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正

案

現
船 舶油濁 損害 賠償保 障法 施行 令

○船舶 油濁 損害賠 償保 障法 施行 令（昭 和五 十一年 政 令第十 一号 ）（抄 ）（ 第一 条関係 ）

改
船 舶油 濁等損 害賠 償保 障法施 行令
（ 油）

行

（ 傍線 部分 は改正 部分 ）

船舶 油濁 損害賠 償保 障法 （以 下「法 」と いう。 ）第 二条 第三 号

一
重油

原油

三

二

一

前三号 に掲 げる もの のほか 、日 本産 業規格 Ｋ二 二五四 によ り試 験

潤滑 油

重油

原油

の 政令で 定め る油は 、次 に掲 げる油 とす る。

船 舶油 濁等 損害賠 償保 障法 （昭 和五十 年法 律第九 十五 号。 以下 第 一条

（原 油等 ）
第一条

「 法」 という 。） 第二 条第六 号の 政令 で定 める油 は、 次に掲 げる 油と

二
潤 滑油

四

する 。

三

前三 号に 掲げ るもの のほ か、 日本産 業規 格Ｋ二 二五 四に より 試験

し たと きに温 度三 百四 十度 以下に おい てそ の体 積の五 十パ ーセン ト

四

した とき に温度 三百 四十 度以 下にお いて その 体積の 五十 パーセ ント

を 超える 量が 留出 しない 炭化 水素 油

一

船主 相互 保険組 合法 （昭 和二十 五年 法律 第百 七十七 号） 第二条 第

法第 十四 条第二 項の 政令 で定 める者 は、 次に掲 げる 者と する 。

（ 保険 者等 ）

（ 新設 ）

を超え る量 が留 出し ない炭 化水 素油
（燃 料油 等）
燃 料油 （鉱物 油に 限る 。）

法第二 条第 七号 の政令 で定 める 油は 、次に 掲げ る油と する 。

一
潤 滑油

第二 条
二

船主 相互 保険 組合 法（昭 和二 十五 年法 律第百 七十 七号） 第二 条第

法 第十 四条 第二項 の政 令で 定める 者は 、次に 掲げ る者 とす る。 第 二条

（保 険者 等）
第三条
一
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二
三
四

五

六

七

一項の 船主 相互 保険 組合
漁 船損害 等補 償法 （昭和 二十 七年 法律 第二十 八号 ）第四 条の 漁船
保 険組 合
保険 業法（ 平成 七年 法律 第百五 号） 第二条 第四 項の 損害保 険会 社
又は同 条第 九項 の外 国損害 保険 会社 等

保 険業 法（ 平成七 年法 律第 百五 号）第 二条 第四項 の損 害保 険会社

保険 組合

漁船 損害 等補償 法（ 昭和 二十七 年法 律第 二十 八号） 第四 条の漁 船

一 項の船 主相 互保 険組 合
二
三

又 は同条 第九 項の 外国損 害保 険会 社等

事 業を 行う者 （前 号に 該当す る者 を除く 。） であ って 、千九 百九 十

二 年の 油によ る汚 染損 害に ついて の民 事責 任に 関する 国際 条約第 七

事業 を行う 者（ 前号に 該 当する 者を 除く。 ）で あつ て、千 九百 九十

外国 にお いて保 険の 事業 若しく は保 証の 事業 又はこ れら に類す る

二年 の油 による 汚染 損害 につ いての 民事 責任 に関す る国 際条約 第七

条 第二項 の規 定に より同 条約 の締 約国 である 外国 により 発行 され 、

四

条第二 項の 規定 によ り同条 約の 締約 国で ある外 国に より発 行さ れ、

又は 公認 され ている 証明 書に おいて 保険 者その 他保 証を 提供 する者

外 国にお いて 保険 の事業 若し くは 保証 の事業 又は これら に類 する

又 は公 認さ れてい る証 明書 にお いて保 険者 その他 保証 を提 供す る者

とさ れてい るも の

（ 新設）

（ 新設 ）

と され ている もの
外国 におい て保 険の 事業 若しく は保 証の事 業又 はこ れらに 類す る
事業を 行う 者（ 前二 号に該 当す る者 を除 く。） であ って、 二千 一年
の 燃料 油に よる汚 染損 害に つい ての民 事責 任に関 する 国際 条約 第七
条 第二 項の規 定に より 同条約 の締 約国で ある 外国 によ り発給 され 、
又は 公認 されて いる 証明 書に おいて 保険 者そ の他保 証を 提供す る者
とされ てい るも の
外 国にお いて 保険 の事業 若し くは 保証 の事業 又は これら に類 する
事 業を行 う者 （前 三号 に該当 する 者を除 く。 ）で あっ て、二 千七 年
の難 破物 の除去 に関 する ナイロ ビ国 際条 約第 十二条 第二 項の規 定に
より同 条約 の締 約国 である 外国 によ り発給 され 、又は 公認 され てい
る 証明 書に おいて 保険 者そ の他 保証を 提供 する者 とさ れて いるも の

事 業を 行う者 （前 二号 に該 当する 者を 除く 。） であつ て、 タンカ ー

外国に おい て保 険の 事業若 しく は保 証の事 業又 はこれ らに 類す る

事業 を行 う者（ 第三 号か ら前号 まで に該 当す る者を 除く 。）で あっ

油 濁損害 賠償 保障 契約に 基づ きタ ンカ ー所有 者の 損害を てん 補し 、

五

て、タ ンカ ー油 濁損 害賠償 保障 契約 に基づ きタ ンカー 所有 者の 損害

又は 賠償 の義 務の履 行を 担保 する業 務を 適確に 遂行 する に足 りる能

外国 にお いて保 険の 事業 若し くは保 証の 事業又 はこ れら に類 する

を 塡補 し、 又は賠 償の 義務 の履 行を担 保す る業務 を適 確に 遂行す る

- 2 -

２

３

に足り る能 力を 有す ると国 土交 通大 臣が 認めた もの
２

力 を有す ると 国土 交通 大臣が 認め たも の

法第 三十 九条の 五第 二項 の政令 で定 める 者は、 次に 掲げ る者と する

前 項第 一号 から第 四号 まで に掲 げる者

法 第四 十二条 第二 項の 政令 で定め る者 は、次 に掲 げる 者と する。
一

。
前項 第一号 から 第六 号ま でに掲 げる 者

通大 臣が 定め る総ト ン数 以下 の一般 船舶 の一般 船舶 所有 者等 の損害

一
通 大臣 が定 める総 トン 数以 下の タンカ ー又 は一般 船舶 の船 舶所 有者

をて ん補し 、又 は賠償 の 義務の 履行 及び費 用の 支払 を担保 する 業務

我 が国に おい て一般 船 舶油濁 損害 賠償等 保障 契約 に基 づき国 土交

等 の損 害を塡 補し 、又 は賠償 の義 務の履 行を 担保 する 業務を 行う 者

を 行う 者（専 ら当 該業 務を 行う者 に限 り、 前号 に該当 する 者を除 く

二

（専 ら当 該業務 を行 う者 に限 り、前 号に 該当 する者 を除 く。） であ

。 ）であ つて 、当 該業務 を適 確に 遂行 するに 足り る能力 を有 する と

我 が国 におい て一 般船 舶等 油濁損 害賠 償保 障契 約に基 づき 国土交

って、 当該 業務 を適 確に遂 行す るに 足り る能力 を有 すると 国土 交通

国土 交通 大臣 が認め たも の

事 業を 行う者 （第 一号 に該 当する 者を 除く 。） であつ て、 一般船 舶

外国に おい て保 険の 事業若 しく は保 証の事 業又 はこれ らに 類す る

事業 を行 う者（ 第一 号に 該当 する者 を除 く。 ）であ って 、一般 船舶

油 濁損害 賠償 等保 障契約 に基 づき 一般 船舶所 有者 等の損 害を てん 補

三

等油濁 損害 賠償 保障 契約に 基づ き船 舶所 有者等 の損 害を塡 補し 、又

し、 又は 賠償 の義務 の履 行及 び費用 の支 払を担 保す る業 務を 適確に

外国 にお いて 保険の 事業 若し くは保 証の 事業又 はこ れら に類 する

大 臣が 認め たもの

二

三

は 賠償 の義 務の履 行を 担保 する 業務を 適確 に遂行 する に足 りる 能力

遂行 するに 足り る能力 を 有する と国 土交通 大臣 が認 めたも の
（ 新設 ）

を 有す ると国 土交 通大 臣が認 めた もの
第 一項 第一号 から 第六 号ま でに掲 げる 者

法第 五十条 第二 項の 政令 で定め る者 は、 次に掲 げる 者とす る。
一

我 が国に おい て難 破物除 去損 害賠 償保 障契約 に基 づき国 土交 通大

外国 におい て保 険の 事業若 しく は保証 の事 業又 はこ れらに 類す る

が 認めた もの

、 当該 業務 を適確 に遂 行す るに 足りる 能力 を有す ると 国土 交通大 臣

ら当該 業務 を行 う者 に限り 、前 号に 該当す る者 を除く 。） であ って

損害 を塡 補し、 又は 賠償 の義務 の履 行を 担保 する業 務を 行う者 （専

臣 が定め る総 トン 数以 下のタ ンカ ー又は 一般 船舶 の船 舶所有 者等 の

二

三

事業を 行う 者（ 第一 号に該 当す る者 を除く 。） であっ て、 難破 物除
去 損害 賠償 保障契 約に 基づ き船 舶所有 者等 の損害 を塡 補し 、又は 賠
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償の義 務の 履行 を担 保する 業務 を適 確に 遂行す るに 足りる 能力 を有

（ 略）

す ると 国土 交通大 臣が 認め たも の
第四 条・ 第五条
（ 供託 委託契 約の 受託 者）

第 三条 ・第 四条

（略 ）

（ 供託委 託契 約の受 託者 ）

関 する 法律 （昭 和五十 年法 律第 九十 四号） 第二 十条第 四項 の政 令で定

法 第三 十八条 にお いて 準用 する船 舶の 所有 者等の 責任 の制限 に

て準 用す る船舶 の所 有者 等の 責任の 制限 に関す る法 律（ 昭和五 十年 法

め る者 は、船 舶の 所有者 等 の責任 の制 限に関 する 法律 施行 令（昭 和五

法第 三十 八条、 第四 十三 条第六 項及 び第 五十 一条第 六項 におい 第五 条

律第九 十四 号）第 二十 条第 四項 の政令 で定 める 者は 、船舶 の所 有者等

十 一年政 令第 二百四 十八 号） 本則各 号に 掲げ る者 とする 。

第 六条

の 責任 の制限 に関 する 法律施 行令 （昭 和五 十一年 政令 第二百 四十 八号
）本 則各 号に 掲げ る者と する 。

- 4 -

正

案

現

○海洋 汚染 等及び 海上 災害 の防 止に関 する 法律施 行 令（昭 和四 十六年 政令 第二 百一号 ）（ 抄）（ 第二 条関 係）

改

行

（ 傍線 部分 は改正 部分 ）

法第四 十一 条の 二第 二号の 政令 で定 める外 国船 舶は、 次

（ 特定外 国船 舶）

一

本 邦の大 陸棚 におけ る 天然資 源の 探査及 び開 発並 びに 本邦の 大陸

に 掲げ る外 国船 舶以外 の外 国船 舶と する。

法 第四十 一条 の二 第二号 の政 令で 定め る外国 船舶 は、次 第十 五条の 四

（ 特定 外国船 舶）
第 十五 条の四
本 邦の 大陸棚 にお ける 天然 資源の 探査 及び 開発 並びに 本邦 の大陸

に掲 げる 外国船 舶以 外の 外国 船舶と する 。
一

二

棚の 掘削 に従 事して いる 外国 船舶

本邦 の各 港間 のみを 航行 する 外国船 舶

（ 新設 ）

棚 の掘 削に 従事し てい る外 国船 舶
二

船舶 油濁等 損害 賠償 保障 法（昭 和五 十年法 律第 九十 五号） 第二 条

本邦の 各港 間の みを 航行す る外 国船 舶

三

第八号 に規 定す る難 破物に 該当 する 外国 船舶（ 本邦 の排他 的経 済水
域 にあ るも のに限 る。 ）及 び同 号に規 定す る難破 物に 該当 する 排出
さ れた 油、有 害液 体物 質、廃 棄物 その他 の物 （本 邦の 内水、 領海 又
は排 他的 経済水 域に ある もの に限る 。） が積 載され てい た外国 船舶
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案

（ 略）

正

現

行

（ 傍線 部分 は改正 部分 ）

○電子 情報 処理組 織に よる 輸出 入等関 連業 務の処 理 等に関 する 法律施 行令 （昭 和五十 二年 政令第 二百 二十 号） （抄） （第 三条 関係 ）

改

第一 条

（ 輸出入 等関 連業務 の範 囲）

（略 ）

（略 ）

（ 輸出 入等関 連業 務の 範囲）
第 一条

２ ～５

（ 略）

船 舶油 濁損 害賠償 保障 法（ 昭和 五十年 法律 第九十 五号 ）第 四十一

（略）

（略 ）

条 の二第 一項 又は 第三項 （保 障契 約情 報）の 規定 による 通報
十

九

一～ 八

、 次に掲 げる 申請等 又は 処分 通知等 とす る。

法第 二条 第二 号ヘに 規定 する 政令 で定め る申 請等又 は処 分通 知等 は

（略）

、 次に 掲げる 申請 等又 は処分 通知 等と する 。
（略 ）

（ 略）

八条第 一項 又は 第三 項（保 障契 約情 報） の規定 によ る通報

船舶 油濁等 損害 賠償 保障 法（昭 和五 十年法 律第 九十 五号） 第五 十

一～ 八
九
十
（ 略）

７

法 第二 条第 二号 ヘに規 定す る政 令で 定める 申請 等又は 処分 通知 等は ６

２～ ５
６

７
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正

案

○保険 業法 施行令 （平 成七 年政 令第四 百二 十五号 ） （抄） （第 四条関 係）

改
（ 免許 特定法 人の 引受 社員に 係る 他の 法令 の適用 関係 ）

現

行

（ 傍線 部分 は改正 部分 ）

（ 免許特 定法 人の引 受社 員に 係る他 の法 令の 適用 関係）

第二 号に 係る 部分に 限る 。） 、犯 罪によ る収 益の移 転防 止に 関す る法

年 政令 第四百 二十 七号 ）とし 、宅 地建 物取 引業法 第四 十一条 第一 項（

律施行 令（ 平成五 年政 令第 三十 一号） 及び 信託 業法施 行令 （平 成十六

（平 成五 年政令 第十 九号 ）、金 融機 関の 信託業 務の 兼営 等に関 する 法

四十 八号 ）、 ゴル フ場等 に係 る会 員契約 の適 正化に 関す る法 律施 行令

所 有者 等の責 任の 制限 に関す る法 律施 行令 （昭和 五十 一年政 令第 二百

油濁等 損害 賠償保 障法 施行 令（ 昭和五 十一 年政 令第 十一号 ）、 船舶の

）、 金融 商品取 引法 施行 令（ 昭和四 十年 政令第 三百 二十 一号） 、船 舶

第二 百八 十号 ）、 貿易保 険法 施行 令（昭 和二 十八年 政令 第百 四十 一号

十 八年 法律第 七十 六号 ）、商 品先 物取 引法 施行令 （昭 和二十 五年 政令

号）、 人工 衛星等 の打 上げ 及び 人工衛 星の 管理 に関 する法 律（ 平成二

会に おけ る美術 品損 害の 補償 に関す る法 律（平 成二 十三 年法律 第十 七

る収 益の 移転 防止 に関す る法 律（ 平成十 九年 法律第 二十 二号 ）、 展覧

補 償契 約に関 する 法律 （昭和 三十 六年 法律 第百四 十八 号）、 犯罪 によ

償に関 する 法律（ 昭和 三十 六年 法律第 百四 十七 号） 、原子 力損 害賠償

地建 物取 引業法 （昭 和二 十七 年法律 第百 七十六 号） 、原 子力損 害の 賠

第 二条 第二 項第 十八号 、商 品先 物取引 法施 行令 第二十 三条 第六 号、第

二号 に係る 部分 に限 る。 ）、犯 罪に よる 収益の 移転 防止に 関す る法 律

政 令第四 百二 十七号 ）と し、 宅地建 物取 引業 法第 四十一 条第 一項（ 第

施 行令 （平成 五年 政令第 三 十一号 ）及 び信託 業法 施行 令（ 平成十 六年

平 成五 年政 令第 十九号 ）、 金融 機関 の信託 業務 の兼営 等に 関す る法律

十八 号）、 ゴル フ場 等に 係る会 員契 約の 適正化 に関 する法 律施 行令 （

有 者等の 責任 の制限 に関 する 法律施 行令 （昭 和五 十一年 政令 第二百 四

油 濁損 害賠償 保障 法施行 令 （昭和 五十 一年政 令第 十一 号） 、船舶 の所

） 、金 融商 品取 引法施 行令 （昭 和四 十年政 令第 三百二 十一 号） 、船舶

第二 百八十 号） 、貿 易保 険法施 行令 （昭 和二十 八年 政令第 百四 十一 号

十 八年法 律第 七十六 号） 、商 品先物 取引 法施 行令 （昭和 二十 五年政 令

号 ）、 人工衛 星等 の打上 げ 及び人 工衛 星の管 理に 関す る法 律（平 成二

会 にお ける 美術 品損害 の補 償に 関す る法律 （平 成二十 三年 法律 第十七

る収 益の移 転防 止に 関す る法律 （平 成十 九年法 律第 二十二 号） 、展 覧

補 償契約 に関 する法 律（ 昭和 三十六 年法 律第 百四 十八号 ）、 犯罪に よ

償 に関 する法 律（ 昭和三 十 六年法 律第 百四十 七号 ）、 原子 力損害 賠償

地 建物 取引 業法 （昭和 二十 七年 法律 第百七 十六 号）、 原子 力損 害の賠

法 第二百 四十 条第 二項 に規定 する 政令 で定め る法 令は、 宅

律第 二条 第二項 第十 八号 、商品 先物 取引法 施行 令第 二十 三条第 六号 、

二 十八 条第九 号及 び第五 十 一条第 十号 、金融 商品 取引 法施行 令第 十五

法第 二百四 十条 第二 項に規 定す る政 令で 定める 法令 は、宅 第三 十六条

第二十 八条 第九号 及び 第五 十一 条第十 号、 金融 商品取 引法 施行令 第十

条の 十三 、船 舶の所 有者 等の 責任の 制限 に関 する 法律施 行令 （第七 号

第 三十 六条

五 条の十 三、 船舶 の所 有者等 の責 任の 制限 に関す る法 律施行 令（ 第七
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第三 号に 係る 部分 に限る 。） の規 定の適 用に ついて は法 第二 百十 九条

項 第三 号に係 る部 分に 限る。 ）及 び第 三項 （第一 号の うち同 条第 一項

一項（ 第三 号に係 る部 分に 限る 。）、 第二 項（ 第一 号のう ち同 条第一

険法 施行 令第十 八条 並び に船 舶油濁 等損 害賠償 保障 法施 行令第 三条 第

星等 の打 上げ 及び 人工衛 星の 管理 に関す る法 律第二 条第 九号 、貿 易保

項 、展 覧会に おけ る美 術品損 害の 補償 に関 する法 律第 十三条 、人 工衛

する法 律第 八条、 原子 力損 害賠 償補償 契約 に関 する 法律第 十九 条第一

定法 人の 引受社 員を 外国 保険 会社等 とみ なし、 原子 力損 害の賠 償に 関

令第 五条 並び に信 託業法 施行 令第 十条の 規定 の適用 につ いて は免 許特

る 法律 施行令 第二 条、 金融機 関の 信託 業務 の兼営 等に 関する 法律 施行

号に係 る部 分に限 る。 ）、 ゴル フ場等 に係 る会 員契 約の適 正化 に関す

社 等と みな す。

第五 項の特 定損 害保 険業 免許を 受け た者 の引受 社員 を外国 損害 保険 会

第 三号に 係る 部分に 限る 。） の規定 の適 用に つい ては法 第二 百十九 条

（ 第三 号に係 る部 分に限 る 。）及 び第 二項（ 第一 号の うち 同条第 一項

法 施行 令第 十八 条並び に船 舶油 濁損 害賠償 保障 法施行 令第 二条 第一項

等の 打上げ 及び 人工 衛星 の管理 に関 する 法律第 二条 第九号 、貿 易保 険

、 展覧会 にお ける美 術品 損害 の補償 に関 する 法律 第十三 条、 人工衛 星

る 法律 第八条 、原 子力損 害 賠償補 償契 約に関 する 法律 第十 九条第 一項

法 人の 引受 社員 を外国 保険 会社 等と みなし 、原 子力損 害の 賠償 に関す

第五 条並び に信 託業 法施 行令第 十条 の規 定の適 用に ついて は免 許特 定

法 律施行 令第 二条、 金融 機関 の信託 業務 の兼 営等 に関す る法 律施行 令

に 係る 部分に 限る 。） 、ゴ ルフ場 等に 係る会 員契 約の 適正 化に関 する

（保 険契約 者保 護機 構が 保険業 を行 う場 合の他 の法 令の適 用関 係）

第五 項の 特定損 害保 険業 免許 を受け た者 の引受 社員 を外 国損害 保険 会
社等と みな す。
（保 険契 約者 保護 機構が 保険 業を 行う場 合の 他の法 令の 適用 関係 ）

年法 律第 二十 八号） 、出 資の 受入 れ、預 り金 及び金 利等 の取 締り に関

昭 和二 十六年 法律 第二 百三十 七号 ）、 漁船 損害等 補償 法（昭 和二 十七

七号） 、地 方税法 （昭 和二 十五 年法律 第二 百二 十六号 ）、 税理 士法（

法律 第七 十三号 ）、 船主 相互保 険組 合法 （昭和 二十 五年 法律第 百七 十

る法 律（ 昭和 二十 三年法 律第 百九 十三号 ）、 相続税 法（ 昭和 二十 五年

法 （昭 和二十 三年 法律 第百八 十六 号） 、損 害保険 料率 算出団 体に 関す

る法令 は、 臨時金 利調 整法 （昭 和二十 二年 法律 第百 八十一 号） 、消防

す る法 律（ 昭和 二十九 年法 律第 百九十 五号 ）、 住宅融 資保 険法 （昭和

年法 律第二 十八 号） 、出 資の受 入れ 、預 り金及 び金 利等の 取締 りに 関

昭 和二十 六年 法律第 二百 三十 七号） 、漁 船損 害等 補償法 （昭 和二十 七

七 号） 、地方 税法 （昭和 二 十五年 法律 第二百 二十 六号 ）、 税理士 法（

法 律第 七十 三号 ）、船 主相 互保 険組 合法（ 昭和 二十五 年法 律第 百七十

る法 律（昭 和二 十三 年法 律第百 九十 三号 ）、相 続税 法（昭 和二 十五 年

法 （昭和 二十 三年法 律第 百八 十六号 ）、 損害 保険 料率算 出団 体に関 す

る 法令 は、臨 時金 利調整 法 （昭和 二十 二年法 律第 百八 十一 号）、 消防

法第 二百七 十条 の六 第三 項に規 定す る政令 で定 め

する 法律 （昭和 二十 九年 法律第 百九 十五号 ）、 住宅 融資 保険法 （昭 和

三 十年 法律第 六十 三号） 、 自動車 損害 賠償保 障法 （昭 和三十 年法 律第

法 第二 百七十 条の 六第 三項に 規定 する政 令で 定め 第 三十 七条の 四の 五

三十年 法律 第六十 三号 ）、 自動 車損害 賠償 保障 法（昭 和三 十年法 律第

九十 七号 ）、 準備預 金制 度に 関する 法律 （昭 和三 十二年 法律 第百三 十

第三 十七 条の四 の五

九 十七号 ）、 準備 預金 制度に 関す る法 律（ 昭和三 十二 年法律 第百 三十
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号 ）、ゴ ルフ 場等 に係 る会員 契約 の適 正化 に関す る法 律施行 令、 金融

方公務 員等 の財産 形成 事業 に関 する政 令（ 昭和 五十三 年政 令第二 十五

（昭 和五 十二年 政令 第百 九十九 号） 、地方 公務 員共 済組 合等が 行う 地

務員 共済 組合 連合会 が行 う国 家公 務員等 の財 産形成 事業 に関 する 政令

等 の責 任の制 限に 関す る法律 施行 令、 国家 公務員 共済 組合及 び国 家公

令第百 九十 五号） 、船 舶油 濁等 損害賠 償保 障法 施行令 、船 舶の 所有者

号） 、外 航船舶 建造 融資 利子補 給臨 時措 置法施 行令 （昭 和四十 四年 政

一年 政令 第百 六十 四号） 、印 紙税 法施行 令（ 昭和四 十二 年政 令第 百八

） 、金 融商品 取引 法施 行令、 地震 保険 に関 する法 律施 行令（ 昭和 四十

十年政 令第 九十六 号） 、法 人税 法施行 令（ 昭和 四十 年政令 第九 十七号

行令 （昭 和三十 六年 政令 第三 百四十 一号 ）、所 得税 法施 行令（ 昭和 四

の金 額を 定め る政 令（昭 和三 十年 政令第 三百 十六号 ）、 割賦 販売 法施

昭 和三 十年政 令第 二百 八十六 号） 、自 動車 損害賠 償保 障事業 賦課 金等

令（昭 和二 十九年 政令 第百 五十 号）、 自動 車損 害賠 償保障 法施 行令（

昭和 二十 七年政 令第 三百 四十 三号） 、貿 易保険 法施 行令 、関税 法施 行

償法 施行 令（ 昭和 二十七 年政 令第 六十八 号） 、公認 会計 士法 施行 令（

信 用保 険法施 行令 （昭 和二十 五年 政令 第三 百五十 号） 、漁船 損害 等補

五号） 、相 続税法 施行 令（ 昭和 二十五 年政 令第 七十 一号） 、中 小企業

管理 に関 する法 律、 予算 決算 及び会 計令 （昭和 二十 二年 勅令第 百六 十

る収 益の 移転 防止 に関す る法 律、 人工衛 星等 の打上 げ及 び人 工衛 星の

五 号） 、確定 給付 企業 年金法 （平 成十 三年 法律第 五十 号）、 犯罪 によ

律第九 十二 号）、 船舶 油濁 等損 害賠償 保障 法（ 昭和 五十年 法律 第九十

四十 二年 法律第 二十 三号 ）、 勤労者 財産 形成促 進法 （昭 和四十 六年 法

保険 に関 する 法律 （昭和 四十 一年 法律第 七十 三号） 、印 紙税 法（ 昭和

の 賠償 に関す る法 律、 所得税 法（ 昭和 四十 年法律 第三 十三号 ）、 地震

五号） 、国 民年金 法（ 昭和 三十 四年法 律第 百四 十一 号）、 原子 力損害

、ゴ ルフ 場等 に係る 会員 契約 の適正 化に 関す る法 律施行 令、 金融機 関

務 員等 の財産 形成 事業に 関 する政 令（ 昭和五 十三 年政 令第二 十五 号）

和 五十 二年 政令 第百九 十九 号） 、地方 公務 員共 済組合 等が 行う 地方公

共済 組合連 合会 が行 う国 家公務 員等 の財 産形成 事業 に関す る政 令（ 昭

責 任の制 限に 関する 法律 施行 令、国 家公 務員 共済 組合及 び国 家公務 員

第 百九 十五号 ）、 船舶油 濁 損害賠 償保 障法施 行令 、船 舶の 所有者 等の

） 、外 航船 舶建 造融資 利子 補給 臨時 措置法 施行 令（昭 和四 十四 年政令

年政 令第百 六十 四号 ）、 印紙税 法施 行令 （昭和 四十 二年政 令第 百八 号

、 金融商 品取 引法施 行令 、地 震保険 に関 する 法律 施行令 （昭 和四十 一

年 政令 第九十 六号 ）、法 人 税法施 行令 （昭和 四十 年政 令第 九十七 号）

令 （昭 和三 十六 年政令 第三 百四 十一 号）、 所得 税法施 行令 （昭 和四十

金額 を定め る政 令（ 昭和 三十年 政令 第三 百十六 号） 、割賦 販売 法施 行

和 三十年 政令 第二百 八十 六号 ）、自 動車 損害 賠償 保障事 業賦 課金等 の

（ 昭和 二十九 年政 令第百 五 十号） 、自 動車損 害賠 償保 障法 施行令 （昭

和 二十 七年 政令 第三百 四十 三号 ）、 貿易保 険法 施行令 、関 税法 施行令

法施 行令（ 昭和 二十 七年 政令第 六十 八号 ）、公 認会 計士法 施行 令（ 昭

用 保険法 施行 令（昭 和二 十五 年政令 第三 百五 十号 ）、漁 船損 害等補 償

号 ）、 相続税 法施 行令（ 昭 和二十 五年 政令第 七十 一号 ）、 中小企 業信

理 に関 する 法律 、予算 決算 及び 会計 令（昭 和二 十二年 勅令 第百 六十五

収益 の移転 防止 に関 する 法律、 人工 衛星 等の打 上げ 及び人 工衛 星の 管

号 ）、確 定給 付企業 年金 法（ 平成十 三年 法律 第五 十号） 、犯 罪によ る

律 第九 十二号 ）、 船舶油 濁 損害賠 償保 障法（ 昭和 五十 年法 律第九 十五

四 十二 年法 律第 二十三 号） 、勤 労者 財産形 成促 進法（ 昭和 四十 六年法

保険 に関す る法 律（ 昭和 四十一 年法 律第 七十三 号） 、印紙 税法 （昭 和

の 賠償に 関す る法律 、所 得税 法（昭 和四 十年 法律 第三十 三号 ）、地 震

五 号） 、国民 年金 法（ 昭和 三十四 年法 律第百 四十 一号 ）、 原子力 損害
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項 、地方 税法 第三 十四 条第一 項第 五号 及び 第八項 並び に第三 百十 四条

を保険 会社 とみな し、 損害 保険 料率算 出団 体に 関する 法律 第二条 第二

協力 銀行 法施行 令第 一条 の規定 の適 用につ いて は保 険契 約者保 護機 構

律施 行令 第八 条第二 項第 一号 及び 第十六 条第 二項並 びに 株式 会社 国際

す る法 律施行 令第 五条 、信託 業法 施行 令第 十条、 資金 決済に 関す る法

適正化 に関 する法 律施 行令 第二 条、金 融機 関の 信託業 務の 兼営 等に関

責任 の制 限に関 する 法律 施行令 第六 号、 ゴルフ 場等 に係 る会員 契約 の

建造 融資 利子 補給 臨時措 置法 施行 令第一 条第 三号、 船舶 の所 有者 等の

） 及び 第十五 条の 十三 、印紙 税法 施行 令第 二十二 条第 二号、 外航 船舶

二号（ 金融 商品取 引法 第二 十七 条の二 十八 第三 項に 係るも のに 限る。

条、 法人 税法施 行令 第八 十四 条、金 融商 品取引 法施 行令 第一条 の九 第

保障 事業 賦課 金等 の金額 を定 める 政令第 一条 、割賦 販売 法施 行令 第七

二 条の 二十一 第一 項、 自動車 損害 賠償 保障 法施行 令、 自動車 損害 賠償

第二条 第一 項第二 号、 関税 法施 行令第 六十 二条 の七 第一項 及び 第六十

三第 十号 、漁船 損害 等補 償法 施行令 第二 十四条 、公 認会 計士法 施行 令

び第 百条 の三 第一 号及び 第二 号、 中小企 業信 用保険 法施 行令 第一 条の

法 律第 二条第 二項 第十 七号、 予算 決算 及び 会計令 第七 十七条 第一 号及

二条第 二項 及び第 五十 条第 二項 、犯罪 によ る収 益の 移転防 止に 関する

七十 四条 第八号 、船 舶油 濁等 損害賠 償保 障法第 十四 条第 二項、 第四 十

りに 関す る法 律第 三条、 住宅 融資 保険法 第二 条第三 号、 所得 税法 第百

等 補償 法第百 十二 条第 七項、 出資 の受 入れ 、預り 金及 び金利 等の 取締

第一項 第一 号及び 第二 項、 税理 士法第 五条 第一 項第 一号ハ 、漁 船損害

時金 利調 整法第 一条 第一 項、 消防法 第三 十三条 、相 続税 法第五 十九 条

国際 協力 銀行 法施 行令（ 平成 二十 三年政 令第 二百二 十一 号） とし 、臨

決 済に 関する 法律 施行 令（平 成二 十二 年政 令第十 九号 ）及び 株式 会社

機関の 信託 業務の 兼営 等に 関す る法律 施行 令、 信託 業法施 行令 、資金

四条 第一 項第 五号及 び第 八項 並びに 第三 百十 四条 の二第 一項 第五号 及

、 損害 保険料 率算 出団体 に 関する 法律 第二条 第二 項、 地方税 法第 三十

一 条の 規定 の適 用につ いて は保 険契約 者保 護機 構を保 険会 社と みなし

項第 一号及 び第 十六 条第 二項並 びに 株式 会社国 際協 力銀行 法施 行令 第

条 、信託 業法 施行令 第十 条、 資金決 済に 関す る法 律施行 令第 八条第 二

施 行令 第二条 、金 融機関 の 信託業 務の 兼営等 に関 する 法律 施行令 第五

法 律施 行令 第六 号、ゴ ルフ 場等 に係 る会員 契約 の適正 化に 関す る法律

時措 置法施 行令 第一 条第 三号、 船舶 の所 有者等 の責 任の制 限に 関す る

三 、印紙 税法 施行令 第二 十二 条第二 号、 外航 船舶 建造融 資利 子補給 臨

法 第二 十七条 の二 十八第 三 項に係 るも のに限 る。 ）及 び第 十五条 の十

第 八十 四条 、金 融商品 取引 法施 行令 第一条 の九 第二号 （金 融商 品取引

金額 を定め る政 令第 一条 、割賦 販売 法施 行令第 七条 、法人 税法 施行 令

、 自動車 損害 賠償保 障法 施行 令、自 動車 損害 賠償 保障事 業賦 課金等 の

、 関税 法施行 令第 六十二 条 の七第 一項 及び第 六十 二条 の二 十一第 一項

等 補償 法施 行令 第二十 四条 、公 認会 計士法 施行 令第二 条第 一項 第二号

及び 第二号 、中 小企 業信 用保険 法施 行令 第一条 の三 第十号 、漁 船損 害

十 七号、 予算 決算及 び会 計令 第七十 七条 第一 号及 び第百 条の 三第一 号

の 五第 二項、 犯罪 による 収 益の移 転防 止に関 する 法律 第二 条第二 項第

四 条第 八号 、船 舶油濁 損害 賠償 保障 法第十 四条 第二項 及び 第三 十九条

関す る法律 第三 条、 住宅 融資保 険法 第二 条第三 号、 所得税 法第 百七 十

償 法第百 十二 条第七 項、 出資 の受入 れ、 預り 金及 び金利 等の 取締り に

項 第一 号及び 第二 項、税 理 士法第 五条 第一項 第一 号ハ 、漁 船損害 等補

利 調整 法第 一条 第一項 、消 防法 第三 十三条 、相 続税法 第五 十九 条第一

協力 銀行法 施行 令（ 平成 二十三 年政 令第 二百二 十一 号）と し、 臨時 金

に 関する 法律 施行令 （平 成二 十二年 政令 第十 九号 ）及び 株式 会社国 際

の 信託 業務の 兼営 等に 関す る法律 施行 令、信 託業 法施 行令 、資金 決済
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衛 星の管 理に 関す る法 律第二 条第 九号 、相 続税法 施行 令第一 条の 二第

び第十 二条 、相続 税法 施行 令第 十二条 、人 工衛 星等の 打上 げ及び 人工

律、 印紙 税法別 表第 三、 勤労者 財産 形成促 進法 第六 条、 第六条 の二 及

一項 第十 四号 及び第 二百 二十 五条 第一項 第五 号、地 震保 険に 関す る法

第 七十 六条第 六項 第四 号、第 七十 七条 第二 項第一 号、 第百六 十一 条第

力損害 の賠 償に関 する 法律 第八 条、所 得税 法第 九条第 一項 第十 七号、

百十 四条 の二第 一項 第五 号及び 第八 項、 自動車 損害 賠償 保障法 、原 子

合法 第八 条、 地方 税法第 三十 四条 第一項 第五 号及び 第八 項並 びに 第三

項 及び 第二項 、第 六条 、第七 条並 びに 第十 条第一 項、 船主相 互保 険組

損害保 険料 率算出 団体 に関 する 法律第 二条 第一 項第 四号、 第三 条第一

の適 用に ついて は生 命保 険契 約者保 護機 構を生 命保 険会 社とみ なし 、

組合 等が 行う 地方 公務員 等の 財産 形成事 業に 関する 政令 第四 条の 規定

家 公務 員等の 財産 形成 事業に 関す る政 令第 四条並 びに 地方公 務員 共済

十八条 、国 家公務 員共 済組 合及 び国家 公務 員共 済組 合連合 会が 行う国

九、 第百 七十七 条第 三号 並び に附則 第十 六条第 一項 、第 十七条 及び 第

項第 一号 、法 人税 法施行 令第 百四 十五条 の三 第三号 、第 百四 十五 条の

第 一項 第三号 、第 二百 九十八 条第 六項 第一 号及び 第三 百二十 六条 第二

項、第 二百 二十五 条の 三第 三号 、第二 百二 十五 条の 十、第 二百 八十条

七十 六条 第二項 第一 号、 第百 八十三 条第 三項第 一号 、第 二百九 条第 一

施行 令第 一条 の二 第一項 第一 号、 所得税 法施 行令第 三十 条第 一号 、第

定 給付 企業年 金法 第九 十一条 の十 八第 七項 及び第 九十 三条、 相続 税法

表第三 、勤 労者財 産形 成促 進法 第六条 、第 六条 の二 及び第 十二 条、確

一条 第一 項第十 四号 並び に第 二百二 十五 条第一 項第 四号 、印紙 税法 別

六項 、所 得税 法第 七十六 条第 五項 第一号 及び 第六項 第四 号、 第百 六十

項 第七 号、国 民年 金法 第百二 十八 条第 五項 及び第 百三 十七条 の十 五第

の二第 一項 第五号 及び 第八 項、 準備預 金制 度に 関す る法律 第二 条第一

法律 第二 条第 九号、 相続 税法 施行令 第一 条の 二第 二項第 一号 、貿易 保

法 施行 令第十 二条 、人工 衛 星等の 打上 げ及び 人工 衛星 の管理 に関 する

三 、勤 労者 財産 形成促 進法 第六 条、第 六条 の二 及び第 十二 条、 相続税

二百 二十五 条第 一項 第五 号、地 震保 険に 関する 法律 、印紙 税法 別表 第

四 号、第 七十 七条第 二項 第一 号、第 百六 十一 条第 一項第 十四 号及び 第

る 法律 第八条 、所 得税法 第 九条第 一項 第十七 号、 第七 十六 条第六 項第

第 五号 及び 第八 項、自 動車 損害 賠償 保障法 、原 子力損 害の 賠償 に関す

法第 三十四 条第 一項 第五 号及び 第八 項並 びに第 三百 十四条 の二 第一 項

条 、第七 条並 びに第 十条 第一 項、船 主相 互保 険組 合法第 八条 、地方 税

体 に関 する法 律第 二条第 一 項第四 号、 第三条 第一 項及 び第 二項、 第六

命 保険 契約 者保 護機構 を生 命保 険会 社とみ なし 、損害 保険 料率 算出団

務員 等の財 産形 成事 業に 関する 政令 第四 条の規 定の 適用に つい ては 生

成 事業に 関す る政令 第四 条並 びに地 方公 務員 共済 組合等 が行 う地方 公

共 済組 合及び 国家 公務員 共 済組合 連合 会が行 う国 家公 務員 等の財 産形

三 号並 びに 附則 第十六 条第 一項 、第 十七条 及び 第十八 条、 国家 公務員

施行 令第百 四十 五条 の三 第三号 、第 百四 十五条 の九 、第百 七十 七条 第

百 九十八 条第 六項第 一号 及び 第三百 二十 六条 第二 項第一 号、 法人税 法

の 三第 三号、 第二 百二十 五 条の十 、第 二百八 十条 第一 項第 三号、 第二

号 、第 百八 十三 条第三 項第 一号 、第 二百九 条第 一項、 第二 百二 十五条

一項 第一号 、所 得税 法施 行令第 三十 条第 一号、 第七 十六条 第二 項第 一

九 十一条 の十 八第七 項及 び第 九十三 条、 相続 税法 施行令 第一 条の二 第

形 成促 進法第 六条 、第六 条 の二及 び第 十二条 、確 定給 付企 業年金 法第

並 びに 第二 百二 十五条 第一 項第 四号 、印紙 税法 別表第 三、 勤労 者財産

十六 条第五 項第 一号 及び 第六項 第四 号、 第百六 十一 条第一 項第 十四 号

法 第百二 十八 条第五 項及 び第 百三十 七条 の十 五第 六項、 所得 税法第 七

び 第八 項、準 備預 金制 度に 関する 法律 第二条 第一 項第 七号 、国民 年金
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関す る政 令第 四条 並びに 地方 公務 員共済 組合 等が行 う地 方公 務員 等の

及 び国 家公務 員共 済組 合連合 会が 行う 国家 公務員 等の 財産形 成事 業に

のうち 同条 第一項 第三 号に 係る 部分に 限る 。） 、国 家公務 員共 済組合

号の うち 同条第 一項 第三 号に 係る部 分に 限る。 ）及 び第 三項（ 第一 号

法施 行令 第三 条第 一項（ 第三 号に 係る部 分に 限る。 ）、 第二 項（ 第一

三 号、 地震保 険に 関す る法律 施行 令第 三条 、船舶 油濁 等損害 賠償 保障

行令第 百四 十五条 の三 第三 号、 第百四 十五 条の 九及 び第百 七十 七条第

、第 三百 二十条 第二 項及 び第 三百二 十六 条第二 項第 一号 、法人 税法 施

五条 の十 、第 二百 八十条 第一 項第 三号、 第二 百九十 八条 第六 項第 二号

一 号、 第百八 十四 条第 二項、 第二 百二 十五 条の三 第三 号、第 二百 二十

二項第 一号 、貿易 保険 法施 行令 第十八 条、 所得 税法 施行令 第三 十条第

つい ては損 害保 険契 約者 保護機 構を 損害 保険会 社と みなす 。

行 う地方 公務 員等の 財産 形成 事業に 関す る政 令第 四条の 規定 の適用 に

等 の財 産形成 事業 に関す る 政令第 四条 並びに 地方 公務 員共 済組合 等が

国 家公 務員 共済 組合及 び国 家公 務員 共済組 合連 合会が 行う 国家 公務員

第三 号及び 第二 項第 一号 （同条 第一 項第 三号に 係る 部分に 限る 。） 、

す る法律 施行 令第三 条、 船舶 油濁損 害賠 償保 障法 施行令 第二 条第一 項

三 第三 号、第 百四 十五条 の 九及び 第百 七十七 条第 三号 、地 震保険 に関

項 及び 第三 百二 十六条 第二 項第 一号 、法人 税法 施行令 第百 四十 五条の

十条 第一項 第三 号、 第二 百九十 八条 第六 項第二 号、 第三百 二十 条第 二

第 二項、 第二 百二十 五条 の三 第三号 、第 二百 二十 五条の 十、 第二百 八

険 法施 行令第 十八 条、 所得 税法施 行令 第三十 条第 一号 、第 百八十 四条

財産 形成 事業に 関す る政 令第 四条の 規定 の適用 につ いて は損害 保険 契
約者保 護機 構を損 害保 険会 社と みなす 。
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正

案

行

（ 傍線 部分は 改正 部分）

（海 洋汚染 等及 び海 上災 害の防 止に 関す る法律 の適 用関係 ）

現

○排他 的経 済水域 にお ける 海洋 汚染等 及び 海上災 害 の防止 に関 する法 律等 の適 用関係 の整 理に関 する 政令 （平 成八年 政令 第二 百号 ）（抄 ）（ 第五条 関
係）

改
（海 洋汚 染等 及び 海上災 害の 防止 に関す る法 律の適 用関 係）

律 第百 三十六 号。 以下「 法 」とい う。 ）第八 条の 規定 は、 タンカ ー以

海洋 汚染 等及 び海 上災害 の防 止に 関す る法律 （昭 和四十 五年 法

律第百 三十 六号。 以下 「法 」と いう。 ）第 八条 の規 定は、 タン カー以

外 の特定 外国 船舶で 総ト ン数 四百ト ン未 満の もの につい ては 、適用 し

海洋汚 染等 及び 海上 災害の 防止 に関 する法 律（ 昭和四 十五 年法 第 二条

外 の特 定外国 船舶 で総 トン数 四百 トン 未満 のもの につ いては 、適 用し

ない 。

法 第八条 第三 項の 規定 は、タ ンカ ーで ある 特定外 国船 舶で総 トン 数

百 五十 トン未 満の ものに つ いては 、適 用しな い。

法第 八条 の三第 三項 の規 定は、 我が 国の排 他的 経済 水域 におい て船

舶間 貨物油 積替 えを 行う 外国船 舶に つい ては、 適用 しない 。

搭載 人員 以上 の船 舶から の政 令で 定める ふん 尿等の 排出 にあ つて は、

中 「排 出（総 トン 数又 は搭載 人員 の規 模が 政令で 定め る総ト ン数 又は

排出に つい ての法 第十 条第 二項 の規定 の適 用に つい ては、 同項 第一号

排 出海 域及 び排 出方法 に関 し政 令で 定める 基準 に従つ てす る排 出に限

搭載 人員以 上の 船舶 から の政令 で定 める ふん尿 等の 排出に あつ ては 、

中 「排出 （総 トン数 又は 搭載 人員の 規模 が政 令で 定める 総ト ン数又 は

排 出に ついて の法 第十条 第 二項の 規定 の適用 につ いて は、 同項第 一号

特 定外国 船舶 （国 際航 海に従 事す る船 舶を 除く。 ）か らの廃 棄物 の

排出 海域 及び排 出方 法に 関し政 令で 定め る基準 に従 つて する排 出に 限

る 。） 」とあ るの は、「 排 出」と する 。

四十 二条を 除く 。） の規 定は、 特定 外国 船舶に つい ては、 適用 しな い

法第 六章 （第三 十八 条第 一項、 第二 項、第 六項 及び 第七 項並び に第

四十 二条 を除 く。） の規 定は 、特 定外国 船舶 につい ては 、適 用し ない

。

法 第六 章（第 三十 八条 第一 項、第 二項 、第六 項及 び第 七項並 びに 第 ５

る。） 」と あるの は、 「排 出」 とする 。

特定 外国船 舶（ 国際 航海 に従事 する 船舶 を除く 。） からの 廃棄 物の ４

舶間 貨物 油積 替え を行う 外国 船舶 につい ては 、適用 しな い。

法 第八 条の三 第三 項の 規定 は、我 が国 の排他 的経 済水 域に おいて 船 ３

百五十 トン 未満の もの につ いて は、適 用し ない 。

法第 八条第 三項 の規 定は 、タン カー であ る特定 外国 船舶で 総ト ン数 ２

ない 。

第二 条

２
３
４

５

。た だし 、法第 三十 九条 第二項 、第 三項及 び第 五項 、第 四十条 、第 四
十二条 の二 第四項 、第 四十 二条 の三第 三項 並び に第四 十二 条の四 の二
第 二項（ これ らの 規定 中船舶 所有 者に 係る 部分に 限る 。）、 第四 十二
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条の六 並び に第四 十二 条の 七の 規定は 、船 舶油 濁等 損害賠 償保 障法（
昭 和五 十年法 律第 九十 五号） 第二 条第 八号 に規定 する 難破物 に該 当す
る特 定外 国船 舶及 び同号 に規 定す る難破 物に 該当す る排 出さ れた 油、
有害 液体 物質、 廃棄 物、 危険 物その 他の 物（我 が国 の内 水、領 海又 は
排他的 経済 水域に ある もの に限 る。） が積 載さ れて いた特 定外 国船舶
に つい ては、 適用 があ るもの とす る。
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正

案

る。
一 ～二 百五 十一

（略 ）

行

（ 傍線 部分 は改正 部分 ）

船舶 油濁損 害 賠償保 障法 （昭和 五十 年法 律第 九十五 号）
二百 五十三 ～四 百五 十二

二 百五 十二

（略 ）

公 益通報 者保 護法別 表第 八号 の政令 で定 める 法律 は、次 のと おりと す

現

○公益 通報 者保護 法別 表第 八号 の法律 を定 める政 令 （平成 十七 年政令 第百 四十 六号） （抄 ）（第 六条 関係 ）

改
公 益通 報者保 護法 別表 第八号 の政 令で 定め る法律 は、 次のと おり とす
る。
（ 略）

（ 略）

船舶 油濁 等損 害賠 償保障 法（ 昭和 五十 年法律 第九 十五号

一～ 二百 五十一
二百五 十二
）
二百 五十 三～ 四百 五十二
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改

正

案
（ 海事局 の所 掌事務 ）

○国土 交通 省組織 令（ 平成 十二 年政令 第二 百五十 五 号）（ 抄） （第七 条関 係）

（ 海事 局の所 掌事 務）

現

行

（ 傍線 部分 は改正 部分 ）

海事 局は、 次に 掲げ る事 務をつ かさ どる 。
（ 略）

第十 三条
一

海 事局 は、次 に掲 げる 事務を つか さど る。

（略 ）

タ ンカー 油濁 損害賠 償 保障契 約及 び一般 船舶 油濁 損害 賠償等 保障

第 十三 条
一

二

契約 並び に油 による 汚染 損害 の補償 のた めの国 際基 金に 関す ること

タ ンカ ー油濁 損害 賠償 保障 契約、 一般 船舶 等油 濁損害 賠償 保障契
約 及び 難破 物除去 損害 賠償 保障 契約並 びに 油によ る汚 染損 害の 補償

。

二
の ため の国際 基金 に関 するこ と。

（略 ）

三 ～十 五

（略 ）

タ ンカー 油濁 損害賠 償 保障契 約及 び一般 船舶 油濁 損害 賠償等 保障

（ 略）

安全政 策課 は、 次に 掲げる 事務 をつ かさど る。

三～ 十五

四

一 ～三

第百 四十二 条

（ 安全政 策課 の所掌 事務 ）

安 全政策 課は 、次 に掲げ る事 務を つか さどる 。

（ 安全 政策課 の所 掌事 務）
第 百四 十二条
（略）

タ ンカ ー油濁 損害 賠償 保障 契約、 一般 船舶 等油 濁損害 賠償 保障契

一～ 三
四

契約 並び に油 による 汚染 損害 の補償 のた めの国 際基 金に 関す ること
（略 ）

約 及び 難破 物除去 損害 賠償 保障 契約並 びに 油によ る汚 染損 害の補 償

五 ～十 一

。

（略 ）

の ための 国際 基金 に関 するこ と。
五～ 十一
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則

改

正

案
附

則

（施 行期日 ）

現

行

（ 傍線 部分 は改正 部分 ）

こ の政令 は、 平成 三十 一年六 月一 日か ら施 行する 。た だし、 第十 一

条 の十 の表第 二号 の改正 規 定は、 平成 三十二 年一 月一 日か ら施行 する
。
（ 経過 措置 ）

尿等の 排出 につい ては 、こ の政 令によ る改 正後 の海 洋汚染 等及 び海上

及び 海上 災害の 防止 に関 する 法律第 十条 第二項 第一 号に 規定す るふ ん

年六 月一 日前 に船 舶所有 者に 対し 引き渡 され たもの から の海 洋汚 染等

船 舶に あって は、 同日 前に建 造に 着手 され たもの ）で あって 、令 和三

海 上災害 の防 止に関 する 法律 施行令 別表 第二 の規 定にか かわ らず、 同

ふ ん尿 等の排 出に ついて は 、この 政令 による 改正 後の 海洋 汚染等 及び

染 等及 び海 上災 害の防 止に 関す る法 律第十 条第 二項第 一号 に規 定する

十三 年六月 一日 前に 船舶 所有者 に対 し引 き渡さ れた ものか らの 海洋 汚

船 舶にあ って は、同 日前 に建 造に着 手さ れた もの ）であ って 、平成 三

この 政令 の施 行の日 前に 建造 契約 が結ば れた 船舶（ 建造 契約 がな い

災 害の 防止に 関す る法 律施行 令別 表第 二の 規定に かか わらず 、同 年五

年五 月三十 一日 まで の間 は、な お従 前の 例によ る。

こ の政 令の 施行 の日前 に建 造契 約が 結ばれ た船 舶（建 造契 約が ない ２

（経 過措 置）

十の表 第二 号の改 正規 定は 、令 和二年 一月 一日 から 施行す る。

この 政令は 、令 和元 年六 月一日 から 施行 する。 ただ し、第 十一 条の １

（施 行期 日）

附

○海洋 汚染 等及び 海上 災害 の防 止に関 する 法律施 行 令の一 部を 改正す る政 令（ 平成三 十一 年政令 第百 六十 三号 ）（抄 ）（ 附則 第二 項関係 ）

１

２

月三 十一 日ま での 間は、 なお 従前 の例に よる 。

- 17 -

