭和46年6月1日
法律第92号

総合政策課

勤労者財産形成促進法施行令
昭和46年11月1日

政令第332号
総合政策課 総合政策課

昭和42年8月2日
法律第130号

企業開示課 企業開示課

令和3年5月19日
法律第38号

総合政策課
企画市場局総務課調査室

銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室、
郵便貯金・保険監督参事官室、
信用機構対応室

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十六条第一
項の政令で定める金額を定める政令

令和3年5月19日
政令第154号

総合政策課
企画市場局総務課調査室

信用機構対応室

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四章に規定
する預金保険機構の業務の特例等に関する命令

令和3年5月19日
内閣府・財務省令第3号

総合政策課
企画市場局総務課調査室

信用機構対応室

昭和39年6月30日
法律第123号

企業開示課
企業開示課
公認会計士・監査審査会

昭和23年7月6日
法律第103号

企業開示課
企業開示課
公認会計士・監査審査会

公認会計士法施行令
昭和27年8月14日

政令第343号
企業開示課

企業開示課
公認会計士・監査審査会

金融庁設置法

勤労者財産形成促進法

計理士の名称の使用に関する法律

公認会計士特例試験等に関する法律

公認会計士法

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律
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公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令
平成19年12月7日

政令第358号
企業開示課 審判手続室

公認会計士・監査審査会令
平成12年6月7日
政令第265号

企業開示課 公認会計士・監査審査会

公認会計士法施行規則
平成19年12月7日
内閣府令第81号

企業開示課
企業開示課
公認会計士・監査審査会

公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令
平成19年12月7日
内閣府令第82号

企業開示課 審判手続室

公認会計士等登録規則
昭和42年3月20日
大蔵省令第8号

企業開示課 企業開示課

特定社員登録規則
平成19年12月7日
内閣府令第83号

企業開示課 企業開示課

外国監査法人等に関する内閣府令
平成20年3月14日
内閣府令第9号

企業開示課
企業開示課
公認会計士・監査審査会

公認会計士試験規則
平成16年3月25日
内閣府令第18号

企業開示課 公認会計士・監査審査会

実務補習規則
平成17年12月22日
内閣府令第106号

企業開示課 企業開示課

業務補助等に関する規則
昭和25年8月12日

公認会計士管理委員会規則第7号
企業開示課 企業開示課

公認会計士等の懲戒事件に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令
昭和30年12月15日
大蔵省令第71号

企業開示課 企業開示課

公認会計士・監査審査会の職員が検査の際に携帯すべき証票の様式を定める内閣府令
平成16年3月2日
内閣府令第8号

企業開示課 公認会計士・監査審査会

公認会計士・監査審査会事務局組織規則
平成16年3月16日
内閣府令第11号

企業開示課 公認会計士・監査審査会

日本公認会計士協会に関する内閣府令
平成16年3月24日
内閣府令第15号

企業開示課
企業開示課
公認会計士・監査審査会

公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令
平成16年3月25日
内閣府令第17号

企業開示課 企業開示課

有限責任監査法人供託金規則
平成19年12月7日

内閣府・法務省令第8号
企業開示課 企業開示課

平成25年12月11日
法律第98号

企画市場局総務課
銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室、証券課、
保険課、貸金業室

産業競争力強化法施行令
平成26年1月17日

政令第13号
企画市場局総務課

銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室、証券課、
保険課、貸金業室

産業競争力強化法施行規則

平成30年7月6日
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労
働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・

環境省令第1号

企画市場局総務課
銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室、証券課、
保険課、貸金業室

産業競争力強化法第五十四条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令
平成26年1月17日

内閣府・経済産業省令第1号
企画市場局総務課

産業競争力強化法施行令第四条に規定する内閣府令・経済産業省令で定める基準等を定める命令
平成27年4月1日

内閣府・経済産業省令第1号
デジタル・分散型金融企画室

産業競争力強化法
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制定年月日・法令番号 企画・立案部署 担当部署法 令 名

昭和24年6月1日
法律第185号

企画市場局総務課

産業標準化法施行規則

昭和24年8月1日
総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業

省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建
設省令第1号

企画市場局総務課

産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令

平成30年11月14日
内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農
林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省第2

号

企画市場局総務課

役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令

令和元年7月1日
内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農
林水産・経済産業省・国土交通省・環境省令第2

号

企画市場局総務課

産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令
昭和55年4月25日

厚生省・通商産業省・運輸省令第1号
企画市場局総務課

産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法
律施行規則

平成17年3月30日
厚生労働省・農林水産・経済産業省・国土交通

省令第7号
企画市場局総務課

平成21年6月24日
法律第59号

デジタル・分散型金融企画室 フィンテックモニタリング室

資金決済に関する法律施行令
平成22年3月1日

政令第19号
デジタル・分散型金融企画室 フィンテックモニタリング室

前払式支払手段に関する内閣府令
平成22年3月1日
内閣府令第3号

デジタル・分散型金融企画室 フィンテックモニタリング室

資金移動業者に関する内閣府令
平成22年3月1日
内閣府令第4号

デジタル・分散型金融企画室 フィンテックモニタリング室

資金清算機関に関する内閣府令
平成22年3月1日
内閣府令第5号

デジタル・分散型金融企画室 銀行第一課

認定資金決済事業者協会に関する内閣府令
平成22年3月1日
内閣府令第6号

デジタル・分散型金融企画室 フィンテックモニタリング室

資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令
平成22年3月1日
内閣府令第8号

金融トラブル解決制度推進室 金融トラブル解決制度推進室

暗号資産交換業者に関する内閣府令
平成29年3月24日
内閣府令第7号

デジタル・分散型金融企画室 フィンテックモニタリング室

前払式支払手段発行保証金規則
平成22年3月1日

内閣府・法務省令第4号
デジタル・分散型金融企画室 フィンテックモニタリング室

資金移動業履行保証金規則
平成22年3月1日

内閣府・法務省令第5号
デジタル・分散型金融企画室 フィンテックモニタリング室

昭和25年4月25日
法律第110号

企業開示課 企業開示課

資産再評価法施行令
昭和25年4月25日

政令第95号
企業開示課 企業開示課

資産再評価法施行規則
昭和25年4月25日
大蔵省令第37号

企業開示課 企業開示課

資産再評価の基準の特例に関する省令
昭和25年5月26日
大蔵省令第54号

企業開示課 企業開示課

平成10年6月15日
法律第105号

市場課 証券課

産業標準化法

資金決済に関する法律

資産再評価法

資産の流動化に関する法律
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制定年月日・法令番号 企画・立案部署 担当部署法 令 名

資産の流動化に関する法律施行令
平成12年11月17日

政令第479号
市場課 証券課

資産の流動化に関する法律施行規則
平成12年11月17日
総理府令第128号

市場課 証券課

特定目的会社の監査に関する規則
平成18年4月20日
内閣府令第45号

市場課 証券課

特定目的会社の計算に関する規則
平成18年4月20日
内閣府令第44号

市場課 証券課

特定目的会社の社員総会に関する規則
平成18年4月25日
内閣府令第53号

市場課 証券課

資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関
する内閣府令

平成12年11月17日
総理府令第130号

市場課 証券課

特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令
平成12年11月17日
総理府令第131号

市場課 証券課

特定目的信託財産の計算に関する規則
平成12年11月17日
総理府令第132号

市場課 証券課

特定目的信託の権利者集会等に関する規則
平成18年4月25日
内閣府令第54号

市場課 証券課

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目
的会社に関する政令

平成18年4月19日
政令第175号

市場課 証券課

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令
平成18年4月20日
内閣府令第46号

市場課 証券課

平成4年6月3日
法律第70号

企画市場局総務課

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別
措置法施行令

平成4年11月26日
政令第365号

企画市場局総務課

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別
措置法施行規則

平成4年12月1日
総理府令第53号

企画市場局総務課

自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提
出方法等を定める命令

平成14年4月30日
内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文
部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業

省・国土交通省・環境省令第1号

企画市場局総務課

昭和30年7月29日
法律第97号

保険企画室 保険課

自動車損害賠償保障法施行令
昭和30年10月18日

政令第286号
保険企画室 保険課

自動車損害賠償責任保険審議会令
平成12年6月7日
政令第264号

保険課 保険課

自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令
昭和30年12月1日

政令第316号
保険企画室 保険課

自動車損害賠償保障法第二十九条の二第一項に規定する保険会社及び組合の料率団体に対する報
告に関する内閣府令

平成8年11月29日
大蔵省令第61号

保険企画室 保険課

自動車損害賠償保障法第二十八条の三第一項に規定する準備金の積立て等に関する命令
平成9年3月13日

大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運
輸省令第1号

保険企画室 保険課

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のた
めの措置に関する命令

平成13年12月21日
内閣府・国土交通省令第2号

保険企画室 保険課

自動車損害賠償責任保険審議会規則
昭和45年9月30日
大蔵省令第66号

保険課 保険課

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置
法

自動車損害賠償保障法
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平成13年6月27日
法律第75号

市場課 市場課

社債、株式等の振替に関する法律施行令
平成14年12月6日

政令第362号
市場課 市場課

一般振替機関の監督に関する命令
平成14年3月28日

内閣府・法務省令第1号
市場課 市場課

特別振替機関の監督に関する命令
平成14年12月6日

内閣府・法務省・財務省令第1号
市場課 市場課

口座管理機関に関する命令
平成14年12月6日

内閣府・法務省・財務省令第2号
市場課 市場課

社債、株式等の振替に関する命令
平成14年12月6日

内閣府・法務省令第5号
市場課 市場課

国債の振替に関する命令
平成14年12月6日

内閣府・法務省・財務省令第3号
市場課 市場課

加入者保護信託に関する命令
平成14年12月6日

内閣府・法務省・財務省令第4号
市場課 市場課

昭和29年6月23日
法律第195号

信用制度参事官室 貸金業室

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令
平成19年11月7日

政令第331号
信用制度参事官室 貸金業室

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第九項第一号
に規定する小規模のものを定める内閣府令

昭和58年8月10日
大蔵省令第41号

信用制度参事官室 貸金業室

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第十五項に規
定する金額を定める政令

平成3年6月14日
政令第214号

信用制度参事官室 貸金業室

昭和29年6月23日
法律第195号

信用制度参事官室 銀行第一課

昭和32年5月27日
法律第135号

信用制度企画室 信用制度企画室

準備預金制度に関する法律施行令
昭和32年6月6日
政令第135号

信用制度企画室 信用制度企画室

指定金融機関の日本銀行預け金の額が不足する場合における日本銀行の政府に対する納付金の納
付手続に関する命令

昭和32年7月2日
大蔵省令第59号

信用制度企画室 信用制度企画室

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別
措置法第十五条第一項及び第二項の規定による立入検査をする金融庁等の職員の携帯する身分を
示す証明書の様式を定める内閣府令

平成26年2月24日
内閣府令第10号

秘書課 秘書課

平成3年5月2日
法律第66号

信用制度参事官室 証券課

商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令
平成4年3月24日

政令第45号
信用制度参事官室 証券課

商品投資契約に基づいて出資された財産の分別管理に関する命令
平成19年8月9日

内閣府・経済産業省令第1号
信用制度参事官室 証券課

商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十七条において準用する同法第三十条第一項の規定
による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令

平成19年8月9日
内閣府・農林水産省・経済産業省令第一号

信用制度参事官室

平成16年12月3日
法律第154号

信用制度参事官室 銀行第一課

信託業法施行令
平成16年12月27日

政令第427号
信用制度参事官室 銀行第一課

信託業法施行規則
平成16年12月28日
内閣府令第107号

信用制度参事官室 銀行第一課

社債、株式等の振替に関する法律

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

旧出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

準備預金制度に関する法律

商品投資に係る事業の規制に関する法律

信託業法
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信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令
平成13年3月16日

内閣府・財務省令第2号
信用制度参事官室 銀行第一課

信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法等に関する命令
※ H19.12.14内閣府・法務省令第10号で廃止。但し、経過措置により既登録社債に関して効力あ
り。

平成13年3月16日
内閣府・法務省令第1号

信用制度参事官室 銀行第一課

信託会社等営業保証金規則
平成16年12月28日

内閣府・法務省令第2号
信用制度参事官室 銀行第一課

信託兼営金融機関営業保証金規則
平成16年12月28日

内閣府・法務省令第4号
信用制度参事官室 銀行第一課

昭和26年6月15日
法律第238号

信用制度参事官室 協同組織金融室

信用金庫法施行令
昭和43年6月1日
政令第142号

信用制度参事官室 協同組織金融室

全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令
平成元年7月7日
政令第218号

信用制度参事官室 協同組織金融室

信用金庫法施行規則
昭和57年3月31日
大蔵省令第15号

信用制度参事官室 協同組織金融室

信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定め
る命令

平成12年6月26日
総理府・大蔵省令第41号

信用制度参事官室 協同組織金融室

信用金庫及び信用金庫連合会の信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関す
る内閣府令

平成29年6月27日
内閣府令第33号

信用制度参事官室 協同組織金融室

昭和26年6月15日
法律第239号

信用制度参事官室 協同組織金融室

昭和28年8月10日
法律第196号

信用制度参事官室 協同組織金融室

信用保証協会法施行令
昭和28年9月7日
政令第271号

信用制度参事官室 協同組織金融室

信用保証協会法施行規則
昭和28年10月27日

大蔵省・通商産業省令第3号
信用制度参事官室 協同組織金融室

信用保証協会法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する
法律施行規則

平成17年3月30日
内閣府・経済産業省令第4号

信用制度参事官室 協同組織金融室

信用保証協会法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証票の様式の特例に関
する命令

令和3年10月22日
内閣府・経済産業省令第10号

信用制度参事官室 協同組織金融室

水銀含有再生資源の管理に関する命令

平成27年12月7日
内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文
部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業

省・国土交通省・環境省・防衛省令第3号

企画市場局総務課

水銀による環境の汚染の防止に関する法律の規定に基づく立入検査等をする職員の携帯する身分
を示す証明書の様式を定める命令

平成27年12月7日
内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文
部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業

省・国土交通省・環境省・防衛省令第4号

企画市場局総務課

昭和23年12月15日
法律第242号

信用制度参事官室 協同組織金融室

水産業協同組合法施行令
平成5年10月6日
政令第328号

信用制度参事官室 協同組織金融室

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令
平成5年3月3日

大蔵省・農林水産省令第2号
信用制度参事官室 協同組織金融室

信用金庫法

信用金庫法施行法

信用保証協会法

水産業協同組合法
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水産業協同組合法施行令第三十条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に
関する命令

平成12年3月23日
総理府・大蔵省・農林水産省令第6号

信用制度参事官室 協同組織金融室

水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令
平成12年6月30日

総理府・大蔵省・農林水産省令第15号
信用制度参事官室 協同組織金融室

水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合等の特定信用事業電子決済等
代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令

平成29年6月27日
内閣府・農林水産省令第4号

信用制度参事官室 協同組織金融室

平成10年5月20日
法律第63号

信用制度参事官室
銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室、保険課

スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令
平成10年11月9日

政令第363号
信用制度参事官室

銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室、保険課

スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令
平成10年11月19日

総理府・大蔵省・文部省令第1号
信用制度参事官室

銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室、保険課

昭和25年5月11日
法律第177号

保険企画室 保険課

船主相互保険組合法施行令
昭和25年8月26日

政令第277号
保険企画室 保険課

船主相互保険組合法施行規則
昭和25年10月2日

大蔵省・運輸省令第2号
保険企画室 保険課

昭和23年7月29日
法律第193号

保険企画室 保険課

損害保険料率算出団体に関する法律施行令
昭和26年12月26日

政令第389号
保険企画室 保険課

損害保険料率算出団体に関する内閣府令
平成8年2月29日
大蔵省令第7号

保険企画室 保険課

損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令
平成8年2月29日
大蔵省令第8号

保険企画室 保険課

明治38年3月13日
法律第52号

信用制度参事官室 銀行第一課

担保付社債信託法施行令
平成14年3月20日

政令第51号
信用制度参事官室 銀行第一課

担保付社債信託法施行規則
平成19年7月13日
内閣府令第48号

信用制度参事官室 銀行第一課

地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図
るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則

令和2年11月27日
内閣府・国土交通省令第6号

銀行第二課 銀行第二課

平成10年10月9日
法律第117号

企画市場局総務課 監督局総務課

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
平成11年4月7日
政令第143号

企画市場局総務課 監督局総務課

地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則
平成11年4月7日
総理府令第31号

企画市場局総務課 監督局総務課

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令

平成18年3月29日
内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文
部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業

省・国土交通省・環境省令第31号

企画市場局総務課 監督局総務課

昭和24年6月1日
法律第181号

信用制度参事官室 協同組織金融室

中小企業等協同組合法施行令
昭和33年3月28日

政令第43号
信用制度参事官室 協同組織金融室

船主相互保険組合法

損害保険料率算出団体に関する法律

担保付社債信託法

地球温暖化対策の推進に関する法律

中小企業等協同組合法

スポーツ振興投票の実施等に関する法律
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中小企業等協同組合法施行規則
平成20年2月12日

内閣府・財務省・厚生労働省･農林水産省・経済
産業省・国土交通省･環境省令第1号

信用制度参事官室 協同組織金融室

中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令
平成5年3月3日
大蔵省令第9号

信用制度参事官室 協同組織金融室

中小企業等協同組合法施行法第三十六条第三項の規定による主務大臣の権限の委任に関する政令
昭和55年8月29日

政令第226号
信用制度参事官室 協同組織金融室

中小企業等協同組合法施行法第三十六条第三項の規定による組合の継続の決議の認可の申請手続
に関する省令

昭和55年8月29日
大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運

輸省・建設省令第2号
信用制度参事官室 協同組織金融室

中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に
関する法律施行規則

平成17年3月30日
内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経

済産業省・国土交通省令第4号
信用制度参事官室 協同組織金融室

信用協同組合及び信用協同組合連合会の信用協同組合電子決済等代行業者との連携及び協働に係
る方針に関する内閣府令

平成29年6月27日
内閣府令第32号

信用制度参事官室 協同組織金融室

中小企業等協同組合法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証票及び証明
書の様式の特例に関する命令

令和3年10月22日
内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経

済産業省・国土交通省・環境省令第4号
信用制度参事官室 協同組織金融室

昭和24年6月1日
法律第182号

信用制度参事官室
協同組織金融室
保険課

平成11年3月31日
法律第18号

信用制度参事官室 監督局総務課

中小企業等経営強化法施行令
平成11年6月23日

政令第201号
信用制度参事官室 監督局総務課

中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関す
る命令

平成24年8月30日
内閣府・経済産業省令第6号

信用制度参事官室 監督局総務課

昭和27年12月27日
法律第346号

信用制度参事官室 協同組織金融室

中小漁業融資保証法施行令
昭和28年2月6日

政令第16号
信用制度参事官室 協同組織金融室

中小漁業融資保証法施行規則
昭和49年8月1日

大蔵省・農林省令第1号
信用制度参事官室 協同組織金融室

漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令
平成20年1月28日

内閣府・農林水産省令第2号
信用制度参事官室 協同組織金融室

昭和27年6月12日
法律第187号

信用制度参事官室 銀行第一課

長期信用銀行法施行令
昭和57年3月27日

政令第42号
信用制度参事官室 銀行第一課

長期信用銀行法施行規則
昭和57年3月31日
大蔵省令第13号

信用制度参事官室 銀行第一課

長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命
令

平成12年6月26日
総理府・大蔵省令第40号

信用制度参事官室 銀行第一課

平成19年6月27日
法律第102号

信用制度参事官室 貸金業室

電子記録債権法施行令
平成20年10月22日

政令第325号
信用制度参事官室 貸金業室

電子記録債権法施行規則
平成20年10月22日

内閣府・法務省令第4号
信用制度参事官室 貸金業室

中小漁業融資保証法

長期信用銀行法

電子記録債権法

中小企業等協同組合法施行法

中小企業等経営強化法
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昭和26年6月4日
法律第198号

市場課 証券課

投資信託及び投資法人に関する法律施行令
平成12年11月17日

政令第480号
市場課 証券課

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則
平成12年11月17日
総理府令第129号

市場課 証券課

投資信託財産の計算に関する規則
平成12年11月17日
総理府令第133号

市場課 証券課

投資法人の計算に関する規則
平成18年4月20日
内閣府令第47号

市場課 証券課

投資法人の会計監査に関する規則
平成18年4月20日
内閣府令第48号

市場課 証券課

昭和23年7月12日
法律第144号

信用制度参事官室

当せん金付証票法第六条第一項の金融機関を定める政令
平成11年3月25日

政令第65号
信用制度参事官室

平成8年6月21日
法律第98号

信用制度企画室 信用機構対応室

平成8年6月21日
法律第93号

信用制度企画室 信用機構対応室

特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令
平成8年6月21日
政令第185号

信用制度企画室 信用機構対応室

特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則
平成8年6月21日
大蔵省令第34号

信用制度企画室 信用機構対応室

特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式
を定める命令

平成11年12月20日
総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運

輸省・建設省令第2号
企画市場局総務課

昭和24年8月3日
法律第55号

企画市場局総務課

特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第二条第五項第五号に規定する
政令で定める業種等を定める政令

平成24年10月31日
政令第272号

企画市場局総務課

特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則
平成24年10月31日

内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水
産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号

企画市場局総務課

研究開発事業計画の認定等に関する命令
平成24年10月31日

内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水
産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号

企画市場局総務課

統括事業計画の認定等に関する命令
平成24年10月31日

内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水
産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号

企画市場局総務課

平成11年3月29日
法律第4号

信用制度参事官室

平成10年3月31日
法律第34号

企業開示課
信用制度参事官室

企業開示課
信用制度参事官室

土地の再評価に関する法律施行令
平成10年3月31日

政令第119号
企業開示課
信用制度参事官室

企業開示課
信用制度参事官室

特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法

特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法

特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法

特定融資枠契約に関する法律

土地の再評価に関する法律

投資信託及び投資法人に関する法律

当せん金付証票法
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内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規
則

平成15年3月20日
内閣府令第13号

企画市場局総務課

銀行第一課、銀行第二課、
郵便貯金・保険監督参事官室、
協同組織金融室、保険課、
証券課、貸金業室

内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術
の利用に関する法律施行規則

平成17年3月24日
内閣府令第21号

企画市場局総務課

銀行第一課、銀行第二課、
郵便貯金・保険監督参事官室、
協同組織金融室、保険課、
証券課、信用機構対応室

内閣府及び法務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報
通信の技術の利用に関する命令

平成17年3月24日
内閣府・法務省令第4号

企画市場局総務課
市場課、銀行第一課、
郵便貯金・保険監督参事官室

内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等にお
ける情報通信の技術の利用に関する命令

平成17年3月24日
内閣府・法務省・財務省令第2号

企画市場局総務課 市場課

内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報
通信の技術の利用に関する命令

平成17年3月24日
内閣府・財務省令第2号

企画市場局総務課
保険課、証券課、
郵便貯金・保険監督参事官室

内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信
の技術の利用に関する法律施行規則

平成17年3月29日
内閣府・農林水産省令第3号

信用制度参事官室 協同組織金融室

内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省及び経済産業省の所管する法律の規定に基づく立入検
査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令

令和3年10月22日
内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経

済産業省令第4号
企画市場局総務課調査室

平成9年6月18日
法律第89号

信用制度企画室
信用制度企画室
監督局総務課
信用機構対応室

日本銀行法施行令
平成9年12月25日

政令第385号
信用制度企画室 信用制度企画室

日本銀行と取引先金融機関等との間で締結する考査の契約に関する内閣府令
平成12年6月26日
総理府令第67号

信用制度企画室 信用制度企画室

昭和22年11月19日
法律第132号

信用制度参事官室 協同組織金融室

農業協同組合法施行令
昭和37年6月29日

政令第271号
信用制度参事官室 協同組織金融室

農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令
平成12年6月30日

総理府・大蔵省・農林水産省令第13号
信用制度参事官室 協同組織金融室

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令
平成5年3月3日

大蔵省・農林水産省令第1号
信用制度参事官室 協同組織金融室

農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の特定信
用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令

平成29年6月27日
内閣府・農林水産省令第3号

信用制度参事官室 協同組織金融室

昭和36年11月10日
法律第204号

信用制度参事官室 協同組織金融室

農業信用保証保険法施行令
昭和36年11月10日

政令第348号
信用制度参事官室 協同組織金融室

農業信用保証保険法施行規則
昭和41年6月29日

大蔵省・農林省令第2号
信用制度参事官室 協同組織金融室

農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令
平成17年3月31日

内閣府・農林水産省令第6号
信用制度参事官室 協同組織金融室

昭和48年7月16日
法律第53号

信用制度企画室 信用機構対応室

農水産業協同組合貯金保険法施行令
昭和48年7月16日

政令第201号
信用制度企画室 信用機構対応室

日本銀行法

農業協同組合法

農業信用保証保険法

農水産業協同組合貯金保険法
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農水産業協同組合貯金保険法施行規則
昭和48年7月16日

大蔵省・農林省令第1号
信用制度企画室 信用機構対応室

農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律
平成12年5月31日

法律第95号
信用制度参事官室 協同組織金融室

農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律施行令
平成13年2月15日

政令第32号
信用制度参事官室 協同組織金融室

平成8年12月26日
法律第118号

信用制度参事官室 協同組織金融室

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令
平成9年1月24日

政令第8号
信用制度参事官室 協同組織金融室

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則
平成9年1月24日

大蔵省・農林水産省令第1号
信用制度参事官室 協同組織金融室

平成13年6月29日
法律第93号

信用制度参事官室 協同組織金融室

農林中央金庫法施行令
平成13年9月5日
政令第285号

信用制度参事官室 協同組織金融室

農林中央金庫法施行規則
平成13年9月13日

内閣府・農林水産省令第16号
信用制度参事官室 協同組織金融室

農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令
平成13年9月13日

内閣府・財務省・農林水産省令第3号
信用制度参事官室 協同組織金融室

農林中央金庫の農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令
平成29年6月27日

内閣府・農林水産省令第5号
信用制度参事官室 協同組織金融室

平成19年3月31日
法律第22号

企画市場局総務課調査室 監督局総務課

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
平成20年2月1日

政令第20号
企画市場局総務課調査室 監督局総務課

犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及
び経過措置に関する政令

平成24年3月26日
政令第56号

企画市場局総務課調査室 監督局総務課

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則

平成20年2月1日
内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働

省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1
号

企画市場局総務課調査室 監督局総務課

疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則

平成20年2月1日
内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働

省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2
号

企画市場局総務課調査室 監督局総務課

犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯
する身分を示す証明書の様式の特例に関する命令

令和3年10月22日
内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働

省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第4
号

企画市場局総務課調査室

平成19年12月21日
法律第133号

企画市場局総務課調査室
銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室、
郵便貯金・保険監督参事官室

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令
平成20年6月6日
政令第192号

企画市場局総務課調査室
銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室、
郵便貯金・保険監督参事官室

犯罪による収益の移転防止に関する法律

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律

農林中央金庫法
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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則
平成20年6月6日

内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経
済産業省令第1号

企画市場局総務課調査室
銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室、
郵便貯金・保険監督参事官室

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規
定する割合及び支出について定める命令

平成20年6月6日
内閣府・財務省令第4号

企画市場局総務課調査室
銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室、
郵便貯金・保険監督参事官室

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第三十六条第一項の
規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令

平成20年6月6日
内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経

済産業省令第2号
企画市場局総務課調査室

銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室、
郵便貯金・保険監督参事官室

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預
金保険機構の業務の特例等に関する命令

平成20年2月5日
内閣府・財務省令第1号

企画市場局総務課調査室
銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室、
郵便貯金・保険監督参事官室

平成6年6月29日
法律第77号

信用制度参事官室 証券課

不動産特定共同事業法施行令
平成6年12月26日

政令第413号
信用制度参事官室 証券課

不動産特定共同事業法施行規則
平成7年3月13日

大蔵省・建設省令第2号
信用制度参事官室 証券課

不動産特定共同事業法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の
特例に関する命令

令和3年10月22日
内閣府・国土交通省令第6号

信用制度参事官室 証券課

フロン類算定漏えい量等の報告に関する命令

平成26年12月10日
内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文
部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業

省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号

企画市場局総務課

平成7年6月7日
法律第105号

保険企画室
保険課
郵便貯金・保険監督参事官室

保険業法施行令
平成7年12月22日

政令第425号
保険企画室

保険課
郵便貯金・保険監督参事官室

保険業法施行規則
平成8年2月29日
大蔵省令第5号

保険企画室
保険課
郵便貯金・保険監督参事官室

保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令
平成12年6月29日

総理府・大蔵省令第45号
保険企画室

保険課
郵便貯金・保険監督参事官室

保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令
平成18年3月10日

内閣府・財務省令第1号
保険企画室 保険課

保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令
平成10年11月4日
大蔵省令第124号

保険企画室
保険課
郵便貯金・保険監督参事官室

外国保険会社等供託金規則
平成8年2月29日

法務省・大蔵省令第1号
保険企画室 保険課

免許特定法人供託金規則
平成8年2月29日

法務省・大蔵省令第2号
保険企画室 保険課

保険仲立人保証金規則
平成8年2月29日

法務省・大蔵省令第3号
保険企画室 保険課

保険会社等営業保証金規則
平成16年12月28日

内閣府・法務省令第5号
保険企画室

保険課
郵便貯金・保険監督参事官室

少額短期保険業者供託金規則
平成18年3月10日

内閣府・法務省令第1号
保険企画室 保険課

不動産特定共同事業法

保険業法
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認可特定保険業者等に関する命令

平成23年5月13日
内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労
働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・

環境省令第1号

保険企画室 保険課

保険業法等の一部を改正する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証票
の様式の特例に関する命令

令和3年10月22日
内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労
働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・

環境省令第4号

保険企画室

平成28年12月9日
法律第101号

企画市場局総務課調査室
銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室、
郵便貯金・保険監督参事官室

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令
平成29年2月17日

政令第24号
企画市場局総務課調査室

銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室、
郵便貯金・保険監督参事官室

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則
平成29年3月3日

内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経
済産業省令第2号

企画市場局総務課調査室
銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室、
郵便貯金・保険監督参事官室

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険
機構の業務の特例等に関する命令

平成29年2月17日
内閣府・財務省令第1号

企画市場局総務課調査室 信用機構対応室

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律附則第二条第三項の政
令で定める日を定める政令

平成31年3月29日
政令第73号

企画市場局総務課調査室

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律附則第二条第三項の規
定により読み替えて適用する同法第八条に規定する内閣府令・財務省令で定める日を定める命令

令和元年6月17日
内閣府・財務省令第2号

企画市場局総務課調査室

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第四十四条第一項の規
定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令

平成29年2月17日
内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経

済産業省令第1号
企画市場局総務課調査室 リスク分析総括課

昭和6年4月1日
法律第42号

信用制度参事官室 銀行第二課

無尽業法施行令
平成21年12月28日

政令第307号
信用制度参事官室 銀行第二課

無尽業法施行細則
昭和6年6月29日
大蔵省令第23号

信用制度参事官室 銀行第二課

無尽業法第二十一条ノ八ノ規定ニ依ル登記ニ関スル件
昭和16年4月1日
勅令第363号

信用制度参事官室 銀行第二課

平成17年10月21日
法律第97号

信用制度参事官室
保険企画室

郵便貯金・保険監督参事官室

郵政民営化法施行令
平成17年11月16日

政令第342号
信用制度参事官室
保険企画室

郵便貯金・保険監督参事官室

簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規
定による届出に関する内閣府令

平成24年9月28日
内閣府令第67号

信用制度参事官室 郵便貯金・保険監督参事官室

郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令
平成18年7月26日

内閣府・総務省令第3号
信用制度参事官室
保険企画室

郵便貯金・保険監督参事官室

無尽業法

郵政民営化法

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
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日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令
平成18年1月26日

内閣府・総務省令第1号
信用制度参事官室
保険企画室

郵便貯金・保険監督参事官室

日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令
平成19年9月20日
内閣府令第71号

信用制度参事官室
保険企画室

郵便貯金・保険監督参事官室

昭和32年5月27日
法律第136号

信用制度参事官室
銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室、
郵便貯金・保険監督参事官室

昭和46年4月1日
法律第34号

信用制度企画室
信用機構対応室、銀行第一課、
銀行第二課

預金保険法施行令
昭和46年4月1日
政令第111号

信用制度企画室
信用機構対応室、銀行第一課、
銀行第二課

預金保険法施行規則
昭和46年5月1日
大蔵省令第28号

信用制度企画室
信用機構対応室、銀行第一課、
銀行第二課

預金保険機構債令
平成10年2月18日

政令第28号
信用制度企画室 信用機構対応室

預金保険法第五十八条の三第一項に規定する措置に関する内閣府令
平成15年1月22日
内閣府令第3号

信用制度企画室

令和3年5月19日
法律第39号

総合政策課
企画市場局総務課調査室

銀行第一課、銀行第二課、
協同組織金融室、
郵便貯金・保険監督参事官室、
信用機構対応室

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十四条の政令
で定める金額を定める政令

令和3年5月19日
政令第155号

総合政策課
企画市場局総務課調査室

信用機構対応室

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定す
る預金保険機構の業務の特例等に関する命令

令和3年5月19日
内閣府・財務省令第4号

総合政策課
企画市場局総務課調査室

信用機構対応室

昭和29年5月15日
法律第100号

信用制度参事官室 貸金業室

利息制限法施行令
平成19年11月7日

政令第330号
信用制度参事官室 貸金業室

昭和45年4月1日
法律第13号

市場課

利率等の表示の年利建て移行に関する政令
昭和45年4月1日

政令第48号
市場課

昭和22年12月13日
法律第181号

市場課 市場課

昭和28年8月17日
法律第227号

信用制度参事官室 協同組織金融室

労働金庫法施行令
昭和57年3月27日

政令第46号
信用制度参事官室 協同組織金融室

労働金庫法施行規則
昭和57年3月31日

大蔵省・労働省令第1号
信用制度参事官室 協同組織金融室

労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定め
る命令

平成12年6月26日
総理府・大蔵省・労働省令第8号

信用制度参事官室 協同組織金融室

労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令
平成17年3月24日

内閣府・厚生労働省令第3号
企画市場局総務課 協同組織金融室

労働金庫及び労働金庫連合会の労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関す
る命令

平成29年6月27日
内閣府・厚生労働省令第3号

信用制度参事官室 協同組織金融室

臨時金利調整法

労働金庫法

預金等に係る不当契約の取締に関する法律

預金保険法

利息制限法

利率等の表示の年利建て移行に関する法律

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律
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