第一章
商店街活性化事業の促進︵第四条︱第十条︶

総則︵第一条︱第三条︶

商 店街 の活性 化の ための 地域 住民 の需要 に応じた事 業活 動の 促進に 関す る法 律

第二章
雑則︵第十一条︱第十四条︶

目次

第三章
罰則︵第十五条︶

総則

第四章
附則
第一章

こ の法律 は︑ 商店街 が我 が国 経済の 活力 の維持 及び 強化 並びに 国民 生活の 向上 にと って 重 要な 役割

︵目的︶
第一条

を 果た して いるこ とに かんが み︑ 中小 小売商 業及 び中小 サー ビス 業の振 興並 びに地 域住 民の 生活の 向上 及

び 交流 の促 進に寄 与し てき た 商店 街の 活力が 低下 して いるこ とを 踏まえ ︑商 店街 への来 訪者 の増加 を通 じ

た中小 小売 商業者 又は 中小 サービ ス業 者の事 業機 会の 増大を 図る ために 商店 街振 興組合 等が 行う地 域住 民
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の 需要 に応じ た事 業活動 につ いて ︑経済 産業 大臣に よる その 計画の 認定 ︑当 該認定 を受 けた計 画に 基づ く

事 業に 対する 特別 の措 置等に ついて 定め るこ とに より︑ 商店 街の活 性化 を図 ること を目 的とす る︒

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

こ の 法律 にお いて ﹁ 中小 企業者 ﹂と は︑ 次の各 号の いずれ かに 該当 する者 をい う︒

︵定義 ︶

の

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

個 人で あっ て ︑卸 売業 ︵第五 号の 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

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

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

び 個人で あって ︑ 製造 業︑建 設業 ︑運 輸 業そ の他 の業種 ︵次 号から 第四 号まで に掲 げる 業種 及び第 五号

第二条
一

二

三

び 個人 で あ って ︑ サー ビス業 ︵第 五号 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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２

四

五

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︵ 次号 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

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

協業組合

企業組合

七

事業協同組合︑事業協同小組合及び協同組合連合会︑商工組合及び 商工組合連合会並び に商店街振興

六

八

組合及び商店街振興組合連合会

こ の法 律にお いて ﹁商店 街活 性化 事業﹂ とは ︑商店 街振 興組 合等︵ 商店 街振興 組合 若し くは商 店街 振興

組合連合会︑事業協同組合︑事業協同小組合若しくは 協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法

律︵昭 和三 十二年 法律 第百 八十五 号︶ 第九条 ただ し書 に規定 する 商店街 組合 若し くはこ れを 会員と する 商
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３

工組合連合会をいう︒以下同じ︒︶が︑当該商店街振興組合等に係る商店街の区域及び その周辺の地域の

住 民の 生活に 関す る需 要に応 じて 行う商 品の 販売 又は役 務の 提供︑ 行事 の実 施等の 事業で あって ︑これ ら

の 事業 を行う こ と によ り当該 商店 街への 来訪 者の 増加を 通じ て 主と して 当該 商店街 振興 組合等 の組 合員 又

は 所属 員で あ る中 小小 売商業 者又 は中小 サー ビス 業者の 事業 機会の 増大 を図 るもの をい う︒

こ の法律 にお いて ﹁商店 街活 性化支 援事 業﹂ とは︑ 商店 街振興 組合 等に 対する 商店 街活性 化事 業に 関す

る 計画 の作成 に必 要な 情報の 提供 及びこ れと 併せて 行う 当該 商店街 振興 組合 等の組 合員 若し くは所 属員 に

対 する 研修︑ 商店 街活 性化事 業を 行う 者の求 めに 応じて 行う 当該 商店街 活性 化事業 の実 施に ついて の指 導

又は助 言そ の他の 取組 により ︑商 店街 活性化 事業 の円滑な実 施を 支援す る事 業をいう︒
︵基本方針︶

経 済産業 大臣は︑商 店街 活性 化事業 の促 進に関する 基本 方針︵ 以下 ﹁基本 方針 ﹂と いう︒ ︶を 定め

商 店街 活性化 事業 の促 進の意義及び基本 的な 方向 に関す る事 項

基 本方 針には ︑次 に掲げ る事 項に ついて 定め るも のとす る︒

なければならない︒

第三条

２
一
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３

４

二

三

イ
商 店街活 性化 事業 の促進 に当 たって 配慮 すべ き 事項

商店街活性化事業の内容に関する事項

商 店街活 性化 事業に 関す る次 に掲げ る事 項

ロ

イ

商 店街活 性化 支援 事業の 促進 に当た って 配慮 すべき 事項

商 店街活 性化 支援 事業の 内容 に関す る事 項

商 店街活 性化 支援 事業に 関す る次に 掲げ る事 項

ロ

経 済産業 大臣は︑ 基本方 針を 定め ︑又はこれ を変更 しようと するときは ︑中小 企業 政策 審議会 の意 見を
聴かなけれ ばなら ない︒

商店街活性化事業の促進

経 済産 業大臣 は︑ 基本方 針を 定め ︑又は これ を変更 した とき は︑遅 滞な く︑こ れを 公表 しなけ れば なら
ない︒
第二章

商店街活性化事業を行おうとする商店街振興組合等は︑当該商店街活性化事業に関する計画︵当該

︵商店街活性化事業計画の認定︶
第四条
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２

３

４

商 店街 振興組 合等 の組合 員又 は所 属員の 行う 商店街 活性 化事 業に関 する もの を含む ︒以 下﹁商 店街 活性 化

事 業計 画﹂と いう ︒︶ を作成 し︑ 経済産 業省 令で 定める とこ ろ によ り︑ こ れ を経済 産業 大臣に 提出 して ︑
そ の商 店街活 性化 事業 計画が 適当で ある 旨の 認定 を受け るこ とがで き る ︒

二

一

商店街活性化事業を行う のに必要な資金の額及びその調達方法

商店街活性化事業の内容及び 実施期間

商店街活性化事業の目標

商店街活性化事業計画には︑次に掲げる事項を記載しなければなら ない︒

三

経 済産 業大臣 は︑ 第一項 の認 定の 申請が あっ た場合 にお いて ︑当該 申請 に係る 商店 街活 性化事 業計 画が

一

前項第二号及び第三号に掲げ る事項が商店街活性化事業を円滑かつ確実に遂行するために適切なも の

前 項第 一号及 び第 二号に 掲げ る事 項が基 本方 針に照 らし て 適 切なも ので あるこ と︒

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 ︒

二

で あること ︒

経 済産 業大臣は︑ 商店 街活性 化事 業計画 の認 定を しようとす るとき は︑ あら かじめ ︑当 該商店 街活 性化
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事 業が その区 域内 において 行 われ ること とな る都道 府県 及び 市町村 ︵特 別区 を含む ︒︶ の意見 を聴 き ︑ 当
該意見に配慮しなけれ ばなら ない︒
︵商店街活性化事業計画の変更等︶

前条 第一 項の 認定を 受け た者︵ 以下 ﹁認 定商店 街活 性化事 業者 ﹂と いう︒ ︶は ︑当該 認定 に係 る商

前 条第 三項及 び第 四項の 規定 は︑ 第一項 の認 定に ついて 準用 する︒

い う︒ ︶に 従って 商店 街活性 化事 業が 行われ て い ないと 認め ると き は︑ その 認定を 取り 消す こ とが でき る︒

前 項の 規定 による 変更 の届出があ ったときは ︑そ の変更 後のもの ︒以下 ﹁認 定商店 街活 性化 事業計 画﹂と

経済産業大臣は︑前条第一項の認定に係る商店街活性化事業計画︵第一項の規定による変更の認定又は

︑ その 旨を 経済産 業大 臣に届け出なけ ればならな い︒

認 定商店 街活 性化 事業者 は︑ 前項 ただし 書の 経済産 業省 令で 定める 軽微 な変更 をし たと き は︑ 遅滞 なく

定 を受 けなけ れば なら ない︒ ただ し︑経 済産 業省 令で 定 める 軽微な 変更 につ いて は ︑こ の限 りで な い︒

店 街活 性化事 業計 画を 変更し よう とする とき は︑ 経済産 業省 令で 定 める とこ ろ によ り︑ 経済産 業大 臣の 認

第五条

２

３

４

︵商店街活性化支援事業計画の認定︶
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一般 社団 法人若 しくは一 般財団 法人 ︵一般 社団 法人 にあっては その 社員総 会に おける 議決 権の 二分

二

一

商 店街 活性化 支援 事業を 行う のに 必要な 資金 の額及びそ の調 達方法

商店街活性化支援事業の内容及び 実施期間

商店街活性化支援事業の目標

経 済産 業大臣 は︑ 第一項 の認 定の 申請が あっ た場 合にお いて ︑当該 申請 に係 る商店 街活 性化支 援事 業計

三

商 店街 活性化 支援 事業計 画には︑ 次に掲げる 事項を 記載 しなければ なら ない︒

︑ その 商店街 活性 化支 援事業 計画 が適 当で あ る旨 の認定 を受 ける こ とが でき る︒

援 事業 計画﹂ とい う︒ ︶を作 成し ︑経済 産業 省令で 定め ると ころ に より ︑こ れを経 済産 業大 臣に提 出して

中小企業者が 有しているものに限る︒︶は︑商店街活性化支援事業に関する計画︵以下﹁商店街活性化支

律 第七 号︶第 二条 第二 項に規 定す る特定 非営 利活 動法人 ︵そ の社員 総会 における表 決権 の二分 の一 以上を

二 分の 一以上 が中 小企 業者に より 拠出さ れて いる ものに 限る ︒︶又 は特 定非 営利活 動促 進法︵ 平成 十年 法

の 一以 上を中 小企 業者 が有し て い るもの ︑一 般財 団法人 にあ って は 設立 に際 して 拠 出さ れた財 産の 価額 の

第六条

２

３

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 ︒
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二

一

前 項第二 号及び第 三号に 掲げ る事項が商 店街 活性化 支援 事業を 円滑 かつ 確実に 遂行するた めに 適切な

前 項第一 号及 び第二 号に 掲げ る事項 が基 本方針 に照 らし て 適切 なも ので あるこ と︒

も ので あるこ と︒
︵商店街活性化支援事業計画の変更等︶

前条 第一 項の 認定を 受け た者︵ 以下 ﹁認 定商店 街活 性化支 援事 業者 ﹂という︒ ︶は︑ 当該 認定 に係

経済産業大臣は︑前条第一項の認定に係る商店街活性化支援事業計画︵第一項の規定による変更の認定

な く︑ その 旨を経 済産 業大臣 に届け出なけれ ばならない ︒

認 定商 店街活 性化 支援事 業者 は︑ 前項た だし 書の経 済産 業省 令で 定 める 軽微な 変更 をし たとき は︑ 遅滞

ない︒

大 臣の 認定を 受け なけ ればな らな い︒ ただし ︑経 済産業 省令で 定 める軽 微な 変更に ついて は ︑こ の 限りで

る 商店 街活性 化支 援事 業計画を変 更しようと するときは ︑経 済産業 省令で定 めるところ によ り︑経 済産 業

第七条

２

３

又は前 項の 規定に よる 変更の 届出があ ったときは ︑そ の変更 後のもの︒ 以下 ﹁認 定商店 街活 性化支 援事 業

計画﹂ とい う︒︶ に従 って 商店街 活性 化支援 事業 が行 われて いな いと認 める とき は︑そ の認 定を取 り消 す
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４

ことができる︒
前 条第三 項の 規定 は︑第 一項 の認定 につ いて 準用す る︒

中小企業信用保険法︵昭和二十五年法律第二百六十四号︶第三条第一項に規定する普通保険︵以下

︵中小企業信用保険法の特例︶
第八条

﹁普通保険﹂という︒︶︑同法第三条の二第一項に規定する無担保保険︵以下﹁無担保保険﹂という︒︶

又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険︵以下﹁特別小口保険﹂という ︒︶の保険関係であっ

て ︑商 店街活 性化 事業 関連保 証︵ 同法 第三条 第一 項︑第 三条 の二 第一項 又は 第三条 の三 第一 項に規 定す る

債 務の 保証 で あっ て ︑ 認定商 店街 活性 化事業 者又 はその 組合 員若 しくは 所属 員で あ る中 小企 業者が 認定 商

店 街活 性化 事業計 画に 従って 行う 商店 街活性 化事 業︵以 下﹁ 認定 商店街 活性 化事業 ﹂と いう ︒︶に 必要 な

資 金に 係るものを いう ︒以下 同じ ︒︶を受け た中 小企業 者に 係るものに ついての次 の表 の上 欄に掲げる 同

保険価額の合計

の促 進に 関する 法律 第八条 第一 項に 規定す る商 店街活 性化

商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動

法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 ︑同表の下欄に掲げ る字句とす る︒
第三条第一項

額が
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事業関連保証︵以下﹁商店街活性化事業関連保証﹂という

︒︶に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関

第三条の三第一項

第三条の二第一項及び

当該借入金の額

額が

保険価額の合計

商店街活性化事業関連保証及びその他の保証ごと に︑それ

計 額と その他 の保 険関係 の保 険価 額の合 計額とがそれぞれ

商店街活性化事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合

係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第三項

商店街活性化事業関連保証及び その他の保証ごとに︑当該

ぞれ当 該保 証をし た

商店街活性化事業関連保証及びその他の保証ごと に︑それ

債務者

商店街活性化事業関連保証及び その他の保証ごとに︑当該

ぞれ 当該借 入金 の額 のうち

当該保証をした

当該債務者

の うち

第三条の三第二項

当該債務者

債務者
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２

３

４

普 通保険 の保 険関係 で あ って ︑商店 街活 性化事 業関 連保 証に係 るも のに ついて の中 小企業 信用 保険 法第

三 条第 二項及 び第 五条 の規定 の適 用につ いて は︑ 同法第 三条 第二項 中﹁ 百分 の七十 ﹂と あり︑ 及び 同法 第

五条中﹁百分の七十︵無担保保険︑特別小口保険︑流動資産担保保険︑公害防止保険︑エネルギー 対策保

険 ︑海 外投資 関係 保険 ︑新事 業開 拓保険 ︑事 業再 生保険 及び 特定社 債保 険に あつて は︑ 百分の 八十 ︶﹂ と
あ るのは︑﹁ 百分 の八 十﹂と する ︒

普 通保険 ︑無 担保 保険又 は特 別小口 保険 の保 険関係 で あ って ︑ 商店 街活 性化事 業関 連保 証に係 るも のに

つ いて の保険 料の 額は ︑中小 企業 信用 保険法 第四 条の規 定に かか わらず ︑保 険金額 に年 百分 の二以 内に お
い て 政 令で 定める 率を 乗じて 得た 額と する︒

認 定商 店街活 性化 支援事 業者 で あ って ︑ 当該 認定商 店街 活性 化支援 事業 計画に 基づ く商 店街活 性化 支援

事 業︵ 以下 ﹁認定 商店 街活性 化支 援事 業﹂と いう ︒︶の 実施 に必 要な資 金に 係る中 小企 業信 用保険 法第 三

条 第一 項又 は第三 条の 二第一 項に 規定 する債 務の 保証を 受け たも のにつ いて は︑当 該認 定商 店街活 性化 支

援 事業 者を 同法第 二条 第一項 の中 小企 業者と みな して ︑同法 第三 条︑第 三条 の二 及び第 四条 から第 八条 ま

での規 定を 適用す る︒この 場合に おいて︑同 法第 三条 第一項 及び 第三条 の二 第一 項の規 定の 適用に ついて
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は ︑こ れらの 規定 中﹁借 入れ ﹂と あるの は︑ ﹁商店 街の 活性 化のた めの 地域 住民の 需要 に応じ た事 業活 動

の 促進 に関す る法 律第 七条第 三項 に規定する 認定 商店街 活性 化支援 事業 計画 に基づ く事 業の実 施に 必要な
資 金の 借入れ ﹂と する ︒

小規模企業者等設備導入資金助成法︵昭和三十一年法律第百十五号︶第三条第一項に規定する小規

︵小規模企業者等設備導入資金助成法の特例︶
第九条

模 企業 者等設 備導 入資 金貸付 事業 に係る 貸付 金の 貸付け を受 けて 同 法第 二条 第四項 に規 定す る貸与 機関 ︵

以 下﹁ 貸与機 関﹂という︒︶が行う同 条第五 項に 規定す る設 備資 金貸付 事業 ︵以下 ﹁設 備資 金貸付 事業 ﹂

と いう ︒︶ に係る 貸付 金で あ って ︑認 定商店 街活 性化事 業者 の組 合員又 は所 属員で ある 同条 第一項 に規 定

す る小 規模 企業者 等が 認定商 店街 活性 化事業 計画 に従って設 置す る設備 又は 取得す るプ ログラム使 用権 ︵

同 条第 七項 に規定 する プログ ラ ム 使用 権をい う︒ ︶に係 るも のに ついて は︑ 同法第 四条 第二 項の規 定に か

か わら ず︑ 一の借 主に 対して 貸し 付け るこ と がで き る設 備資 金貸 付事業 に係 る貸付 金の 金額 は︑一 の設 備

又 は一 のプ ログラ ム使 用権に つき ︑貸 与機関 が必 要と 認めた 金額 の三分 の二 に相 当する 額以 内の額 とす る︒
︵独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う 商店街活性化促進業務︶
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第十条

独立 行政 法人中 小企 業基 盤整備 機構は︑商 店街 活性 化事業を促 進す るため ︑次 の各号 のいずれ かに

掲 げる 事業を 行う 市町 村︵特 別区 を含む ︒︶ に対 し︑当 該事 業を行 うの に必 要な資 金の 一部の 貸付 けを 行

認 定商店 街活 性化 支援事 業者 に対し ︑当 該認 定商店 街活 性化支 援事 業を 行うの に必 要な 資金の 貸付け

と︒

認 定商店 街活 性化 事業者 に対 し︑当 該認 定商 店街活 性化 事業を 行う のに 必要な 資金 の貸付けを 行うこ

う こと ができ る︒
一

二

雑則

を 行うこと︒
第三章

国は︑ 商店 街活性 化事 業及び商店 街活 性化支 援事 業の 促進を 図る ため︑ 関係 省庁 相互間 の及び中

︵国の責務︶
第十一条

小 企業 に関する団 体と の連携を図 りつ つ︑当 該事 業を担う人 材の 育成︑ 商店 街の活 性化 に関する事 例そ の

他 の当 該事 業の実 施に 有用な 情報 の収 集及び 提供 その 他の必 要な 支援を 行う よう 努めるものとする ︒
︵指導及び 助言︶
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第十二条

国は︑認定商店街活性化事業者又は認定商店街活性化支援事業者に対し︑当該認定商店街活性化

事業又は認定商店街活性化支援事業の適確な 実施に必要な指導及び 助言を行うものとす る︒
︵報告の徴収︶

経済産業大臣は︑認定商店街活性化事業者に対し︑当該認定商店街活性化事業計画の実施状況に

経済産業大臣は︑認定商店街活性化支援事業者に対し︑当該認定商店街活性化支援事業計画の実施状況

つ いて 報告を 求め るこ とがで き る ︒

第十三条

２
について報告を求めることができ る︒

こ の法 律に 規定す る経 済産 業大臣 の権 限は︑ 経済 産業 省令で 定め るとこ ろ に より ︑経済 産業 局長

︵権限の委任︶
第十四条

罰則

に委任することができ る︒
第四章

第十三 条の 規定に よる 報告をせず ︑又は虚 偽の報 告を した者は︑ 三十 万円以 下の 罰金に 処す る︒

法人の代表者又は 法人若しくは人の代理人︑使用人その他の従業者が︑その法人又は人の業務に関し︑

第十五条
２
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則

前 項の 違反行為を したときは ︑行為者を 罰す るほか ︑そ の法 人又は 人に 対して同項 の刑を科す る︒
附

こ の 法律 は︑ 公布の 日か ら起算 して 六月 を超え ない 範囲内 にお いて 政令で 定め る日か ら施 行す る︒

︵施行期日︶
第一条

政府 は︑ こ の 法律の 施行 後五年 を経 過し た場合 にお いて ︑ こ の 法律 の施行 の状 況に ついて 検討 を加

︵検討︶
第二条

え ︑必 要があ ると 認め るとき は︑ その 結果に 基づ いて 所 要の 措置 を講ず るも のとす る︒

中 小企業 基本 法︵昭 和三 十八 年法律 第百 五十四 号︶ の一 部を次 のように改 正す る︒

︵中小企業基本法の一部改正︶
第三条

第 二十 七条 第三項 中﹁ 及び中 小企 業者と農林 漁業 者との 連携 によ る事業 活動 の促進 に関する 法律︵ 平成

二 十年 法律 第三十 八号 ︶﹂を ﹁︑ 中小 企業者と農 林漁業 者と の連 携によ る事 業活動 の促 進に 関する 法律 ︵

号︶﹂に改める︒

平成二十年法律第三十八号︶及び 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じ た事業活動の促進に関す
る法律︵平成二十一年法律第
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印紙 税法 ︵昭 和四十 二年 法律第 二十 三号 ︶の一 部を 次のように 改正する︒

︵印紙税法の一部改正︶
第四条

別 表第 三の文 書名 の欄 中﹁︑ 第十 一号並 びに 第十 二号﹂ を﹁ 並びに 第十 一号 から第 十三 号まで ﹂に 改め
る︒

独立 行政 法人 中小企 業基 盤整備 機構 法︵ 平成十 四年 法律第 百四 十七 号︶の 一部を次 のよう に改 正す

︵独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正︶
第五条
る︒

第 十五 条第 一項中 第十 四号を 第十 五号 とし︑ 第十 一号か ら第 十三 号まで を一 号ずつ 繰り 下げ ︑第十 号の

号︶第 十条 の規定 によ る貸 付けを 行うこと︒

商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律︵平成二十一年法

次 に次 の一 号を加える ︒
十一
律第

第十七条第二項中﹁第十五条第一項第十一号及び 第十二号﹂を﹁第十五条第一項第十二号及び第十三号
﹂に︑ ﹁同 条第一 項第 十三 号﹂を ﹁同 条第一 項第 十四 号﹂に 改め る︒
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第 十八 条第一 項第 一号中 ﹁及び同 項第十 号﹂を﹁︑ 同項 第十 号及び 第十 一号 ﹂に︑ ﹁同 項第十 三号 ﹂を

﹁ 同項 第十四 号﹂ に改 め︑同 項第 二号中 ﹁同 項第 十三号 ﹂を ﹁同項 第十 四号 ﹂に改 め︑ 同項第 三号 中﹁ 第

十 五条 第一項 第十 三号 ﹂を﹁ 第十 五条第 一項 第十 四号﹂ に改 め︑同 項第 四号 中﹁第 十五 条第一 項第 十一 号

﹂を﹁第十五条第一項第十二号﹂に︑﹁同項第十三号﹂を﹁同項第十四号﹂に改め︑同項第五号中﹁第十

五条第一項第十二号﹂を﹁第十五条第一項第十三号﹂に︑﹁同項第十三号﹂を﹁同項第十四号﹂に改める︒
第二十二条第一項中﹁第十二号﹂を﹁第十三号﹂に改める︒

附 則第 十四条 の表 第十 八条第 一項 第一 号の項 中﹁ 同項第 十号 ﹂を ﹁第十 一号 ﹂に改 め︑ 同表 第二十 二条
第 一項 の項 中﹁第 十二 号﹂を ﹁第 十三 号﹂に 改め る︒

号︒ 以下 ﹁整備 法﹂ とい う︒︶ の施 行の日 前で ある 場合に は︑ 附

こ の法律 の施 行の日が独 立行 政法人 通則 法の一 部を 改正する法 律の 施行に 伴う 関係 法律の 整備 等に

︵調整規定︶
第六条

関する法律︵平成二十一年法律第

則 第四 条の 印紙税 法別 表第三 の改 正規 定中﹁ ︑第 十一 号並び に第 十二号 ﹂と ある のは﹁ ︑第 十二号 並び に

第十三 号﹂と︑﹁ 並び に第 十一号 から 第十三 号まで﹂とある のは ﹁並び に第 十二 号から 第十 四号まで﹂と
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し︑前条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲

第 十四号を第 十五 号とし ︑第 十一

号か ら第 十四 号まで を一 号ずつ 繰

第十五号を第十六号とし︑第十二

商店街の活性化のための

号 から 第十三 号までを 一号ず つ繰

十二

り下げ︑第十一号

商店街の活性化のための

地域住民の需要に応じた事業

活 動の促 進に 関する 法律 ︵平

成二十一年法律第

号︶

成二十一年法律第

第十条の規定による貸付けを

号︶
第 十条 の規 定によ る貸 付けを

第十五条第一項第十二号及び第十

行 うこと ︒
第十五条第一項第十一号及び 第十

三 号﹂を ﹁第 十五 条第一 項第 十三

行 うこ と︒

活 動の 促進 に関す る法 律︵平

地域住民の需要に応じ た事業

十一

り下げ ︑第十号

げ る字 句は︑ それ ぞれ 同表の 下欄 に掲げ る字 句と する︒
第十五条第一項の改正規定

第十七条第二項の改正規定

二号﹂を﹁第十五条第一項第十二
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項第十三号﹂を﹁同条第一項第十

号及び 第十三号﹂に︑﹁同条第一

四号 ﹂を ﹁同 条第一 項第 十五号

号及び第十四号﹂に︑﹁同項第十

第十八条第一項第一号の改正

同 項第 十三号 ﹂を ﹁同 項第十 四号

号及び第十一号﹂に

及び同項第十号﹂を﹁︑同項第十

同項第十四号﹂を﹁同項第十五号

同項 第十 四号 ﹂を﹁ 同項 第十五 号

二号 ﹂を 加え

同項第十一号﹂の下に﹁及び第十

四号

規定

同 項第 十三号 ﹂を ﹁同項 第十 四号

第十八条第一項第二号の改正

第十八条第一項第四号の改正

規定

第十八条第一項第三号の改正

十五条第一項第十二号

第 十五 条第一 項第 十一号 ﹂を ﹁第

十五条第一項第十四号

第 十五 条第一 項第 十三号 ﹂を ﹁第

同 項第十 四号 ﹂を ﹁同項 第十 五号

十五条第一項第十三号

第十 五条 第一項 第十 二号 ﹂を﹁ 第

十五条第一項第十五号

第十 五条 第一項 第十 四号 ﹂を﹁ 第

規定

規定

同項第 十三 号﹂を ﹁同 項第 十四号
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２

附則第十四条の表第十八条第

第二十二条第一項の改正規定

規定

第十八条第一項第五号の改正

同項第十号﹂を﹁第十一号

第 十二号 ﹂を ﹁第 十三号

同 項第 十三号 ﹂を ﹁同 項第十 四号

十五条第一項第十三号

第 十五条 第一 項第十 二号 ﹂を ﹁第

第十 三号 ﹂を﹁ 第十 四号

同項第十一号﹂を﹁第十二号

第十 三号 ﹂を﹁ 第十 四号

同項 第十 四号 ﹂を﹁ 同項 第十五 号

十五条第一項第十四号

第十五条第一項第十三号﹂を﹁第

一項第一号の項の改正規定
第 十二 号﹂を ﹁第 十三号

附則第十四条の表第二十二条
第一項の項の改正規定

前項の場合において︑整備法第十九条の印紙税法別表第三の改正規定中﹁︑第十二号並びに第十三号﹂

と ある のは ﹁並び に第 十二号 から 第十 四号まで﹂と︑﹁ ︑第 十一 号並び に第 十二号 ﹂と ある のは﹁ 並び に

第 十一 号か ら第十 三号 まで ﹂ とし ︑整 備法第 百十 条のう ち 次 の表 の上欄 に掲 げる独 立行 政法 人中小 企業 基

第 十一 号から 第十 五号 まで

第十 一号 から 第十六 号まで

盤 整備 機構 法の改 正規 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︒
第十五条第一項の改正規定
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号及び 第十二号﹂に︑﹁同項第十

三号﹂を﹁第十五条第一項第十一

第十五条第一項第十二号及び 第十

項第十五号﹂を﹁同条第一項第十

号及び第十三号﹂に︑﹁同条第一

四号 ﹂を ﹁第 十五条 第一 項第十 二

第十五条第一項第十三号及び第十

︑同項第十一号﹂を﹁及び同項第

﹁︑同項第十号及び 第十一号

︑同項第十一号及び 第十二号﹂を

第十七条第二項の改正規定

四号﹂を﹁同条第一項第十三号

第十八条第一項第一号の改正
十号

四号

規定

第十八条第一項第三号の改正

十五条第一項第十三号

第 十五 条第一 項第 十四号 ﹂を ﹁第

同 項第 十四号 ﹂を ﹁同項 第十 三号

同 項第 十四 号﹂を ﹁同 項第十 三号

第十 五条 第一 項第十 三号 ﹂を﹁ 第

十五条第一項第十四号

第十 五条 第一項 第十 五号 ﹂を﹁ 第

同項第十五号﹂を﹁同項第十四号

同 項第十 五号 ﹂を﹁ 同項 第十 四号

第十八条第一項第二号の改正

規定

第 十五 条第一 項第 十二 号﹂を ﹁第

規定

第十八条第一項第四号の改正
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第十八条第一項第五号の改正
十五条第一項第十二号

第 十五条 第一 項第 十三号 ﹂を ﹁第

同 項第 十四号 ﹂を ﹁同 項第十 三号

十五条第一項第十一号

同項 第十 五号 ﹂を﹁ 同項 第十四 号

十五条第一項第十三号

第十五条第一項第十四号﹂を﹁第

同項 第十 五号 ﹂を﹁ 同項 第十四 号

十五条第一項第十二号

規定

規定

同 項第 十四号 ﹂を ﹁同 項第十 三号

第十 四号 ﹂を﹁ 並び に第 十五条 第

第十 二号 ﹂を﹁ 第十 一号

第 十三号 ﹂を ﹁並びに第 十五 条第

第二十二条第一項の改正規定

同 項第 十一号 ﹂を ﹁同項 第十 号

第十 四号 ﹂を﹁ 第十 三号

一項第八号︑第十号及び 第十三号

第 十三 号﹂を ﹁第 十二号

一項第八号︑第十号及び第十二号
附則第十四条の表第十八条第
一項第一号の項の改正規定
附則第十四条の表第二十二条
第一項の項の改正規定
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