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持続可 能な 運送サ ービ スの提 供の 確保に 資す る取 組を推 進す るため の地 域公共 交通の 活性 化及び 再生 に関 する法 律等 の一部 を改 正す る法律 の
施行 に伴う 関係 政令の 整備 に関す る政令 案 参照 条文 目次
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に関 する政 令（ 令和二 年政 令第 二百八 十六 号）の 改正内 容を 反映し たも の
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成十九年法律第五十九号）（抄） ……………………………………………………………………
※持 続可 能な運 送サ ービス の提 供の確 保に 資する 取組 を推進 する ため の地域 公共 交通の 活性 化及び 再生 に関す る法律 等の 一部 を改正 する 法律（
令和 二年 法律 第三十 六号 ）の改 正内 容を 反映し たもの
道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）（抄） ………………………………………………………………………………………………………
※ 持続 可能な 運送 サービ スの 提供の 確保に 資す る取 組を推 進す るため の地 域公共 交通 の活 性化及 び再生 に関 する法 律等 の一部 を改 正す る法律 （
令 和二 年法律 第三 十六 号）の 改正 内容を 反映 したも の
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（平成十七年法律第八十五号）（抄） ………………………………………………………………
※持続 可能 な運 送サー ビス の提供 の確保 に資 する取 組を 推進 するた めの 地域公 共交 通の活 性化 及び再 生に 関する 法律 等の一 部を 改正す る法 律（
令和 二年法 律第 三十六 号） の改 正内容 を反 映した もの
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成十四年法律第百八十号）（抄） ………………………………………………………………
※持 続可 能な運 送サ ービス の提 供の確 保に 資する 取組 を推進 する ため の地域 公共 交通の 活性 化及び 再生 に関す る法律 等の 一部 を改正 する 法律（
令和 二年 法律 第三十 六号 ）の改 正内 容を反 映し たもの
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持 続可 能な運 送サ ービス の提 供の確 保に 資する 取組 を推進 する ため の地域 公共 交通の 活性 化及び 再生に 関す る法律 等の 一部 を改正 する 法律
の 施行に 伴う 関係政 令の 整備に 関す る政 令案 参 照 条 文
地域 公共 交通の 活性 化及 び再生 に関 する法 律施 行令（ 平成 十九年 政令 第二百 九十 七号） （抄 ）

道 路運送 法施 行令（ 昭和 二十六 年政 令第二 百五 十号 ）（抄 ）

（軌道 事業 の特許 を要 する軌 道運 送高度 化実 施計画 等の 認定の 申請 ）
第一条 地 域公共 交通 の活性 化及 び再 生に関 する 法律第 九条 第三項 （同条 第七 項にお いて 準用 する場 合を 含む。 ）、 第二 十七条 の三第 二項 （同条 第
六項 におい て準 用する 場合 を含む 。） 又は第 三十 条第 三項の 認定 （軌道 法（ 大正十 年法律 第七 十六号 ）第 三条 の軌道 事業 の特許 を要 する 軌道運 送
高度 化実 施計画 、地 域公共 交通 再編実 施計画 又は 新地 域旅客 運送 事業計 画に 係るも のに 限る 。）を 受けよ うと する者 は、 申請書 に国 土交 通省令 で
定め る書 類及び 図面 を添え て、 地方 運輸局 長を 経由し て国土 交通 大臣に 提出 しなけ れば なら ない。
（略 ）
２

○

イ
ロ

（旅客 自動 車運送 事業 に関 する権 限の 委任）
第一 条 一 般乗合 旅客 自動車 運送 事業 に関す る道 路運送 法（ 以下 「法」 とい う。） 第二章 、第 二章の 二及 び第四 章に 規定 する国 土交 通大臣 の権 限で
あつ て、 次に掲 げる ものは 、地 方運輸 局長に 委任 する 。
一 法第 四条第 一項 の規定 によ る事 業の許 可（ 当該事 業に係 る路 線が国 土交 通省令 で定 める 地方的 な路 線の基 準に 該当す るも の（以 下「 地方路 線
」 という 。）で ある 場合 又は当 該事 業が路 線を 定め て行う もの 以外の もの（ 以下 「不定 路線 事業」 とい う。 ）であ る場 合に限 る。 ）
二 法第 九条 第一 項の規 定によ る運 賃又は 料金 の上限 の設 定又 は変更 の認 可であ つて 、次に 掲げ るもの
イ 事 業計画 の変 更のう ち停 留所 の新設 、廃止 又は 位置の 変更 に伴う 運賃 の上限 の設 定又 は変更 に関 するも の
ロ 運 行計画 の変 更のう ち運 行系 統の変 更に 伴う運 賃の 上限 の設定 又は変 更に 関する もの
ハ 深 夜に おけ る旅客 その他 の特 殊の旅 客に 適用す る運 賃の 上限の 設定 又は変 更に 関する もの
ニ イ から ハま でに掲 げる もの以 外の 運賃の 上限 の設定 又は 変更に 関す るもの （当 該事業 に係 る路 線が地 方路 線であ る場合 又は 当該事 業が 路線
を定 めて行 うも の以外 のも の（ 以下「 不定 路線事 業」 という 。） である 場合に 限る 。）
ホ 料金 の上限 の設 定又は 変更に 関す るも の
三 法第 九条第 三項 の規定 によ る届 出の受 理で あつて 次に掲 げる もの又 は同 条第四 項若 しく は第五 項の 規定に よる 届出の 受理
前号 に掲げ るも のと して法 第九 条第一 項の 認可 を受け た運 賃又は 料金の 上限 に係る 運賃 又は料 金の 設定 又は変 更に 関する もの
適 用する 期間 又は区 間その 他の 条件が 付さ れた 運賃の 設定 又は変 更に 関する もの
法第 九条 第六 項の規 定に よる運 賃等 又は運 賃若 しくは 料金 の変更 の命 令（前 号に 規定す る届 出に 係るも のに 限る。 ）
四
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五 法 第十 一条第 一項の 規定 による 運送 約款 の設定 又は 変更の 認可
六 法 第十 五条第 一項 の規 定によ る事業 計画 の変更 （路 線の新 設に 関す るもの にあ つては 、当 該事業 に係 る路線 が地 方路線 であ る場合 に限 る。）
の認可 又は 同条 第三項 若し くは第 四項 若し くは法 第十五 条の 二第一 項に 規定す る事 業計画 の変 更に 係る届 出の 受理
七 法第十 五条 の二第 二項 の規定 によ る意見 の聴 取
八 法第 十五条 の二 第三項 の規 定によ る通 知
九 法第 十五条 の二 第五項 の規 定に よる届 出の 受理
十 法第 十五 条の三 第一項 の規 定に よる運 行計 画の設 定又 は同 条第二 項若 しくは 第三項 の規 定によ る運 行計画 の変 更に 係る届 出の 受理
十 一 法 第十 六条 第二項 の規 定によ る事業 計画 に定め る業 務の 確保に 関す る命令
十 二 法 第十 九条 第一項 の規 定によ る認 可
十三 法第 十九条 の二の 規定 による 命令 又は 認可の 取消 し
十四 法第 二十二 条の 二第 一項の 規定に よる 安全管 理規 程の設 定又 は変 更に係 る届 出の受 理（ 当該事 業に 係る路 線が地 方路 線で ある場 合又 は当該
事業が 不定 路線 事業で ある 場合に 限る 。）
十五 法第 二十 二条の 二第 三項の 規定 による 命令 （前 号に規 定す る届出 があ つた安 全管 理規程 に係る もの に限 る。）
十六 法 第二十 二条 の二第 五項 の規定 によ る安全 統括 管理者 の選 任又は 解任 に係る 届出 の受 理（当 該事 業に係 る路線 が地 方路線 であ る場 合又は 当
該事 業が 不定路 線事 業で ある場 合に 限る。 ）
十 七 法 第二 十二条 の二第 七項 の規 定によ る命 令（前 号に 規定 する届 出（ 選任に 係るも のに 限る。 ）が あつた 安全 統括 管理者 に係 るもの に限 る。
）
十 八 法 第二 十三 条第三 項の 規定に よる 運行 管理者 の選任 又は 解任に 係る 届出の 受理
十九 法第二 十三 条の二 第一 項の規 定に よる 運行管 理者 資格者 証の 交付
二十 法第 二十三 条の 三の 規定に よる命 令
二十一 法 第二十 七条 第四 項の規 定に よる命 令（ 法第二 十二 条の二 第一 項、第 四項 若しく は第 六項の 規定 又は 安全管 理規 程の遵 守に関 する ものに
あつ ては、 当該 事業に 係る 路線が 地方 路線 である 場合 又は当 該事 業が不 定路 線事業 である 場合 に限 る。）
二十 二 法第三 十条 第四項 の規 定によ る命令
二十 三 法第三 十一 条の規 定に よる 命令（ 当該 事業に 係る 路線が 地方路 線で ある場 合又 は当 該事業 が不 定路線 事業 であ る場合 に限る 。）
二 十四 法第 三十五 条第一 項の 規定 による 許可 （当該 事業 に係 る路線 が地 方路線 である 場合 又は当 該事 業が不 定路 線事 業であ る場 合に限 る。 ）
二 十五 法第 三十 六条第 一項 又は第 二項の 規定 による 認可 （当 該事業 に係 る路線 が地 方路線 であ る場合 又は 当該事 業が 不定路 線事 業であ る場 合に
限 る。 ）
二十六 法第 三十 七条第 一項 の規定 によ る認 可（当 該事 業に係 る路 線が地 方路 線であ る場 合又は 当該 事業が 不定 路線事 業で ある 場合に 限る 。）
二十七 法 第三十 八条 第一項 又は 第二項 の規 定によ る事 業の休 止又 は廃 止に係 る届 出の受 理
二十八 事 業の休 止又 は廃 止に関 する 第七号 から 第九号 まで に掲げ る権 限に相 当す る権限
二十 九 法 第四 十条の 規定 による 輸送 施設の 使用 の停 止の命 令又 は事業 の停 止の命 令若し くは 許可の 取消 し（ 当該事 業に 係る路 線が 地方 路線で あ
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る場合 又は 当該事 業が不 定路 線事 業であ る場 合に限 る。 ）
三十 法第 四十一 条第 一項 の規定 による 命令 であつ て次 に掲げ るも の並 びに同 項の 規定に よる 自動車 検査 証の返 納の 受理及 び自 動車登 録番 号標の
領置
イ 事業用 自動 車の使 用の 停止の 命令 をし た場合 に係 るもの
ロ 事業 の停止 の命 令を した場 合に係 るも の（当 該事 業に係 る路 線が 地方路 線で ある場 合又 は当該 事業 が不定 路線事 業で ある 場合に 限る 。）
三十 一 法第四 十一 条第二 項の 規定 による 自動 車検査 証及 び自動 車登録 番号 標の返 付
三 十二 旅客 自動車 運送適 正化 事業 実施機 関に 関する 権限 （法 第四十 三条 の二第 一項の 規定 による 区域 の設定 を除 く。 ）
三 十三 専用 自動 車道に 関す る権限 （第六 号に 掲げる 権限 であ つて専 用自 動車道 に関 する事 項の 変更 に関す るもの を除 く。）
２ ～４ （略 ）

流通 業務 の総合 化及び 効率 化の促 進に 関す る法律 施行 令（平 成十 七年 政令第 二百九 十八 号）（ 抄）

（有償 旅客 運送の 禁止 等に 関する 権限の 委任 ）
第五条 法 第八十 三条 ただし 書の 規定 による 許可 及び法 第八 十四条 第一項 の規 定によ る命 令は 、地方 運輸 局長に 委任 する 。
２ （略）

○

二

一

旅 館業

ソフ トウ ェア 業又は 情報 処理サ ービ ス業

ゴム 製品製 造業 （自動 車又 は航 空機用 タイ ヤ及び チュ ーブ製 造業並 びに 工
業 用ベル ト製 造業を 除く 。）

業種

五 千万円

三億 円

三 億円

資本金 の額 又は出 資の 総額

二百 人

三百人

九 百人

常 時使 用する 従業 員の数

法第二 条第 十六号 チの政 令で 定め る組合 及び その連 合会 は、 次のと おり とする 。

三

（ 中小企 業者 の範 囲）
第一条 流通 業務 の総合 化及 び効率 化の 促進に 関す る法 律（以 下「 法」と いう 。）第 二条 第十六 号ホに 規定 する 政令で 定め る業種 並び にそ の業種 ご
との資 本金 の額又 は出 資の 総額及 び常時 使用 する従 業員 の数は 、次 の表 のとお りと する。

２
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一
二
三

事 業協 同組合 及び事 業協 同小組 合並 びに 協同組 合連 合会
水 産加 工業協 同組 合及 び水産 加工業 協同 組合連 合会
商 工組 合及び 商工 組合 連合会

（主 務大 臣）
第五 条 （ 略）
２ 法第 四条 第一項 並びに 第四 項及び 第八 項（ これら の規 定を法 第五 条第 三項に おいて 準用 する場 合を 含む。 第七 条にお いて 同じ 。）、 第五 条第一
項 及び第 二項 並び に第二 十六 条にお ける主 務大 臣は、 次の 各号 に掲げ る流 通業務 総合 効率化 事業 の区 分に応 じ、当 該各 号に定 める 大臣と する 。た
だ し、港 湾流 通拠 点地区 にお いて特 定流 通業 務施設 の整 備を行 う事業 を含 む流通 業務 総合効 率化 事業 につい ては 、当該 各号 に定め る大 臣及び 国土
交通大 臣と する。
一 中 小企 業流通 業務 総合 効率化 事業 イか らハま での 区分に 応じ 、そ れぞれ イか らハま でに 定める 大臣
イ 貨 物流 通事 業者（ 貨物 の輸送 、保 管そ の他の 流通の うち 国土交 通省 の所掌 に係 るもの の事 業を 行う者 をい う。以 下こ の項に おい て同じ 。）
が実 施する もの 国土 交通 大臣 及び経 済産 業大臣
ロ 食品 等生産 業者 等が実 施す るもの 経 済産業 大臣 及び農 林水 産大 臣
ハ 貨物 流通事 業者 及び 食品等 生産 業者等 以外 の者が 実施 するも の 経済産 業大 臣
二 前号 に掲 げるも の以外 の流 通業 務総合 効率 化事業 イ から ニまで の区 分に応 じ、そ れぞ れイか らニ までに 定め る大 臣
イ 貨 物流通 事業 者が実 施す るもの 国土 交通 大臣
ロ 食 品等生 産業 者等が 実施 する もの（ ハに 掲げる ものを 除く 。） 農林 水産大 臣
ハ 食 品等生 産業 者等が 実施 する ものの うち 、物資 の流 通の 効率化 を図 るため の情報 処理 システ ム、 設備又 は一 連の 措置（ 物資 の種類 を問 わず
利用 し、又 は実 施し得 るも のに限 る。） を導 入す るもの 経 済産業 大臣 及び農 林水 産大 臣
ニ 貨 物流 通事 業者及 び食 品等生 産業 者等 以外の 者が実 施す るもの 経 済産業 大臣
（略）
３

（都 道府 県が処 理す る事務 ）
第 六条 法第 四条第 一項及 び第 四項（ 法第 五条 第三項 にお いて準 用す る場 合を含 む。） 、第 五条第 一項 及び第 二項 、第七 条第 一項 及び第 二項 並びに
第 二十六 条の 規定 による 主務 大臣の 権限に 属す る事務 のう ち経 済産業 大臣 の権限 （一 の都道 府県 の区域 内の みにお いて 実施さ れる 中小企 業流 通業
務 総合効 率化 事業 に係る もの に限る 。） に属 する事 務は、 当該 区域を 管轄 する都 道府 県知事 が行 うこ ととす る。 この場 合に おいて は、 当該事 務に
係る主 務大臣 に関 するこ れら の規定 は、 都道 府県知 事に 関する 規定 として 都道 府県知 事に 適用が ある ものと する 。

（権限 の委 任）
第七 条 法 第四 条第一 項、第 四項 及び 第八項 、第 五条第 一項 及び 第二項 並び に第二 十六条 の規 定によ る主 務大臣 の権 限の うち国 土交 通大臣 に属 する
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道 路運送 車両 法施行 令（ 昭和二 十六 年政令 第二 百五 十四号 ）（ 抄）
※道路 運送 車両 法施行 令及 び道路 運送車 両法 関係手 数料 令の 一部を 改正 する政 令（ 令和二 年政 令第二 百三 十八号 ）の 改正内 容を 反映し たも の

権限並 びに 法第四 条第七 項（ 法第五 条第 三項 におい て準 用する 場合 を含 む。次 項にお いて 同じ。 ）の 規定に よる 国土交 通大 臣の 権限（ いず れも一
の地方 運輸 局の管 轄区 域内 のみに おいて 実施 される 流通 業務総 合効 率化 事業に 係る ものに 限り 、貨物 軌道 事業に 係る もの及 び港 湾流通 拠点 地区に
おいて 特定 流通業 務施 設の 整備を 行う 事業に 係る ものを 除く 。）並 びに 法第七 条第 一項及 び第 二項の 規定 によ る主務 大臣 の権限 のう ち国土 交通大
臣に 属する 権限 （当該 区域 内のみ にお いて実 施さ れる 流通業 務総 合効率 化事 業に係 るも のに限 る。） は、 当該 区域を 管轄 する地 方運 輸局 長（運 輸
監理 部長 を含む 。） に委任 する 。
２ 法第四 条第 一項 、第四 項及 び第八 項、 第五 条第一 項及 び第二 項並び に第 二十六 条の 規定に よる 主務 大臣の 権限 のうち 国土 交通大 臣に 属する 権限
並 びに法 第四 条第七 項の規 定に よる 国土交 通大 臣の権 限（ いず れも一 の地 方整備 局又は 北海 道開発 局の 管轄区 域内 のみ におい て実 施され る流 通業
務 総合効 率化 事業 に係る もの のうち 港湾流 通拠 点地区 にお いて 特定流 通業 務施設 の整 備を行 う事 業に 係るも のに限 る。 ）並び に法 第四条 第九 項及
び 第十項 （こ れら の規定 を法 第五条 第三 項に おいて 準用 する場 合を含 む。 ）の規 定に よる国 土交 通大 臣の権 限（ 当該区 域内 のみに おい て実施 され
る流通 業務 総合効 率化事 業に 係るも のに 限る 。）は 、当 該区域 を管 轄す る地方 整備局 長又 は北海 道開 発局長 に委 任する 。
３ 法 第四 条第一 項、 第四項 及び 第八項 、第 五条第 一項 及び第 二項 、第七 条第 一項及 び第 二項 並びに 第二 十六条 の規定 によ る主務 大臣 の権 限のう ち
経済産 業大 臣に属 する 権限 （一の 経済 産業局 の管 轄区域 内の みにお いて 実施さ れる 流通業 務総 合効率 化事 業に 係るも のに 限り、 中小 企業流 通業務
総合 効率化 事業 に係る もの を除く 。） は、当 該区 域を 管轄す る経 済産業 局長 に委任 する 。
４ 法第四 条第 一項 、第四 項及 び第八 項、 第五条 第一項 及び 第二 項、第 七条 第一項 及び 第二項 並び に第 二十六 条の規 定に よる主 務大 臣の権 限の うち
農林 水産 大臣に 属す る権限 （一 の地 方農政 局の 管轄区 域内 のみに おいて 実施 される 流通 業務 総合効 率化 事業に 係る もの に限る 。）は 、当 該区域 を
管 轄する 地方 農政局 長に委 任す る。

○

（略）

国土交 通大 臣

（ 略）

自動車 の使 用の本 拠の 位置 を管
轄す る運輸 監理部 長又 は運 輸支

（略）

（権 限の委 任）
第十 五条 （略 ）
２～ ６ （ 略）
７ 第二 項の 場合に おいて 、次 の表の 上欄 に掲 げる法 律の 規定の 適用 につ いては 、これ らの 規定中 同表 の中欄 に掲 げる字 句は 、そ れぞれ 同表 の下欄
に 掲げる 字句 とす る。

道路運 送法 （昭和 二十 六年 法律第 百八 十三号 ）第 四十一 条第 三項及 び第 四項（ これ らの規 定
を同 法第四 十三 条第五 項及 び第八 十一 条第二 項、 タク シー業 務適 正化特 別措 置法（ 昭和四 十
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〇

五年法 律第 七十五 号）第 五十 二条第 二項 、地 域公共 交通 の活性 化及 び再 生に関 する法 律（ 平
成十九 年法 律第五 十九 号） 第二十 七条の 六第 七項並 びに 特定地 域及 び準 特定地 域に おける 一
般乗用 旅客 自動車 運送 事業 の適正 化及 び活性 化に 関する 特別 措置法 （平 成二十 一年 法律第 六
十四 号）第 十七 条の三 第二 項にお いて 準用す る場 合を 含む。 ）並 びに貨 物自 動車運 送事 業法
（平 成元 年法律 第八 十三号 ）第 三十四 条第 三項及 び第 四項（ これ らの規 定を 同法第 三十 五条
第六 項及 び第三 十七 条第三 項に おい て準用 する 場合を 含む 。）
（ 略）

全 国新 幹線鉄 道整 備法施 行令 （昭 和四十 五年 政令第 二百 七十二 号）（ 抄）

（ 略）

局長

（ 略）

附 則
８ 法附則 第十 八項 の政令 で定 める法 律の 規定 は、次 のと おりと する。
一 鉄道 軌道 整備法 （昭和 二十 八年 法律第 百六 十九号 ）附 則第 二項
二 独立 行政 法人 鉄道建 設・ 運輸施 設整備 支援 機構法 第四 条第 四号、 第十 三条第 一項 第一号 から 第六号 まで 及び第 十号 （同項 第一 号から 第六 号ま
で に係 る部分 に限 る。） 並び に附 則第十 条第 一項

〇

独 立行 政法人 中小 企業基 盤整 備機 構法施 行令 （平成 十六 年政令 第百八 十二 号）（ 抄）
※中 小企業 の事 業承継 の促 進のた めの 中小 企業に おけ る経営 の承 継の円 滑化 に関す る法律 等の 一部 を改正 する 法律の 施行 に伴 う関係 政令 の整理
に関 する 政令 （令和 二年政 令第 二百八 十六 号）の 改正 内容 を反映 した もの

（ 業務の 範囲 等）
第 三条 法第 十五条 第三 項の 政令で 定める 同条 第一項 第三 号ロに 掲げ る業 務の範 囲は 、次に 掲げ る事業 を行 うのに 必要な 資金 の貸 付けを 行う 都道府
県 に対し 行う 当該 資金の 一部 の貸付 けと する 。
一 次 に掲げ る中 小企業 者の 事業の 連携 に係 る事業
イ 中 小企 業等 経営強 化法（ 平成 十一年 法律 第十八 号） 第十 四条第 一項 に規定 する 中小企 業者 等が共 同で 行おう とす る経営 革新 に関す る計 画で
あっ て同項 の承 認を受 けた もの （同法 第十 五条第 一項の 規定 による 変更 の承認 があ った ときは 、そ の変更 後の もの） に従 って行 う経 営革新 の
ため の事業 であ って、 経済 産業 省令で 定め る基準 に適 合し ている もの
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ロ 下 請中 小企業 振興法 （昭 和四 十五年 法律 第百四 十五 号） 第五条 第一 項に規 定する 特定 下請組 合等 が、同 項に 規定 する振 興事 業計画 であ って
同項 の承認 を受 けたも の（ 同法第 七条第 一項 の規 定によ る変 更の承 認が あった とき は、 その変 更後の もの ）に従 って 行う同 法第 五条 第一項 に
規定 する振 興事 業であ って 、経 済産業 省令 で定め る基準 に適 合して いる もの
ハ 流通業 務の 総合化 及び 効率化 の促 進に 関する 法律 （平成 十七 年法 律第八 十五号 ）第 二条第 十六 号に規 定す る中小 企業 者が 実施し よう とする
同条 第二 号に 規定す る流 通業務 総合効 率化 事業に つい ての 計画で あっ て同法 第四 条第一 項の 認定を 受け たもの （同 法第五 条第 一項の 規定 によ
る変 更の 認定 があっ たと きは、 その 変更 後のも の）に 従っ て行う 当該 流通業 務総 合効率 化事 業で あって 、経 済産業 省令 で定め る基準 に適 合し
て いるも の
二 次に 掲げ る中 小企業 者の 事業の 共同化 に係 る事業
イ 特 定中小 企業 団体（ 事業 協同 組合、 事業 協同小 組合 若しく は協同 組合 連合会 、商 工組 合若し くは 商工組 合連 合会 、商店 街振興 組合 若しく は
商店街 振興 組合連 合会 であっ てそ の直接 若し くは 間接の 構成 員たる 事業 者の三 分の二 以上 が中小 事業 者（ 法第二 条第 一項第 一号 から 第五号 ま
での 各号の いず れかに 該当 する者 をいう 。以 下こ の項に おい て同じ 。） である もの 又は 中小企 業者で ある 生活衛 生同 業組合 、生 活衛 生同業 小
組合 若しく は生 活衛生 同業 組合 連合会 をい う。） が行う 事業 であっ て経 済産業 省令 で定 める基 準に 適合し てい るもの
ロ 企業組 合又 は協業 組合 が行う 事業 であ って経 済産 業省令 で定 める基 準に 適合し てい るもの
ハ 中小 企業者 が会 社であ る他 の中小 企業 者と合 併す る場合 にお いて 、当該 合併 後存続 する 会社（ 中小 企業者 である 会社 に限 る。以 下ハ におい
て同 じ。 ）又 は当該 合併 により 設立 した 会社が 行う事 業で あって 、経 済産業 省令 で定め る基 準に 適合し てい るもの
ニ 中小 企業 者が会 社で ある他 の中 小企業 者に 対し て出資 をす る場合 にお いて、 当該出 資を 受けた 会社 （中 小企業 者で ある会 社に 限る 。ホに お
い て同 じ。） が当 該出資 を行 った中 小企 業者と 共同 して行 う事 業で あって 、経 済産業 省令 で定め る基準 に適 合して いる もの
ホ 一 般社団 法人 （経済 産業 省令 で定め る要 件に該 当する もの に限る 。） が会社 に対 して 出資を する 場合に おい て、 当該出 資を受 けた 会社が 行
う事業 であっ て、 経済 産業省 令で 定める 基準 に適 合して いる もの
三 事 業協 同組合 若し くは 事業協 同組合 若し くは事 業協 同小組 合の みを 会員と する 協同組 合連 合会（ 以下 この号 におい て「 事業 協同組 合等 」とい
う。） 又は 当該 事業協 同組 合等の 中小 企業 者であ る組合 員若 しくは 所属 員（中 小事 業者で ある 組合 員又は 所属 員につ いて は、資 本金の 額若 しく
は出 資の総 額が 三億円 （小 売業又 はサ ービ ス業（ ソフ トウェ ア業 及び情 報処 理サー ビス業 を除 く。 ）に属 する 事業を 主た る事 業とし て営 む者に
つい ては 五千万 円、 卸売業 に属 する事 業を 主たる 事業 として 営む 者に ついて は一 億円） 以下 の会社 又は 常時使 用する 従業 員の 数が三 百人 （小売
業に 属す る事業 を主 たる 事業と して 営む者 につ いては 五十 人、卸 売業 又はサ ービ ス業（ ソフ トウェ ア業 及び 情報処 理サ ービス 業を除 く。 ）に属
す る事業 を主 たる事 業と して営 む者 につい ては 百人 ）以下 の会 社若し くは 個人（ 以下「 特定 中小事 業者 」と いう。 ）で あるも のに 限る 。以下 こ
の 号に おいて 同じ 。）が 、当 該事業 協同組 合等 が作 成する 計画 であっ てそ の内容 が経 済産 業省令 で定め る基 準に適 合し ている もの に基 づき、 当
該 事業 協同組 合等 の組合 員又 は所 属員が 一の 団地又 は主と して 一の建 物に 集合し て事 業を 行うた め、 工場、 事業 場、店 舗そ の他の 施設 を整備 す
る事業
四 事 業協 同組合 若し くは協 同組 合連合 会、 商店街 振興 組合若 しく は商 店街振 興組 合連合 会で あって その 直接若 しくは 間接 の構 成員で ある 事業者
の三分 の二 以上 が中小 事業 者であ るも の又 はこれ らの組 合若 しくは 連合 会の中 小企 業者で ある 組合 員若し くは 所属員 （中 小事業 者であ る組 合員
又は 所属員 につ いては 、特 定中小 事業 者で あるも のに 限る。 以下 この号 にお いて同 じ。） が、 当該 組合又 は連 合会が 作成 する 計画で あっ てその
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内容が 経済 産業省 令で定 める 基準 に適合 して いるも のに 基づ き、当 該組 合又は 連合会 の組 合員又 は所 属員の 相当 部分 が集積 して いる区 域に おい
て、当 該組 合又 は連合 会の 組合員 又は所 属員 の経営 の合 理化 を図る ため 、工場 、事 業場、 店舗 その他 の施 設を整 備す る事業
２～５ （ 略）

○

地域公 共交 通の 活性化 及び 再生に 関す る法 律（平 成十 九年法 律第五 十九 号）（ 抄）
※ 持続可 能な 運送サ ービ スの提 供の 確保に 資す る取 組を推 進す るため の地 域公共 交通の 活性 化及び 再生 に関 する法 律等 の一部 を改 正す る法律 （
令 和二 年法律 第三 十六号 ）の 改正内 容を 反映し たも の

（貨客 運送 効率化 実施計 画の 認定）
第二十 七条 の九 （略 ）
２ （ 略）
３ 国土交 通大 臣は、 第一項 の規 定に よる認 定の 申請が あっ た場 合にお いて 、その 貨客 運送効 率化実 施計 画が次 の各 号の いずれ にも 適合す るも ので
ある と認 めると きは 、その 認定 をする もの とする 。
一 貨客 運送効 率化 実施計 画に 定め る事項 が基 本方針 に照 らして 適切な もの である こと 。
二 貨客 運送 効率化 実施計 画に 定め る事項 が貨 客運送 効率 化事 業を確 実に 遂行す るため 適切 なもの であ ること 。
三 貨客 運送 効率 化実施 計画 に定め られた 事業 のうち 、鉄 道事 業に該 当す るもの であ って、 次の イから ハま でに掲 げる 許可又 は認 可を受 けな けれ
ば なら ないも のに ついて は、 当該 事業の 内容 がそれ ぞれ当 該イ からハ まで に定め る基 準に 適合す るこ と。
イ 鉄 道事業 法第 三条第 一項 の許 可 同 法第 五条第 一項 各号 に掲げ る基 準
ロ 鉄 道事 業法 第七条 第一 項の認 可 同 条第 二項に おい て準 用する 同法 第五条 第一 項各号 に掲 げる基 準
ハ 鉄 道事 業法 第十六 条第 一項の 認可 同 条第二 項の基 準
四 貨客運 送効 率化実 施計 画に定 めら れた事 業の うち 、鉄道 事業 に該当 する もので あって 、鉄 道事業 法第 三条 第一項 の許 可を受 けな けれ ばなら な
いも のに ついて は、 当該事 業を 実施し よう とする 者が 同法第 六条 各号 のいず れに も該当 しな いこと 。
五 貨客 運送効 率化 実施計 画に 定め られた 事業 のうち 、軌 道事業 に該当 する もので あっ て、 次のイ 又は ロに掲 げる 特許 又は認 可を受 けな ければ な
ら ないも のに ついて は、 当該事 業の 内容が それ ぞれ 当該イ 又は ロに定 める 基準に 適合す るこ と。
イ 軌 道法第 三条 の特許 同 条の特 許の基 準
ロ 軌 道法第 十一 条第一 項の 運賃 及び料 金の 認可 同項の 認可 の基準
六 貨 客運送 効率 化実施 計画 に定め られ た事 業のう ち、 一般乗 合旅 客自動 車運 送事業 に該 当する もの であっ て、 次のイ から ハま でに掲 げる 許可又
は認可 を受 けな ければ ならな いも のにつ いて は、当 該事 業の 内容が それ ぞれ当 該イ からハ まで に定め る基 準に適 合す ること 。
イ 道 路運 送法 第四条 第一 項の許 可 同法 第六条 各号に 掲げ る基準
ロ 道路運 送法 第九条 第一 項の認 可 同条 第二項 の基 準
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五
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ハ 道 路運 送法第 十五条 第一 項の 認可 同条 第二項 にお いて 準用す る同 法第六 条各号 に掲 げる基 準
七 貨 客運 送効率 化実 施計 画に定 められ た事 業のう ち、 一般乗 合旅 客自 動車運 送事 業に該 当す るもの であ って、 道路 運送法 第四 条第一 項の 許可を
受けな けれ ばな らない もの につい ては 、同 法第七 条各号 のい ずれに も該 当しな い場 合であ るこ と。
八 貨客運 送効 率化実 施計 画に定 めら れた事 業の うち 、一般 貨物 自動車 運送 事業に 該当 するも のにつ いて は、 当該事 業の 内容が 貨物 自動 車運送 事
業法 第六 条各号 に掲 げる 基準に 適合し 、か つ、同 法第 五条各 号の いず れにも 該当 しない 場合 である こと 。
九 貨客 運送効 率化 実施計 画に 定め られた 事業 のうち 、貨 物利用 運送事 業法 （平成 元年 法律 第八十 二号 ）によ る第 一種 貨物利 用運送 事業 （次条 第
二 項にお いて 単に「 第一 種貨物 利用 運送事 業」 とい う。） に該 当する もの につい ては、 当該 事業を 実施 する 者が同 法第 六条第 一項 各号 （第五 号
を 除く 。）の いず れにも 該当 しない こと。
十 貨客 運送 効率 化実施 計画 に定め られ た事 業のう ち、 貨物利 用運送 事業 法によ る第 二種貨 物利 用運 送事業 （次 項にお いて 単に「 第二 種貨物 利用
運送事 業」 という 。）（ 外国 人国 際第二 種貨 物利用 運送 事業 （同法 第四 十五条 第一項 の許 可を受 けて 行う事 業を いう 。次項 にお いて同 じ。 ）を
除く。 ）に 該当 するも のに ついて は、当 該事 業の内 容が 同法 第二十 三条 各号に 掲げ る基準 に適 合し、 かつ 、当該 事業 を実施 する 者が同 法第 二十
二条各 号の いず れにも 該当 しない こと 。
４～ ８ （ 略）
９ 第二項 から 第七 項まで の規 定は、 前項 の認定 につい て準 用す る。
（ 略）
・
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（ 地域公 共交 通利 便増進 実施 計画の 認定）
第 二十七 条の 十七 （略 ）
２ 国 土交通 大臣 は、前 項の 規定に よる 認定の 申請 があ った場 合に おいて 、そ の地域 公共 交通利 便増進 実施 計画 が次の 各号 のいず れに も適 合する も
のであ ると 認める とき は、 その認 定をす るも のとす る。
一 地 域公 共交通 利便 増進 実施計 画に 定める 事項 が基本 方針 に照ら して 適切な もの である こと 。
二 地域公 共交 通利便 増進 実施計 画に 定める 事項 が地 域公共 交通 利便増 進事 業を確 実に遂 行す るため 適切 なも のであ るこ と。
三 地域 公共交 通利 便増進 実施 計画に 定めら れた 事業 のうち 、旅 客鉄道 事業 に該当 する もの であっ て、 次のイ からハ まで に掲げ る許 可又 は認可 を
受け なけ ればな らな いも のにつ いて は、当 該事 業の内 容が それぞ れ当 該イか らハ までに 定め る基準 に適 合す ること 。
イ 鉄道 事業 法第三 条第 一項の 許可 同法 第五 条第 一項各 号（ 第三号 を除 く。ロ におい て同 じ。） に掲 げる 基準
ロ 鉄 道事業 法第 七条第 一項 の認可 同条 第二 項に おいて 準用 する同 法第 五条第 一項 各号 に掲げ る基準
ハ 鉄 道事業 法第 十六条 第一 項の 認可 同条 第二項 の基準
四 地 域公共 交通 利便増 進実 施計画 に定 めら れた事 業の うち、 旅客 鉄道事 業に 該当す るも のであ って 、鉄道 事業 法第三 条第 一項 の許可 を受 けなけ
ればな らな いも のにつ いては 、当 該事業 を実 施しよ うと する 者が同 法第 六条各 号の いずれ にも 該当し ない こと。
地 域公 共交通 利便 増進 実施計 画に 定めら れた 事業の うち 、旅客 軌道 事業に 該当 するも ので あって 、次 のイ からハ まで に掲げ る特許 、認 可又は
許可 を受け なけ ればな らな いもの につ いて は、当 該事 業の内 容が それぞ れ当 該イか らハま でに 定め る基準 に適 合する こと 。
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イ 軌 道法 第三条 の特許 同 条の 特許の 基準
ロ 軌 道法 第十 一条第 一項 の運賃 及び料 金の 認可 同項 の認 可の基 準
ハ 軌 道法 第二 十二条 ノ二 の許可 同 条の 許可の 基準
六 地域公 共交 通利便 増進 実施計 画に 定めら れた 事業 のうち 、一 般乗合 旅客 自動車 運送 事業に 該当す るも ので あって 、次 のイか らハ まで に掲げ る
許可 又は 認可を 受け なけ ればな らない もの につい ては 、当該 事業 の内 容がそ れぞ れ当該 イか らハま でに 定める 基準に 適合 する こと。
イ 道路 運送法 第四 条第 一項の 許可 同法 第六 条各号 （第 二号を 除く 。ハに おい て同じ 。） に掲げ る基 準
ロ 道路 運送 法第九 条第 一項の 認可 同条 第二 項の 基準
ハ 道 路運送 法第 十五条 第一 項の認 可 同 条第 二項 におい て準 用する 同法 第六条 各号 に掲 げる基 準
七 地域 公共 交通 利便増 進実 施計画 に定 めら れた事 業の うち、 一般乗 合旅 客自動 車運 送事業 に該 当す るもの であ って、 道路 運送法 第四 条第一 項の
許可を 受け なけれ ばなら ない もの につい ては 、同法 第七 条各 号のい ずれ にも該 当しな い場 合であ るこ と。
八 地 域公 共交通 利便 増進 実施計 画に定 めら れた事 業の うち、 自家 用有 償旅客 運送 に該当 する もので あっ て、道 路運送 法第 七十 九条の 登録 又は同
法第七 十九 条の 七第一 項の 変更登 録を 受け なけれ ばなら ない ものに つい ては、 前項 の規定 によ る認 定の申 請が 同法第 七十 九条の 四第 一項各 号の
いず れにも 該当 しない こと 。
九 地域 公共交 通利 便増進 実施 計画に 定め られた 事業 のうち 、国 内一般 旅客 定期航 路事 業に 該当す るも のであ って、 次の イから ニま でに 掲げる 許
可又 は認 可を受 けな けれ ばなら ない ものに つい ては、 当該 事業の 内容 がそれ ぞれ 当該イ から ニまで に定 める 基準に 適合 するこ と。
イ 海上 運送 法第三 条第 一項の 許可 同法 第四 条各 号（第 三号 を除く 。ハ におい て同じ 。） に掲げ る基 準
ロ 海 上運送 法第 八条第 三項 の認可 同条 第四 項の 基準
ハ 海 上運送 法第 十一条 第一 項の 認可 同条 第二項 におい て準 用する 同法 第四条 各号 に掲 げる基 準
ニ 海 上運送 法第 十一条 の二 第二 項の認 可 同条第 三項 にお いて準 用す る同法 第四条 第六 号に掲 げる 基準
十 地 域公 共交通 利便 増進 実施計 画に定 めら れた事 業の うち、 国内 一般 旅客定 期航 路事業 に該 当する もの であっ て、海 上運 送法 第三条 第一 項の許
可を受 けな けれ ばなら ない ものに つい ては 、当該 事業を 実施 しよう とす る者が 同法 第五条 各号 のい ずれに も該 当しな いこ と。
３～ ５ （ 略）
６ 第二項 から 第四 項まで の規 定は、 前項の 認定 につい て準 用す る。
７・ ８ （ 略）

（ 道路運 送法 の特 例）
第 二十七 条の 二十 （略 ）
２～６ （略 ）
７ 道 路運 送法第 四十 一条の 規定 は、前 項の 規定に より 輸送施 設の 使用の 停止 又は事 業の 停止 を命じ た場 合につ いて準 用す る。
８・９ （ 略）
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○

道 路運 送法（ 昭和 二十六 年法 律第百 八十 三号） （抄 ）
※持続 可能 な運 送サー ビス の提供 の確 保に 資する 取組を 推進 するた めの 地域公 共交 通の活 性化 及び 再生に 関す る法律 等の 一部を 改正 する法 律（
令和 二年法 律第 三十六 号） の改 正内容 を反 映した もの

（禁 止行 為）
第 二十条 一 般旅客 自動車 運送 事業者 は、 発地 及び着 地の いずれ もが その 営業区 域外に 存す る旅客 の運 送（路 線を 定めて 行う もの を除く 。第 二号に
お いて「 営業 区域 外旅客 運送 」とい う。） をし てはな らな い。 ただし 、次 に掲げ る場 合は、 この 限り でない 。
一 災害 の場 合そ の他緊 急を 要する とき 。
二 地 域の 旅客輸 送需要 に応 じた運 送サ ービ スの提 供を 確保す るこ とが 困難な 場合と して 国土交 通省 令で定 める 場合に おい て、 地方公 共団 体、一
般旅客 自動 車運 送事業 者、 住民そ の他の 国土 交通省 令で 定め る関係 者間 におい て当 該地域 にお ける旅 客輸 送を確 保す るため 営業 区域外 旅客 運送
が必要 であ るこ とにつ いて 協議が 調つ た場 合であ つて、 輸送 の安全 又は 旅客の 利便 の確保 に支 障を 及ぼす おそ れがな いと 国土交 通大 臣が認 める
とき 。

（地 方公 共団体 への 通知）
第 九十一 条の 二 国 土交通 大臣 は、一 般乗 合旅 客自動 車運 送事業 （路 線定 期運行 に係る もの に限る 。） につい て第 四条第 一項 の許 可又は 第十 五条第
一 項の認 可の 申請 （路線 の新 設に係 るもの その 他の国 土交 通省 令で定 める ものに 限る 。）が あつ たとき は、 国土交 通省 令で定 める ところ によ り、
当 該申請 があ つた 旨を関 係地 方公共 団体 に通 知する ものと する 。
（ 略）
２

○

流通業 務の 総合化 及び効 率化 の促 進に関 する 法律（ 平成 十七 年法律 第八 十五号 ）（抄 ）
※持 続可 能な運 送サ ービス の提 供の確 保に 資する 取組 を推進 する ため の地域 公共 交通の 活性 化及び 再生 に関す る法律 等の 一部 を改正 する 法律（
令和 二年 法律 第三十 六号 ）の改 正内 容を反 映し たもの

（ 定義）
第 二条 この 法律に おい て次 の各号 に掲 げる用 語の 意義は 、そ れぞれ 当該 各号に 定め るとこ ろに よる。
一～十 六 （ 略）
十七 中小 企業者 次 のいず れか に該当 する 者をい う。
イ 資 本金 の額 又は出 資の 総額が 三億 円以 下の会 社並び に常 時使用 する 従業員 の数 が三百 人以 下の 会社及 び個 人であ って 、製造 業、建 設業 、運
輸業 その他 の業 種（ロ から ニま でに掲 げる 業種及 びホ の政 令で定 める業 種を 除く。 ）に 属する 事業 を主た る事 業と して営 むも の
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ロ 資 本金 の額又 は出資 の総 額が 一億円 以下 の会社 並び に常 時使用 する 従業員 の数が 百人 以下の 会社 及び個 人で あっ て、卸 売業 （ホの 政令 で定
める 業種を 除く 。）に 属す る事業 を主た る事 業と して営 むも の
ハ 資 本金 の額 又は出 資の 総額が 五千 万円 以下の 会社並 びに 常時使 用す る従業 員の 数が百 人以 下の 会社及 び個 人であ って 、サー ビス 業（ホ の政
令で 定める 業種 を除く 。） に属 する事 業を 主たる 事業 とし て営む もの
ニ 資本 金の額 又は 出資 の総額 が五千 万円 以下の 会社 並びに 常時 使用 する従 業員 の数が 五十 人以下 の会 社及び 個人で あっ て、 小売業 （ホ の政令
で定 める 業種 を除く 。） に属す る事 業を 主たる 事業と して 営むも の
ホ 資本 金の 額又は 出資 の総額 がそ の業種 ごと に政 令で定 める 金額以 下の 会社並 びに常 時使 用する 従業 員の 数がそ の業 種ごと に政 令で 定める 数
以 下の 会社及 び個 人であ って 、その 政令 で定め る業 種に属 する 事業 を主た る事 業とし て営 むもの
企 業組合
協 業組 合
事 業協 同組 合、協 同組 合連合 会その 他の 特別の 法律 によ り設立 され た組合 及び その連 合会 であっ て、 政令で 定め るもの
（略 ）
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ヘ
ト
チ
十八

（総 合効 率化計 画の 認定）
第四 条 （ 略）
２ ～７ （略 ）
８ 国土 交通 大臣は 、総 合効 率化計 画につ いて 第一項 の認 定をし よう とす るとき は、 あらか じめ 、国土 交通 省令で 定め るとこ ろに より関 係す る道路
管 理者（ 道路 法（ 昭和二 十七 年法律 第百 八十 号）第 十八条 第一 項に規 定す る道路 管理 者をい う。 以下 この項 にお いて同 じ。 ）に、 国土 交通省 令・
内閣府 令で定 める ところ によ り関係 する 都道 府県公 安委 員会に 、そ れぞ れ意見 を聴く もの とする 。た だし、 道路 管理者 の意 見を 聴く必 要が ないも
のとし て国 土交通 省令 で定 める場 合、又 は都 道府県 公安 委員会 の意 見を 聴く必 要が ないも のと して国 土交 通省令 ・内閣 府令 で定 める場 合は 、この
限りで ない 。
９ 国土交 通大 臣は、 流通業 務総 合効 率化事 業の うち貨 客運 送効 率化事 業（ 地域公 共交通 計画 に定め られ たもの を除 く。 ）に該 当す るもの が記 載さ
れた 総合 効率化 計画 につい て第 一項の 認定を しよ うと すると きは 、あら かじ め、関 係地 方公 共団体 に意 見を聴 くもの とす る。
主務 大臣 は、第 三項 各号 に掲げ る事 項が記 載さ れた総 合効 率化計 画に ついて 第一 項の認 定を しよう とす ると きは、 あら かじめ 、都道 府県 知事の
意 見を聴 くも のとす る。
国 土交 通大臣 は、 第三項 各号 に掲げ る事項 （港 湾流 通拠点 地区 におい て同 項の特 定流 通業 務施設 の整備 を行 うもの に係 るもの に限 る。 第十三 項
に おいて 同じ 。） が記載 され た総合 効率 化計 画につ いて第 一項 の認定 をし ようと する ときは 、あ らか じめ、 当該 港湾流 通拠 点地区 を指 定した 港湾
管理者 に協議 し、 その同 意を 得るも のと する 。
国土交 通大 臣は 、流通 業務総 合効 率化事 業の うち貨 客運 送効 率化事 業に 該当す るも のが記 載さ れた総 合効 率化計 画に ついて 第一 項の認 定を した
ときは 、遅 滞なく 、そ の旨 及び当 該総 合効率 化計 画に記 載さ れた事 項を 当該関 係地 方公共 団体 に通知 する もの とする 。
国土 交通大 臣は 、第三 項各 号に掲 げる 事項 が記載 され た総合 効率 化計画 につ いて第 一項の 認定 をし たとき は、 遅滞な く、 その 旨を当 該港 湾流通
10
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拠点地 区を 指定し た港湾 管理 者に通 知す るも のとす る。
（略）

（総 合効率 化計 画の変 更等 ）
第五 条 （ 略）
２ （略）
３ 国土 交通 大臣は 、流通 業務 総合効 率化 事業 のうち 貨客 運送効 率化 事業 （地域 公共交 通計 画に定 めら れたも のに 限る。 ）に 該当 するも のが 記載さ
れ た認定 総合 効率 化計画 の認 定を前 項の規 定に より取 り消 した ときは 、遅 滞なく 、そ の旨を 当該 関係 地方公 共団体 に通 知する もの とする 。
４ 前条 第四 項から 第十 四項 までの 規定 は、第 一項 の認 定につ いて準 用す る。こ の場 合にお いて 、同条 第七 項中 「軌道 法第 三条の 特許 」とあ るのは
、「軌 道法 第十六 条第一 項（ 軌道の 譲渡 に係 る部分 に限 る。） 若し くは 第二十 二条ノ 二の 許可又 は同 法第二 十二 条の認 可」 と読 み替え るも のとす
る。

○

独立行 政法 人鉄 道建設 ・運 輸施設 整備 支援機 構法（ 平成 十四 年法律 第百 八十号 ）（ 抄）
※持 続可 能な運 送サ ービ スの提 供の 確保に 資す る取組 を推 進する ため の地域 公共 交通の 活性 化及び 再生 に関 する法 律等 の一部 を改正 する 法律（
令 和二年 法律 第三十 六号 ）の改 正内 容を 反映し たも の

（ 業務の 範囲 ）
第十三 条 機 構は 、第三 条の 目的を 達成 するた め、 次の 業務を 行う 。
一 新 幹線 鉄道に 係る 鉄道 施設の 建設を 行う こと。
二 新 幹線 鉄道の 建設 に関 する調 査を 行うこ と。
三 第一号 の規 定によ り建 設した 鉄道 施設を 当該 新幹 線鉄道 の営 業を行 う者 に貸し 付け、 又は 譲渡す るこ と。
四 前号 又は第 六号 の規定 によ り貸し 付けた 鉄道 施設 に係る 災害 復旧工 事を 行うこ と。
五 国土 交通省 令で 定める 規格 を有 する鉄 道（ 新幹線 鉄道 を除く 。）又 は軌 道に係 る鉄 道施 設又は 軌道 施設の 建設 及び 政令で 定める 大規 模な改 良
（ 以下「 大改 良」と いう 。）を 行う こと。
六 前号 の規 定に より建 設又 は大改 良をし た鉄 道施設 又は 軌道 施設を 当該 鉄道又 は軌 道に係 る鉄 道事業 者に 貸し付 け、 又は譲 渡す ること 。
七 海上 運送 事業 者と費 用を 分担し て船 舶を 建造し 、当該 船舶 を当該 海上 運送事 業者 に使用 させ 、及 び当該 船舶 を当該 海上 運送事 業者 に譲渡 する
こと。
八 前 号の 規定に より 船舶を 建造 する海 上運 送事業 者に 対し、 当該 船舶 につい て、 建造若 しく は改造 又は 保守若 しくは 修理 に関 する技 術的 援助を
行うこ と。
地域公 共交 通の活 性化 及び再 生に 関する 法律 第二 十九条 の二 第一項 に規 定する 業務を 行う こと。
九
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十 流 通業 務の総 合化及 び効 率化の 促進 に関 する法 律第 二十条 の二 第一 項に規 定する 業務 を行う こと 。
十一 前各 号の業 務に 附帯 する業 務を行 うこ と。
２～４ （ 略）
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