
府省等名 農林水産省

新旧方式による府省令等の改正ルールの運用

（１）改正内容の確認方法（読み合わせの方法）

○

①新旧対照表方式による府省令等の改正を行うに当たり、読み合わせの対象となる範囲を教えてください。

③上記でaもしくはbを選択した場合、傍線部分（改正箇所）について、読み方を教えてください。

②上記で 「b傍線部分（改正箇所）の規定以外も対象としている」を選択した場合に、読み合わせ範囲について限定・工
夫等があれば教えてください。
例：傍線を含む規定のみについて読み合わせを行っている（章の最初・最後に規定を移動する場合に、前後関係を表す
ために記載している章名・節名等は対象外としている。）。

a 傍線部分（改正箇所）のみ対象としている

c 読み合わせは行っていない

b 傍線部分（改正箇所）以外も対象としている
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（２）　新旧対照表方式により官報に掲載した正誤の数・内容

府省令 規則 訓令 告示 合計

6 0 0 2 8

6 0 0 2 8

　　　　うち、改正部分（傍線部分）以外についての正誤を含む件数 5 0 0 1 6

府省等名

※１　回答の対象となる府省令等の範囲は別紙１－１と同じです（新規制定、廃止の府省令等は除外し、一部改正の府省令等のみ計上）。
※２　平成30年5月１日から平成31年４月30日までの間に官報に掲載された府省令等について、同じく平成30年5月１日から平成31年４月30日までの間
に正誤を掲載した件数を記載してください。（令和元年５月１日以降に掲載した正誤についてのカウントは不要です。）
※３　１つの府省令等について一度正誤を掲載した場合に、１とカウントしてください（１府省令を期間内に２回、別の官報で修正した場合、正誤の数は
２。１つの官報で３つの府省令等の正誤を掲載した場合、正誤の数は３）
※４　印刷誤りに起因する正誤は含みません。

５月～
４月

府省令等の正誤の件数

　　うち、新旧対照表方式により改正した府省令等の正誤の件数

①　平成30年5月１日から平成31年４月30日までの間、官報に掲載された府省令等について、その後官報に掲載した正誤の件数

②　①のうち「改正部分（傍線部分）以外についての正誤」が存在する場合は、その代表事例について該当する府省令の名称及び正誤表（官
報の写し）（３事例程度）。

府省令等の名称

農業経営基盤強化促進法施行規則等の一部を改正する省令（平成30年農林水産省令第73号）

森林経営管理法施行規則（平成30年農林水産省令第78号）

農林水産省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則等
の一部を改正する省令（平成31年農林水産省令第３号）
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（３）　確定版の原稿の管理方法

○

④　上記③で確認を行う規定の範囲を教えてください。

○

府省等名

b 傍線部分（改正箇所）以外の規定も含め全て確認している

a 傍線部分（改正箇所）のみ確認している

super法令webを参照し、さらに官報で直近までの改正の有無を確認している。　

③　新旧対照表方式による府省令等の改正に際して、改正前の規定が直近のものであるかをどのように確認しているか教えて
ください。
　　 例：現行日本法規を参照し、さらに官報で直近までの改正の有無を確認している。
　　　　省の法令担当部局で管理する最新版の原稿を参照し確認している。

①　過去に新旧方式により改正した府省令等の最新版（確定版の原稿）について、どのように管理しているか教えてください。

a 府省の法令担当部局において統一的に管理している

b 府省令等の所管部局において個別に管理している

c 府省令等（府省令・規則・訓令・告示）ごとでそれぞれ管理状況が異なる

②　上記①においてcを選択した場合、その内容を記載してください。
　　例：省令については省の法令担当部局で統一的に管理しているが、告示については所管部局ごとで個別に管理している
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３－１

		府省等名 フショウ トウ メイ		農林水産省 ノウリン スイサンショウ



		新旧方式による府省令等の改正ルールの運用 トウ



		（１）改正内容の確認方法（読み合わせの方法）



		①新旧対照表方式による府省令等の改正を行うに当たり、読み合わせの対象となる範囲を教えてください。 シンキュウ タイショウヒョウ ホウシキ フショウ レイ トウ カイセイ オコナ ア ヨ ア タイショウ ハンイ オシ

		a 傍線部分（改正箇所）のみ対象としている ボウセン ブブン カイセイ カショ タイショウ

		b 傍線部分（改正箇所）以外も対象としている

		c 読み合わせは行っていない ヨ ア オコナ						○

		②上記で 「b傍線部分（改正箇所）の規定以外も対象としている」を選択した場合に、読み合わせ範囲について限定・工夫等があれば教えてください。
例：傍線を含む規定のみについて読み合わせを行っている（章の最初・最後に規定を移動する場合に、前後関係を表すために記載している章名・節名等は対象外としている。）。 ジョウキ センタク バアイ ヨ ア ハンイ ゲンテイ クフウ トウ オシ レイ ボウセン フク キテイ ヨ ア オコナ ショウ サイショ サイゴ キテイ イドウ バアイ アラワ キサイ ショウ メイ フシ メイ トウ タイショウガイ

														ｒ



		③上記でaもしくはbを選択した場合、傍線部分（改正箇所）について、読み方を教えてください。 ジョウキ センタク バアイ オシ
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３－２

				府省等名 フショウ トウ メイ				農林水産省



				（２）　新旧対照表方式により官報に掲載した正誤の数・内容 シンキュウ タイショウヒョウ ホウシキ カンポウ ケイサイ セイゴ カズ ナイヨウ

				①　平成30年5月１日から平成31年４月30日までの間、官報に掲載された府省令等について、その後官報に掲載した正誤の件数 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ヘイセイ ネン ガツ ニチ アイダ カンポウ ケイサイ フショウ レイ トウ ケイサイ ケンスウ



												府省令 フショウ レイ		規則 キソク		訓令 クンレイ		告示 コクジ		合計 ゴウケイ

				５月～４月 ガツ		府省令等の正誤の件数 フショウ レイ トウ セイゴ ケンスウ						6		0		0		2		8

						　　うち、新旧対照表方式により改正した府省令等の正誤の件数 シンキュウ タイショウヒョウ ホウシキ カイセイ フショウ レイ トウ セイゴ ケンスウ						6		0		0		2		8

						　　　　うち、改正部分（傍線部分）以外についての正誤を含む件数 カイセイ ブブン ボウセン ブブン イガイ セイゴ フク ケンスウ						5		0		0		1		6



				※１　回答の対象となる府省令等の範囲は別紙１－１と同じです（新規制定、廃止の府省令等は除外し、一部改正の府省令等のみ計上）。
※２　平成30年5月１日から平成31年４月30日までの間に官報に掲載された府省令等について、同じく平成30年5月１日から平成31年４月30日までの間に正誤を掲載した件数を記載してください。（令和元年５月１日以降に掲載した正誤についてのカウントは不要です。）
※３　１つの府省令等について一度正誤を掲載した場合に、１とカウントしてください（１府省令を期間内に２回、別の官報で修正した場合、正誤の数は２。１つの官報で３つの府省令等の正誤を掲載した場合、正誤の数は３）
※４　印刷誤りに起因する正誤は含みません。 カイトウ タイショウ フショウ レイ ハンイ オナ カンポウ ケイサイ フショウ レイ トウ オナ セイゴ ケイサイ ケンスウ キサイ レイ ワ ガンネン ガツ ニチ イコウ ケイサイ セイゴ フヨウ フショウ レイ トウ イチド セイゴ ケイサイ バアイ フショウ レイ キカン ナイ カイ ベツ カンポウ シュウセイ バアイ セイゴ カズ カンポウ フショウ レイ トウ セイゴ ケイサイ バアイ セイゴ カズ インサツ アヤマ キイン セイゴ フク





				②　①のうち「改正部分（傍線部分）以外についての正誤」が存在する場合は、その代表事例について該当する府省令の名称及び正誤表（官報の写し）（３事例程度）。 カイセイ ブブン ボウセン ブブン イガイ セイゴ ソンザイ バアイ ダイヒョウ ジレイ ガイトウ フショウ レイ メイショウ オヨ セイゴ オモテ ジレイ テイド

				府省令等の名称 フ ショウレイ トウ メイショウ

				農業経営基盤強化促進法施行規則等の一部を改正する省令（平成30年農林水産省令第73号）

				森林経営管理法施行規則（平成30年農林水産省令第78号）

				農林水産省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令（平成31年農林水産省令第３号）
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		府省等名 フショウ トウ メイ				農林水産省



		（３）　確定版の原稿の管理方法 カクテイ バン ゲンコウ カンリ ホウホウ



		①　過去に新旧方式により改正した府省令等の最新版（確定版の原稿）について、どのように管理しているか教えてください。

		a 府省の法令担当部局において統一的に管理している フ ショウ ホウレイ ブキョク トウイツテキ カンリ

		b 府省令等の所管部局において個別に管理している フ ショウ レイ トウ ショカン ブキョク コベツ カンリ								○

		c 府省令等（府省令・規則・訓令・告示）ごとでそれぞれ管理状況が異なる フショウ レイ トウ フ ショウ レイ キソク クンレイ コクジ カンリ ジョウキョウ コト



		②　上記①においてcを選択した場合、その内容を記載してください。
　　例：省令については省の法令担当部局で統一的に管理しているが、告示については所管部局ごとで個別に管理している ジョウキ センタク バアイ ナイヨウ キサイ レイ ショウレイ ショウ ホウレイ タントウ ブキョク トウイツテキ カンリ コクジ ショカン ブキョク コベツ カンリ









		③　新旧対照表方式による府省令等の改正に際して、改正前の規定が直近のものであるかをどのように確認しているか教えてください。
　　 例：現行日本法規を参照し、さらに官報で直近までの改正の有無を確認している。
　　　　省の法令担当部局で管理する最新版の原稿を参照し確認している。 シンキュウ タイショウヒョウ ホウシキ フショウ レイ トウ カイセイ サイ カイセイ マエ キテイ チョッキン カクニン オシ レイ ゲンコウ ニホン ホウキ サンショウ チョッキン カイセイ ウム カクニン ショウ ホウレイ タントウ ブキョク カンリ サイシンバン ゲンコウ サンショウ カクニン

		super法令webを参照し、さらに官報で直近までの改正の有無を確認している。　 ホウレイ サンショウ









		④　上記③で確認を行う規定の範囲を教えてください。 ジョウキ カクニン オコナ キテイ ハンイ オシ

		a 傍線部分（改正箇所）のみ確認している ボウセン ブブン カイセイ カショ カクニン

		b 傍線部分（改正箇所）以外の規定も含め全て確認している イガイ キテイ フク スベ カクニン								○
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