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確定給付企業年金法附則
第二十八条第三項第一号
の厚生労働大臣が定める
利率を定める件
公的年金制度の健全性及
び信頼性の確保のための
厚生年金保険法等の一部
を改正する法律附則第三
十六条第三項第一号及び
第八項の厚生労働大臣が
定める利率を定める件
中小企業退職金共済法第
三十一条の二第三項第一
号及び第七項の厚生労働
大臣が定める利率を定め
る件
中小企業退職金共済法施
行令第十六条第五項の厚
生労働大臣が定める利率
を定める件
中小企業退職金共済法第
三十一条の三第三項第一
号及び第七項の厚生労働
大臣が定める利率を定め
る件
建設雇用改善計画を定め
る件
介護予防・日常生活支援
総合事業の適切かつ有効
な実施を図るための指針
の一部を改正する件
妊娠中及び出産後の女性
労働者が保健指導又は健
康診査に基づく指導事項
を守ることができるよう
にするために事業主が講
ずべき措置に関する指針
の一部を改正する件
介護保険法第五十一条の
三第二項第一号及び第六
十一条の三第二項第一号
に規定する食費の負担限
度額等の一部を改正する
告示
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厚生労働大臣が指定する
病院の病棟並びに厚生労
働大臣が定める病院︑基
礎係数︑機能評価係数Ⅰ︑
機能評価係数Ⅱ及び激変
緩和係数の一部を改正す
る件
厚生労働大臣の定める先
進医療及び患者申出療養
並びに施設基準の一部を
改正する件
高齢者の医療の確保に関
する法律による保険者の
前期高齢者交付金等の額
の算定等に関する省令第
四十四条第二項の規定に
基づき厚生労働大臣が定
める事項の一部を改正す
る件
高齢者の医療の確保に関
する法律による保険者の
前期高齢者交付金等の額
の算定等に関する省令第
四十四条第二項の規定に
基づき厚生労働大臣が定
める事項第一号の規定に
基づき厚生労働大臣が定
める保険者
公的年金制度の健全性及
び信頼性の確保のための
厚生年金保険法等の一部
を改正する法律附則第八
条に規定する責任準備金
相当額の算出方法の一部
を改正する件
確定給付企業年金法施行
規則第五十五条第一項第
一号に規定する予定利率
の一部を改正する件
確定給付企業年金法施行
規則第四十三条第二項第
一号及び第二号に規定す
る予定利率の下限及び基
準死亡率の一部を改正す
る件
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公的年金制度の健全性及
び信頼性の確保のための
厚生年金保険法等の一部
を改正する法律の施行に
伴う経過措置に関する政
令第三条第二項の規定に
よりなおその効力を有す
るものとされた公的年金
制度の健全性及び信頼性
の確保のための厚生年金
保険法等の一部を改正す
る法律の施行に伴う関係
政令の整備等に関する政
令第一条の規定による廃
止前の厚生年金基金令第
三十九条の三第三項に規
定する予定利率及び予定
死亡率の一部を改正する
件
三一
高齢者の医療の確保に関
する法律による保険者の
前期高齢者交付金等の額
の算定等に関する省令の
規定に基づき令和三年度
における全保険者平均前
期高齢者加入率見込値及
び令和元年度における全
保険者平均前期高齢者加
入率を公示する件
三一
令和三年度における高齢
者の医療の確保に関する
法律による保険者の前期
高齢者交付金等の額の算
定に関して厚生労働大臣
が定める率及び額を公示
する件
三一
令和三年度における前期
高齢者交付金及び後期高
齢者医療の国庫負担金の
算定等に関する政令第二
十五条の三第一項第二号
の規定に基づき厚生労働
大臣が定める率を定める
告示
三一

一四三 社会保険診療報酬支払基
金法第十五条第三項の規
定に基づき厚生労働大臣
の定める医療に関する給
付等の一部を改正する告
示
一四四 社会福祉施設職員等退職
手当共済法施行令第七条
の規定に基づく令和三年
度の単位掛金額を定める
件
一四五 補装具の種目︑購入等に
要する費用の額の算定等
に関する基準の一部を改
正する件
一四六 国民年金の保険料を追納
する場合に納付すべき額
を定める件
一四七 中国残留邦人等の円滑な
探掠探
帰国の促進並びに永住帰
国した中国残留邦人等及
び特定配偶者の自立の支
援に関する法律施行令第
九条第二項に規定する保
険料の額の一部を改正す
る件
一四八 厚生労働科学研究費補助
金等取扱規程の一部を改
正する件
探掠探
一
四
九
令和三年度の献血の推進
に関する計画を定める件
一五〇 令和三年度の血液製剤の
安定供給に関する計画を
定める件
一五一 生活保護法による保護の
基準の一部を改正する件
探掠掣 一五二 雇用保険法施行規則第百
十二条第二項第一号イ挏
の厚生労働大臣が指定す
る地域の一部を改正する
件
一五三 雇用保険法施行規則第百
四十条第二号の厚生労働
大臣が指定する地域の一
部を改正する件
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