「独立行政法人通則法」の抜本改正に
対応した逐条解説書

独立行政法人制度研究会
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定価：本体3,700円+税

◆平成27年4月1日に施行された新制度を、立案担当者協力の下、わかりやすく解説
◆個別法のモデル規定、関連法令の資料等を多数掲載し、実務をサポート

本書の内容

Ⅰ 独立行政法人制度について
Ⅱ 独立行政法人通則法の逐条解説
Ⅲ 独立行政法人の個別法等
Ⅳ 独立行政法人の沿革等
参考資料
（制度運用に関する各種決定の通知及び
改革関連の閣議決定等）
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Ⅰ

独立行政法人制度について

独立行政法人制度の概要

Ⅱ

独立行政法人通則法

第１章
第１節
第１条
第２条
第３条

総 則
通 則
目的等
定義
業務の公共性、透明性及び
自主性等
第４条 名称
第５条 目的
第６条 法人格
第７条 事務所
第８条 財産的基礎等
第９条 登記
第10条 名称の使用制限
第11条 一般社団法人及び一般財団
法人に関する法律の準用
第12条 設置
第12条の２ 所掌事務等
第12条の３ 組織
第12条の４ 委員等の任命
第12条の５ 委員の任期等
第12条の６ 委員長
第12条の７ 資料の提出等の要求
第12条の８ 政令への委任
第13条 設立の手続
第14条 法人の長及び監事となるべ
き者
第15条 設立委員
第16・17条 設立の登記
第２章 役員及び職員
第18条 役員
第19条 役員の職務及び権限
第19条の２ 法人の長等への報告義
務
第20条 役員の任命
第21条 中期目標管理法人の役員の
任期
第21条の２ 国立研究開発法人の役
員の任期
第21条の３ 行政執行法人の役員の
任期

第21条の４ 役員の忠実義務
第21条の５ 役員の報告義務
第22条 役員の欠格条項
第23条 役員の解任
第24条 代表権の制限
第25条 代理人の選任
第25条の２ 役員等の損害賠償責任
第26条 職員の任命
第３章 業務運営
第１節 通 則
第27条 業務の範囲
第28条 業務方法書
第28条の２ 評価等の指針の策定
第28条の３ 研究開発の事務及び事
業に関する事項に係る
指針の案の作成
第28条の４ 評価結果の取扱い等
第２節 中期目標管理法人
第29条 中期目標
第30条 中期計画
第31条 年度計画
第32条 各事業年度に係る業務の実
績等に関する評価等
第33条及び第34条 削除
第35条 中期目標の期間の終了時の
検討
第35条の２ 内閣総理大臣への意見
具申
第35条の３ 違法行為等の是正等
第３節 国立研究開発法人
第35条の４ 中長期目標
第35条の５ 中長期計画
第35条の６ 各事業年度に係る業務
の実績等に関する評価
等
第35条の７ 中長期目標の期間の終
了時の検討
第35条の８ 業務運営に関する規定
の準用
第４節 行政執行法人
第35条の９ 年度目標
第35条の10 事業計画
第35条の11 各事業年度に係る業務
の実績等に関する評価
第35条の12 監督命令
第４章 財務及び会計
第36条 事業年度

詳 細・お 申 し 込 み は コ チ ラ

第37条 企業会計原則
第38条 財務諸表等
第39条 会計監査人の監査
第39条の２ 監事に対する報告
第40条 会計監査人の選任
第41条 会計監査人の資格等
第42条 会計監査人の任期
第43条 会計監査人の解任
第44条 利益及び損失の処理
第45条 借入金等
第46条 財源措置
第46条の２ 不要財産に係る国庫納
付等
第46条の３ 不要財産に係る民間等
出資の払戻し
第47条 余裕金の運用
第48条 財産の処分等の制限
第49条 会計規程
第50条 主務省令への委任
第５章 人事管理
第１節 中期目標管理法人及び国立
研究開発法人
第50条の２ 役員の報酬等
第50条の３ 役員の兼職禁止
第50条の４ 他の中期目標管理法人
役職員についての依頼
等の規制
第50条の５ 法令等違反行為に関す
る在職中の求職の規制
第50条の６ 再就職者による法令等
違反行為の依頼等の届
出
第50条の７ 中期目標管理法人の長
への届出
第50条の８ 中期目標管理法人の長
がとるべき措置等
第50条の９ 政令への委任
第50条の10 職員の給与等
第50条の11 国立研究開発法人への
準用
第２節 行政執行法人
第51条 役員及び職員の身分
第52条 役員の報酬等
第53条 役員の服務
第54条 役員の退職管理
第55条 役員の災害補償
第56条 役員に係る労働者災害補償
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保険法の適用除外
職員の給与
職員の勤務時間等
職員に係る他の法律の適用
除外等
第60条 国会への報告等
第61条から63条まで 削除
第６章 雑 則
第64条 報告及び検査
第65条 削除
第66条 解散
第67条 財務大臣との協議
第68条 主務大臣等
第７章 罰 則
第69条
第69条の２
第70条
第71条
第72条
附則
第57条
第58条
第59条

Ⅲ
１
２
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独立行政法人の個別法等
独立行政法人個別法
関係政令
関連諸制度

Ⅳ
１
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独立行政法人制度の沿革等

３

行政改革会議における検討
中央省庁等改革基本法における
独立行政法人に係る整理
中央省庁等改革推進本部におけ
る検討から制度創設まで
特殊法人等の独立行政法人化に
ついて
平成16年以降の独立行政法人改
革に向けた動き

４
５

参考資料
Ⅰ
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制度関係
沿革関係
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●定価 3,996 円（本体 3,700 円）［コード 035162］

取 扱 い
部

申込部数

＊弊社宛直接お申込いただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービス
といたします。また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円にてお届けいたします。
＊消費税は申込日時の適応税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
平成
年
月
（いずれかを䘟で選択ください。） □代金引換により支払います。
□現品到着後請求書により支払います。
＊代金引換手数料について
一回あたりのご購入金額
（商品の税込価格+送料）の合計が

〒

1万円以下の場合、300円+税
3万円以下の場合、400円+税
10万円以下の場合、600円+税

日

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送
業者に現金でお支払いください。その際、クレジットカードは
ご利用いただけません。

この申込書は、ハガキに貼るか、
このままFAXで下記宛お送り
ください。

■宛先
〒107 8560
東京都港区南青山2 11 17
第一法規株式会社

FAX.0120 302 640
書店印

―

ご住所

機関名

ＴＥＬ

フリガナ

ご氏名

□公用
□私用

部署名

様 ㊞

E-mail

―

―
@

＜お客様の個人情報の取扱いについて＞
お客様よりお預かりしたお名前・住所等の個人情報は、商品や代金請求書の発送、アフターサービス、弊社商品・サービスのご案内をするために使用いたします。ご同意のうえお申し
込みくださいますようお願いいたします。ご不明な場合、また個人情報の照会、訂正、削除を希望される場合は、フリーダイヤルにてご連絡ください。お客様よりお預かりしました
個人情報は、弊社ホームページに掲載の「プライバシーポリシー」に従い適切に管理いたします。
フリーダイヤル
TEL.0120 203 696
FAX.0120 202 974
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