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法 令 の 定 め：
犯罪 被害 者 等給 付金 の支 給等 によ る 犯罪 被害 者等 の支 援に 関す る法 律第 ２ 条
（ 定義 ）、 第３ 条（ 犯罪 被害 者等 給付 金の 支給 ）、 第４ 条（ 犯罪 被害 者等 給付 金
の 種類 等 ）、第 ５条 （遺 族の 範囲 及び 順位 ）、 第６ 条（ 犯罪 被害 者等 給付 金を 支
給 しな いこ とが でき る 場合 ）、第 ７条 （他 の法 令に よる 給付 等と の関 係 ）、第 ８
条 （損 害賠 償と の関 係）、 第９ 条（ 犯罪 被害 者等 給付 金の 額 ）、第 10条（ 裁定 の
申 請）、第 11条第 ２項及 び第３ 項（裁 定等 ）、 第 12条 （仮給 付金の 支給等 ）、第13
条第 １項及び第 ３項（裁定の ための調査 等）、第15条 （不正利得の 徴収）
犯 罪被害者 等給付金の 支給等によ る犯罪被 害者等の支 援に関する 法律施行令 第
１ 条（法 第２条 第５項 の政 令で定 める要 件）、 第２条 （法第 ２条第 ６項の 政令 で
定め る身体上の 障害の程度 ）、 第３条（法 第７条第１ 項の政令で定 める給付等 ）、
第４ 条（法第７ 条第１項の給 付等に相当 する金額 ）、 第５条（遺族 給付基礎額 ）、
第６ 条（遺族 給付金に係る 倍数）、第 ７条（法 第９条第２項 の政令で定 める期間 ）、
第 ８条（ 法第９ 条第２ 項の 療養に 要した 費用の 額）、 第９条 （法第 ９条第 ２項 の
政令 で定める法 律）、第 10条（ 法第９条第 ２項の政令 で定める場合 ）、第11条（ 法
第 ９条 第２ 項の 政令 で定 める 額）、 第 12条 （休 業加 算基 礎額 ）、第 13条（ 法第 ９
条 第４ 項の 政令 で定 める 額）、 第 14条 （障 害給 付基 礎額 ）、第 15条（ 障害 給付 金
に係 る倍数）、第 16条（法第 12条第１項の 政令で定め る額）
犯 罪被害者 等給付金の 支給等によ る犯罪被 害者等の支 援に関する 法律施行規 則
第 １条（ 障害等 級に該 当す る障害 ）、第２ 条（犯 罪被 害者等 給付金 の全部 又は 一
部 を支給 しない 場合 ）、第３ 条、第 ４条、 第５条 、第 ６条、 第７条 、第９ 条、 第
10条（犯罪被 害者等給付 金の全部又は 一部を支給 しない場合 の特例）、第11条（犯
罪 被害者 等給付 金の支 給に 関する 特例 ）、 第12条（令 第３条 の国 家公安 委員会 規
則で 定める給付 等）、第 13条（令第 ４条の国家公 安委員会規 則で定める 算定方法 ）、
第 14条（ 令第 ５条の その他 の者の 収入 日額の 算定方 法）、第 15条 （遺族 給付金 の
支 給に係 る遺族 の障害 の状 態）、第 15条 の２（ 法第９ 条第３ 項の 国家公 安委員 会
規則 で定める場 合）、第 16条（ 遺族給付金 の支給に係 る裁定の申請 ）、第17条（ 重
傷 病給付 金の支 給に係 る裁 定の申 請）、第 18条 （障害 給付金 の支 給に係 る裁定 の
申 請）、第 19条（ 損害賠 償を受 けた場 合の届 出）、第 22条 （申請 書等の 経由）、 第
23条 （添付書類 の省略）
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準： 犯罪 被害者 等給 付金 の支給 につ いての 裁定 の基 準は、 別紙 の
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別紙
第１
１

重傷 病の認 定等
重傷 病の要 件等
犯罪 被害者 等給 付金の 支給等 による 犯罪 被害者 等の支 援に 関する 法律（ 昭和55年法
律第 36号 。以 下「 法」 とい う 。）第 ２条 第５ 項に 定め る「 重傷 病」 とは 、負傷 若し く
は疾病 が治り 、又は その 症状が 固定す る前 におけ る当該 負傷又 は疾 病に係 る身体 の被
害であ って、 負傷又 は疾 病の療 養の期 間が １月以 上であ り、か つ、 犯罪行 為によ り負
傷し、 又は疾 病にか かっ た日か ら起算 して １年を 経過す るまで の間 に当該 療養の ため
に３日 以上病 院に入 院す ること を要し たも の（当 該疾病 が精神 疾患 である 場合に あっ
ては、 その症 状の程 度が ３日以 上労務 に服 するこ とがで きない 程度 であっ たもの ）で
ある。 ここで 、３日 以上 病院に 入院す ると は、継 続して ３日以 上病 院に入 院する 必要
はなく 、１年 間に通 算し て３日 以上病 院に 入院す ること をいう 。ま た、そ の症状 の程
度が３ 日以上 労務に 服す ること ができ ない 程度で あった ことと は、 継続し て３日 以上
労務に 服する ことが でき ない状 態にあ る必 要はな く、１ 年間に 通算 して３ 日以上 労務
に服す ること ができ ない状 態にあ ったこ とをい う。
なお 、犯罪 被害者 が犯 罪行為 により 生じた 負傷 又は疾 病につ いて 死亡前 に療養 を受
けた場 合には 、当該 負傷 又は疾 病につ いて の犯罪 被害者 負担額 及び その療 養につ いて
の休業 加算額 も遺族 給付 金の対 象とな るが 、当該 負傷又 は疾病 は重 傷病の 要件を 満た
す必要 はなく 、当該 負傷 又は疾 病につ いて 加療及 び入院 日数に 特段 の要件 は設け られ
ていな い。
２ 認定 要領
重傷 病の要 件の認 定に ついて は、犯 罪行 為によ り負傷 し、又 は疾 病にか かった 日、
病院に 入院し た日数 及び 負傷又 は疾病 の状 態に関 する医 師又は 歯科 医師の 診断書 等に
より判 断する 。
また 、遺族 給付 金につ いて死 亡前に 療養 を受け た場合 につ いては 、犯罪 行為に より
負傷し 、又は 疾病に かか った日 及び負 傷又 は疾病 の状態 に関す る医 師の死 亡診断 書等
により 認定す る。
第２ 障害 の認定
１ 障害 の程度
犯罪 被害者 等給 付金の 支給等 による 犯罪 被害者 等の支 援に 関する 法律施 行規則 （昭
和55年国 家公 安委 員会 規則 第６ 号。 以下 「規 則」 とい う 。）別 表に 定め る身体 上の 障
害は、 労働者 災害補 償保 険制度 及びこ れに 準拠す る公務 員災害 補償 制度に おける 障害
等級表 に定め る障害 と同様 である 。
２ 認定 要領
(1) 認 定時期
法 第２条 第６項 に定 める「 障害」 の認定 は、 負傷又 は疾病 が治っ たと き又は その
症状 が固定 したと きに行 う。
「 症状が 固定し たと き」と は、負 傷又は 疾病 が治っ たとは いえな いが 、医学 的に
それ 以上の 療養の 効果が 期待し 得ない と判断 された ときを いう。
な お、犯 罪によ る心 的外傷 後スト レス障 害（ ＰＴＳ Ｄ）等 の精神 的な 障害の 症状
が固 定した ことの 判断 につい ては、 他の災 害補 償関係 法令に おけ る運用 に倣い 、適
正な 判断を 行うも のとす る。
(2) 認 定基準
障 害の認 定の基 準は 、労働 者災害 補償保 険法 及びこ れに準 拠する 公務 員災害 補償
制度 におけ る障害 の認定 の基準 と同程 度であ る。
第３ 犯罪 被害者 及びそ の遺族
１ 犯罪 被害者 及びそ の遺族 の国籍 及び住 所
法第 ３条の 規定に より 、日本 国内に 住所を 有す る外国 人が重 傷病 又は障 害を受 けた
場合 には 、そ の者 に犯 罪被 害者 等給 付金 （以 下「 給付 金」 とい う 。）の 受給資 格が あ

ること となり 、また 、遺 族が日 本人で ある か、又 は日本 に住所 を有 する外 国人で あれ
ば、犯 罪被害 者の国 籍又 は住所 のいか んを 問わず 、遺族 に給付 金の 受給資 格があ るこ
ととな る。
２ 遺族 の範囲 と第一 順位遺 族
給付 金の支 給を 受ける ことが できる 遺族 の範囲 及び給 付金 の支給 を受け るべき 遺族
の順位 は、法 第５条 に定め るとこ ろによ るが、 その取 扱いは 、次の とおり である 。
(1) 遺 族の範 囲につ いて
ア 「事実 上婚姻 関係 と同様 の事情 にあっ た」 とは、 婚姻の 届出 をして いない ため
に 法律上 は夫婦 と認 められ ないが 、社会 の一 般常識 からす れば夫 婦と しての 共同
生 活を営 んでい ると 認めら れるよ うな事 実関 係をい うもの であり 、そ の事実 を成
立 させよ うとす る当事 者間の 合意と 事実関 係の存 在とが 要件に なる。
したが って、婚姻 の意思 もなく 単に同 棲して いた場 合等 は、これに 当たら ない 。
また、 当事者 間の合 意と 事実関 係の存 在の 要件が あった として も、 民法の 近親
婚 の 制限 （ 民法 第 734条） 等 に該 当 する も のに つ いて は 、「 事実 上 婚姻 関 係と 同
様 の事情 にあっ た」と するこ とはで きない 。
イ 「犯罪 被害者 の収 入によ って生 計を 維持し ていた 」とは 、専 ら又は 主とし て犯
罪 被害者 の収入 によ って生 計を維 持して いた 場合だ けでな く、犯 罪被 害者の 収入
に よって 生計の 一部を 維持し ていた 場合を もいう 。
したが って、犯罪 被害者 と当該 遺族が 同居し 、ともに 収入を 得てい た場合 には 、
相 互に生 計依存 関係 がない 場合を 除いて は、 当該遺 族は、 犯罪被 害者 の収入 によ
っ て生計 を維持 してい た者に 当たる ことと なる。
なお、 犯罪被 害者 の収入 には、 勤労に 基づ く収入 のほか 、金 利、家 賃、地 代等
の 収入も 含まれ る。
(2) 第 一順位 遺族に ついて
第 一順位 遺族が ２人以 上ある 場合に は、その 全員が それぞ れ第一 順位遺 族とな る。
ま た、給 付金の 裁定 を受け る前に 第一順 位遺 族が死 亡した 場合に は、 第二順 位の
遺族 が第一 順位遺 族に繰 り上が る。
第４ 給付 金を支 給しな いこと ができ る場合
１ 減額 基準
(1) 規 則では 法第 ６条各 号の規 定に 応じ、 給付金 の全部 を支 給しな い場合 （以下 「第
１ 類型 」 とい う 。）、 法 第９ 条 の規 定 によ る 額に ３分 の ２を 乗 じて 得 た額 を 支給 し
ない 場合 （以 下「 第２ 類型 」と い う。） 及び 法第 ９条 の規 定に よる 額に ３分 の１ を
乗じ て得 た額 を支 給し ない 場合 （ 以下 「第 ３類 型」 とい う。） の３ つの 類型 を設 け
てい る。規 則の規 定と準 拠した 法の規 定との 関係は 、次の とおり である 。
規則の 規定
第２ 条
第３ 条
第４ 条
第５ 条
第６ 条第１ 号
第６ 条第２ 号
第７ 条前段
第７ 条後段

準 拠した 法の規 定
第 ６条第 １号及 び第３ 号
第 ６条第 １号及 び第３ 号
第 ６条第 ２号及 び第３ 号
第 ６条第 ３号
第 ６条第 ２号及 び第３ 号
第 ６条第 ２号及 び第３ 号
第 ６条第 ３号
第 ６条第 １号及 び第３ 号

類型
第１ 類型
第２ 類型
第１ 類型
第１ 類型
第２ 類型
第３ 類型
第３ 類型
第３ 類型

規 則第９ 条は、 概括 規定と して、 規則第 ２条 から第 ７条ま での 規定に 準じ、 給付
金の 全部又 は一部 を支 給しな いもの とする 場合 につい て規定 し、 また、 規則第 10条
は、 規則第 ２条か ら第 ７条ま での規 定の特 例と して、 これら 各条 の規定 にかか わら
ず、 給付金 の額の 全部又 は一部 を支給 する場 合を定 めてい る。
(2) 規 則第 ２条か ら第７ 条まで の規 定を適 用する に当た り、 同時に ２以上 の規定 に該

当す る事由 がある 場合 の取扱 いにつ いては 、規 則第８ 条の規 定に 基づき 、次の とお
りと する。
ア 当該事 由が類 型の 異なる ２以上 の規定 に該 当する 場合は 、最 も重い 減額の 程度
を 定める 類型に 属する 規定を 適用す ること 。
(例) 規 則 第４ 条 第２ 号 に該 当 する 事 由と 規 則第 ７ 条 に該 当 する 事 由が あ る場 合
は、規 則第４ 条第２ 号を適 用する 。
イ 当該事 由が同 一類 型に属 する２ 以上の 規定 に該当 する場 合は 、該当 する規 定す
べ てを適 用し、 当該類 型に係 る額を 支給し ないも のとす る。
(例) 規 則 第６ 条 第２ 号 に該 当 する 事 由と 規 則第 ７ 条 に該 当 する 事 由が あ る場 合
は、両 者を適 用し、 法第 ９条の 規定に よる 額に３ 分の１ を乗じ て得 た額の 給付
金を支 給しな いもの とする 。
２ 規則 第２条 関係
(1) 「 婚姻の 届出 をして いない が、事 実上 婚姻関 係と同 様の 事情に あった 場合」 につ
いて は、第 ３−２ − (1)−ア を参考 にされ たい。
(2) 「 縁組の 届出 をして いない が、事 実上 養子縁 組関係 と同 様の事 情にあ った場 合」
とは 、縁組 の届出 をし ていな いが、 縁組が 成立 するた めに必 要な 民法上 の実質 的要
件を 備え、 かつ、 両者の 間に互 助又は 扶養の 関係が 認めら れる場 合をい う。
３ 規則 第４条 関係
(1) 第 １号に ついて
「 教唆」 及び「 幇助 」は、 刑法（ 明治 40年法 律第 45号）第 61条 の教唆 及び第 62条
の幇 助と同 義であ る。 本号は 、犯罪 被害者 又は 第一順 位遺族 （第 一順位 遺族が ２人
以上 ある とき は、 その いず れか の 者。 以下 第４ にお いて 同じ 。）の 積極 的な 行為 を
伴う もので あり、 第５条 第１号 は受動 的なも のであ る。
(2) 第 ２号に ついて
ア 「過度 の暴行 又は 脅迫」 とは、 人に 対する 有形力 の行使 又は 人に対 する害 悪の
告 知で、 当該犯 罪被 害を招 来する ことが 社会 通念上 相当で あると 認め られる 程度
の ものを いう。
イ 「重大 な侮辱 」と は、人 の社会 的名 誉又は 名誉感 情を害 する 行為で 、当該 犯罪
被 害を招 来する ことが 社会通 念上相 当であ ると認 められ る程度 のもの をいう 。
ウ 「等」 とは、 過度の いやが らせ又 は強要 、重大 な背信 行為等 をいう 。
(3) 第 ３号に ついて
ア 「関連 する」 とは 、犯罪 被害者 又は第 一順 位遺族 の著し く不 正な行 為がな けれ
ば 当該犯 罪行為 もなか ったと いう条 件関係 がある ことを いう。
例えば 、強盗 の共犯 者が 、強取 した財 物の 一人占 めを図 るため 、他 の共犯 者を
殺 害した ときは 、当該 強盗行 為は当 該殺害 行為に 「関連 する」 ものと いえる 。
イ 「著し く不正 な行 為」と は、規 則第４ 条第 １号及 び第２ 号に 規定す る行為 以外
の 行為で 、違法 性の強 いもの をいう 。
例えば 、ノミ 行為、 賭博行 為、麻 薬又は 覚せい 剤の取 引行為 等であ る。
ウ 犯罪被 害者又 は第 一順位 遺族に 当該犯 罪行 為に関 連する 不正 な行為 があっ たと
き は、当 該行為 の態様 に応じ 、規則 第６条 第１号 又は第 ２号に 該当す る。
４ 規則 第５条 関係
(1) 第 １号に ついて
ア 当該犯 罪行為 の「 容認」 とは、 明示又 は黙 示の同 意等当 該犯 罪行為 を容認 する
行 為をい う。
教唆又 は幇助 による 当該 犯罪行 為の容 認は 、この 号の規 定では なく 、規則 第４
条 第１号 の規定 に該当 する。
イ 「容認 」は、 普通 の弁識 能力を 有する 犯罪 被害者 又は第 一順 位遺族 が任意 かつ
真 意に行 ったも のであ ること を要す る。
(2) 第 ３号に ついて
ア 「その 他の加 害者 と密接 な関係 にあ る者」 とは、 当該犯 罪被 害者又 は第一 順位

遺 族の行 為が、 当該 犯罪行 為の加 害者に 対す る報復 として なされ たと 同一視 し得
る 範囲内 にある 者をい う。
イ 「重大な 害」と は、治 療に要 する期 間、後 遺障害 の有無 その他 の事情 に照ら し、
社 会通念 上看過 するこ とがで きない 程度の 傷害を いう。
５ 規則 第６条 関係
(1) 第 １号に ついて
ア 「暴 行、強迫 、侮 辱」とは 、人 に対す る有形 力の行 使、人に 対する 害悪の 告知 、
人 の社会 的名誉 又は 名誉感 情を害 する行 為で 、規則 第４条 第２号 に該 当しな いも
の をいう 。
イ 「等」 とは、 いやが らせ、 強要、 背信行 為等を いう。
(2) 第 ２号に ついて
「 当該犯 罪被害 を受 ける原 因とな った不 注意 又は不 適切な 行為」 とは 、積極 的な
誘発 行為で はない が、 結果的 に当該 犯罪被 害を 受ける 原因と なっ た状況 又は環 境を
作り 出すよ うな不 注意又 は不適 切な行 為をい う。
６ 規則 第７条 関係
(1) 「 密接な 関係 があっ たとき 」とは 、犯 罪被害 者又は 第一 順位遺 族と加 害者と の間
に同 居、交 遊、同 一職 場にお ける勤 務、継 続的 な商取 引等の 関係 があっ て当事 者間
に人 間関係 を含む 深い 関係が 生じて おり、 この 関係が 当該犯 罪行 為の背 景事情 にな
って いる場 合をい う。
(2) 同 居、交 遊、 同一職 場にお ける 勤務、 継続的 な商取 引等 による 関係が 成立し てい
るか 否か、 当該関 係が 当該犯 罪行為 の背景 事情 になっ ている か否 かの判 断基準 は、
「法 第９条 の規定 によ る額を 支給す ること が社 会通念 上適切 でな いと認 められ ると
き」 に該当 するか 否か である が、具 体的な 判断 に当た っては 犯罪 被害者 又は第 一順
位遺 族と加 害者と の関 係、そ の関係 と当該 犯罪 行為と の関連 、当 該犯罪 行為の 動機
・要 因等を 総合的 に検討 して個 別に行 うこと になる 。
７ 規則 第９条 関係
規則 第９条 は、犯 罪被 害者と 加害者 の関係 、遺 族（第 一順位 遺族 以外の 遺族（ 法第
５条 第１ 項 の遺 族 給付 金 の支 給 を受 け るこ と がで き る遺 族を い う 。）を 含 む 。）と 加
害者の 関係等 におい て、 同居の 実態等 に照 らして 規則第 ２条か ら第 ７条に 定める 事由
の類推 形態が 認めら れる場 合等に 適用さ れる。
８ 規則 第 10条 関係
(1) 第 １項に ついて
「 特段の 事情が あると き」と は、次 のよう な事情 がある ときを いう。
ア 規則第 ２条及 び第 ３条の 規定に 関し、 犯罪 被害者 若しく は第 一順位 遺族と 加害
者 との間 の婚姻 若し くは縁 組が事 実上解 消し ており 、両者 が全く 他人 と同様 の関
係 にある と認め られ る事情 がある とき、 又は 規則第 ２条の 規定に 関し 、犯罪 被害
者 若しく は第一 順位 遺族が 加害者 から配 偶者 からの 暴力の 防止及 び被 害者の 保護
等 に関す る法律 （平 成 13年 法律第 31号 ）第１ 条に規 定する 配偶 者から の暴力 （身
体 に対 する 暴力 に限 る 。）を 受け てい た場 合で あっ て、 犯罪 被害 者若 しく は第 一
順 位遺族 が加害 者と の間の 婚姻を 解消し よう として いた等 犯罪被 害者 若しく は第
一 順位遺 族と加 害者 との間 の婚姻 が事実 上破 綻して いたと 認めら れる 事情が ある
と き。
イ 規則第 ４条第 ２号 及び第 ６条第 １号 の規定 に関し 、犯罪 被害 者又は 第一順 位遺
族 の行為 は外形 的に はこれ らの規 定に該 当す るが、 当該犯 罪被害 が発 生した 過程
に おける 加害者 の行 為等に 照らせ ば、当 該犯 罪被害 者又は 第一順 位遺 族につ いて
こ れらの 規定に 該当す る行為 を行わ ないこ とを期 し難い 事情が あると き。
ウ 規則第 ７条前 段の 規定に 関し、 犯罪 被害者 又は第 一順位 遺族 と加害 者との 間に
密 接な関 係があ った 場合に おいて 、当該 犯罪 行為が その関 係にか かわ りなく 、又
は 加害者 の一方 的な理 由によ り行わ れたと き。
(2) 第 ２項に ついて

ア 第１号 につい て
(ｱ) 「こ れに準 ずる 事情」 とは、 この 号に例 示する 事情に 準ず る事情 であり 、例
えば、 次のよ うな事 情があ る場合 をいう 。
・ 「 犯罪行 為が、 アか らウま でに掲 げる いずれ かの行 為（次 項第 １号に おい
て「 児 童虐 待等 」と いう 。） に該 当す ると
認め られ ると き」 に関 し、 18歳 の
かん
子が 、幼少 期から 継続 して、 父から 強姦 等の性 的虐待 を受け てい たこと （当
該被 害者は 児童虐 待の 防止等 に関す る法 律（平 成12年 法律第 82号 ）第２ 条の
「児 童 」に 該当 する 者と はい えな いが 、「 準ず る事 情」 を認 めて この 号の 規
定を 適用す る。）。
・ 「（第 四条 又 は第 五 条に 定 める 事 由 （こ れ らに 準 ずる も のを 含 む。）が あ
る 場合 （ 中略 ） を除 く 。）」に 関 し、 規 則第 ５ 条第 ２ 号に 定 め る事 由 があ る
場合 であっ ても第 ３号 に該当 する事 情が ある場 合には 、当該 除外 する場 合に
は含 まれな いこと 。
(ｲ) アか らウま での 「当該 犯罪行 為が 行われ た時に 、当該 加害 者によ る（中 略）
虐待に より当 該犯罪 被害 者の生 命又は 身体 に重大 な危険 が生じ てい た場合 」に
該当す るか否 かにつ いて は、当 該加害 者に よる虐 待の態 様、程 度等 を総合 的に
検討し て判断 するこ とにな る。
(ｳ) この 号に該 当す る事情 がある 場合 であっ ても、 裁定を 行う 段階に おいて 、犯
罪被害 者又は 第一順 位遺 族と加 害者と の間 に良好 な関係 が回復 して いる等 の場
合には 、この 項の「 前項の 規定に 該当す る場合 」に当 たらな い。
イ 第２号 につい て
(ｱ) この 号に 該当す る事情 があれ ば、 例えば 下記の ように 規則 第２条 第１号 に定
める事 由に加 え、同 条第 ２号若 しくは 第３ 号又は 第３条 に定め る事 由があ る場
合であ っても 、この 号の規 定の適 用があ る。
・ 夫 が妻を 殺害し 、そ の実子 が第一 順位 遺族と なる場 合（加 害者 と犯罪 被害
者と の関係 は規則 第２ 条第１ 号に該 当し 、加害 者と第 一順位 遺族 との関 係は
同条 第２号 に該当 する 。）
・ 夫 が実子 を殺害 し、 妻が第 一順位 遺族 となる 場合（ 加害者 と犯 罪被害 者と
の関 係は規 則第２ 条第 ２号に 該当し 、加 害者と 第一順 位遺族 との 関係は 同条
第１ 号に該 当する 。）
(ｲ) 「 これ に準 ずる 事情 」と は、 この 号に 例示 する 事情 に準 ずる 事情 であ り、 例
えば、 次のよ うな事 情があ る場合 をいう 。
・ 「 規則第 ２条第 １号 に定め る事由 があ る場合 」及び 「当該 犯罪 被害者 又は
第一 順位遺 族から の申 立てに より」 に関 し、加 害者が 妻子を 殺害 した事 案に
おい て、妻 の申立 てに より、 配偶者 から の暴力 の防止 及び被 害者 の保護 等に
関す る法律 第 10条 の規 定によ る命令 が発 せられ ていた こと（ 子を 犯罪被 害者
とす る申請 事案に おい ては規 則第２ 条第 １号に 定める 事由が なく 、また 、命
令の 申立て は「犯 罪被 害者又 は第一 順位 遺族」 による ものと はい えない が、
「準 ずる事 情」を 認めて この号 の規定 を適用 する 。）
・ 「 配偶者 からの 暴力 の防止 及び被 害者 の保護 等に関 する法 律第 10条の 規定
によ る命令 が発せ られ ている こと」 に関 し、ス トーカ ー行為 等の 規制等 に関
する 法律（ 平成 12年法 律第 81号）第 ５条 に基づ き、都 道府県 公安 委員会 （以
下「 公 安委 員会 」と いう 。） が当 該加 害者 に対 して 禁止 命令 等を 発し てい た
等、 加害者 と犯罪 被害 者又は 第一順 位遺 族との 関係に おいて 、公 的機関 が、
犯罪 被害者 又は第 一順 位遺族 を保護 する ため、 加害者 等に対 し一 定の命 令を
発し ていた こと。
・ 「（第 ４条 又 は第 ５ 条に 定 める 事 由 （こ れ らに 準 ずる も のを 含 む。）が あ
る 場合 （ 中略 ） を除 く 。）」に 関 し、 規 則第 ５ 条第 ２ 号に 定 め る事 由 があ る
場合 であっ ても次 号に 該当す る事情 があ る場合 には、 当該除 外す る場合 に含
まれ ないこ と。

(ｳ)

この 号に該 当す る事情 がある 場合 であっ ても、 裁定を 行う 段階に おいて 、犯
罪被害 者又は 第一順 位遺 族と加 害者と の間 に良好 な夫婦 関係が 回復 してい る等
の場合 には、 この項 の「前 項の規 定に該 当する 場合」 に当た らない 。
ウ 第３号 につい て
(ｱ) 「当 該組 織に属 してい たこと が当 該犯罪 行為が 発生し たこ とに関 連がな いと
認めら れる場 合」と は、 当該犯 罪行為 と犯 罪被害 者又は 第一順 位遺 族が規 則第
５条第 ２号に 規定す る組 織に属 してい たこ ととの 間に何 らの因 果関 係も認 めら
れない 場合を いう。
(ｲ) 「犯 罪被害 者等 給付金 の支給 を受 けよう とする 者が現 に当 該組織 に属す る者
でない こと」の認 定を行 うに当 たって は、当該 関係部 課と十 分に協 議する こと 。
(ｳ) この 号に 該当 する 事情 があ る場 合で あっ ても 、「 犯罪 被害 者等 給付金 の支 給
を受け ようと する者 」と 規則第 ５条第 ２号 に規定 する組 織との 関係 が継続 して
いる場 合には 、この 項の「 前項の 規定に 該当す る場合 」に当 たらな い。
(3) 第 ３項に ついて
ア 第１号 につい て
(ｱ) 「こ れに準 ずる 事情」 とは、 この 号に例 示する 事情に 準ず る事情 であり 、例
えば 、「犯 罪 行為 が、 児童 虐待 等に 該当 する と認 めら れる とき 」に 関し 、18歳
かん
の姪が 、幼少 期から 継続 して、 姪と共 に生 活して 世話を してい た叔 父から 強姦
等の性 的虐待 を受け てい たこと （当該 被害 者は児 童虐待 の防止 等に 関する 法律
第２ 条の 「児 童」 に該 当す る者 と はい えな いが 、「準 ずる 事情 」を 認め てこ の
号の規 定を適 用する 。）等の 事情が ある場 合をい う。
(ｲ) この 号に該 当す る事情 がある 場合 であっ ても、 裁定を 行う 段階に おいて 、犯
罪被害 者又は 第一順 位遺 族と加 害者と の間 に良好 な関係 が回復 して いる等 の場
合には 、この 項の「 第一 項第二 号の規 定に 該当す る場合 （第三 条に 定める 事由
がある 場合に 限る 。）」 に当た らない 。
イ 第２号 につい て
(ｱ) 「そ の他の 当該犯 罪に係 る事情 」とは 、
・ 規 則第６ 条第 ２号又 は第７ 条に定 める 事由が あるも のの、 これ らの事 由に
より 法第９ 条の規 定に よる額 に３分 の１ を乗じ て得た 額を支 給し ないこ とが
社会 通念上 適切で ないと 認めら れる特 段の事 情があ ること 。
・ 規 則第６ 条第２ 号又は 第７条 に定め る事由 に準ず る事由 がない こと。
等のこ の項に 例示す る事 情（規 則第６ 条第 ２号又 は第７ 条に定 める 事由が ない
こと。）に準 ずる事 情のほ か、犯罪被 害者又 は第一 順位遺 族と加 害者と の関係 、
被害に 遭った 状況、 経緯等 を含む もので ある。
(ｲ) 「特 に必要 と認め られる とき 」とは 、(ｱ) の「そ の他の 当該 犯罪に 係る事 情」
を「 勘案 して 」、 この 項の 規定 を適 用す る必 要性 が特 に高 いと 認め られ ると き
を指し 、この 項に例 示す る事情 又はこ れに 準ずる 事情が 認めら れる 場合に 、直
ちに、 この項 が適用 される もので はない ことを 意味す るもの である 。
９ 給付 金の額 の算定 に当た っての 端数処 理
法第 ６条の 規定に より 給付金 の一部 を減ず る場 合の端 数処理 につ いては 、次の 方法
による ものと する。
(1) 給 付金 の額に ３分の １又は ３分 の２を 乗じて 得られ る減 額され る額に 円未満 の端
数が 生じた ときは 、これ を切り 捨てる 。
(2) 給 付金の 額から (1) で得ら れた額 を減じ て得た 額を支 給額と する。
第５ 他の 法令に よる給 付等と の関係
１ 法第 ７条第 １項の 給付等
(1) 災 害給付 の種類
法 第７条 第１項 の規 定によ り遺族 給付金 （法 第９条 第５項 の規定 によ り加算 する
額に 係る部 分を除 く。）及び障 害給付 金の調 整対象 となる 他の法 令によ る給 付等（以
下「 災害 給付 」と いう 。） とし ては 、規 則第 12条 に おい て、 不慮 の死 亡又は 障害 が

発生 した場 合に支 給され る災害 補償関 係法令 による 障害（ 補償 ）給付、遺 族（補 償）
給付 等が定 められ ている 。
な お、 厚生 年金 保険 法（ 昭和 29年 法律 第 115号）、 国民 年金 法（ 昭和 34年 法律 第1
41号）、 国家 公務 員共 済組 合法 （昭和 33年法 律第 128号 ）、地 方公 務員 等共済 組合 法
（昭 和 37年 法律 第 152号） 等に よる 年金 たる 給付 及び 児童 扶養 手当 法（ 昭和 36年 法
律第 238号） の規 定に よる 児童 扶養 手当 は法 第７ 条第 １項 の調 整対 象か らは 除か れ
てい る。
(2) 災 害給付 に相当 する金 額
ア 調整基 礎額
この制 度にお いては 、厚 生年金 保険法 、国 民年金 法等の 規定に よる 年金た る給
付 及び児 童扶養 手当 法の規 定によ る児童 扶養 手当と の調整 を行わ ない ことと して
い るため 、災害 給付 に相当 する金 額の算 定に 当たっ て、当 該災害 給付 とこれ らの
年 金たる 給付等 との 調整関 係があ る場合 には 、その 調整関 係を考 慮し た上で 当該
災 害給付 に相当 する 金額を 算定す ること とし 、これ らの年 金たる 給付 等が実 質的
に 支給さ れるこ とと なるよ うに配 慮する こと として いる。 そのた め、 災害給 付に
相 当する 金額の 算定 に当た っては 、まず 、当 該災害 給付に 係る調 整基 礎額を 次の
と おり算 定する ことと してい る。
ａ 年金 たる給 付等 との調 整関係 がない 災害 給付に ついて は、当 該災 害給付 の額
を調整 基礎額 とする 。
ｂ 災害 給付が 行わ れるこ とによ り、厚 生年 金保険 法若し くは 国民年 金法の 規定
による 年金た る給付 の支 給が停 止され 、又 は児童 扶養手 当法の 規定 による 児童
扶養手 当の支 給が行 われ ないこ ととな る場 合には 、当該 支給が 停止 される 年金
たる給 付の額 又は支 給が 行われ ないこ とと なる児 童扶養 手当の 額（ これら の額
が当該 災害給 付の額 を超 えると きは、 当該 災害給 付の額 ）を当 該災 害給付 の額
から減 じて得 られる 額を調 整基礎 額とす る。
イ 災害給 付に相 当する 金額の 算定方 法
ａ 災害 給付が 一時金 として のみ行 われる べき場 合
災害 給付が 一時金 とし てのみ 行われ るべ き場合 には、 アの方 法に より求 めた
調整基 礎額を 当該災 害給付 に相当 する金 額とす る。
ｂ ａに 掲げる 場合以 外の場 合
ａに 掲げる 場合以 外の 場合と しては 、災 害給付 が年金 の方式 で行 われる べき
場合が 典型的 な例で ある が、こ のほか 年金 と一時 金との 組み合 せの 方式で 行わ
れるべ き場合 （年金 につ いて前 払一時 金又 は差額 一時金 が支給 され る場合 ）等
がある 。
この ような 場合に は、 法定利 率を用 いた 単利の 方法に より、 将来 にわた り支
給を受 けるべ き災害 給付 の額の 現在価 値を 求め、 その額 を当該 災害 給付に 相当
する金 額とす る。
この 算定方 法を示 した ものが 、規則 第 13条第１ 項後段 の規定 であ るが、 災害
給付が 年金の 方式で 行わ れる場 合を例 にし て、こ れを式 で表わ すと 次のよ うに
なる。
災害 給付に 相当す る金額

＝

ｎ
Σ
ｔ＝ １

ｋ
１ ＋０． ０５× ｔ

ｋは 、災害 給付に 係る調 整基礎 額
ｎは 、災害 給付が 行わ れるべ き事由 が生 じた時 からそ の給付 が行 われる こ
とが なくな る時（ 例え ば、受 給権者 の死 亡の時 ）まで の期間 （例 えば、 受
給権 者の平 均余命 ）の年 数（１ 年未満 は切捨 て）で ある。

災害 給付に 相当す る金 額の算 定は、 この 式によ って行 うべき もの である が、
実際に は、
「 法定利 率によ る単利 年金現 価係数 表」の年数 に応じ る係数 を用い 、
次の計 算式に よって 行うこ とが便 利であ る。
災害 給付に 相当す る金額
＝ｋ ×ｒ
ｋは 、災害 給付に 係る調 整基礎 額
ｒは 、「 法定 利 率に よる 単利 年 金現 価係 数表 」の 年数 に応 じる 係 数
この 場合に おける 年数は 、上記 計算式 におけ るｎで ある。
法定 利率に よる単 利年金 現価係 数表
年数
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
(3)

係
数
０．９ ５２
１．８ ６１
２．７ ３１
３．５ ６４
４．３ ６４
５．１ ３４
５．８ ７４
６．５ ８９
７．２ ７８
７．９ ４５
８．５ ９０
９．２ １５
９．８ ２１
１ ０．４ ０９
１ ０．９ ８１
１ １．５ ３６
１ ２．０ ７７
１ ２．６ ０３
１ ３．１ １６
１ ３．６ １６
１ ４．１ ０４
１ ４．５ ８０

年数
２３
２４
２５
２６
２７
２８
２９
３０
３１
３２
３３
３４
３５
３６
３７
３８
３９
４０
４１
４２
４３
４４

係
数
１５ ．０４ ５
１５ ．５０ ０
１５ ．９４ ４
１６ ．３７ ９
１６ ．８０ ４
１７ ．２２ １
１７ ．６２ ９
１８ ．０２ ９
１８ ．４２ １
１８ ．８０ ６
１９ ．１８ ３
１９ ．５５ ４
１９ ．９１ ７
２０ ．２７ ５
２０ ．６２ ５
２０ ．９７ ０
２１ ．３０ ９
２１ ．６４ ３
２１ ．９７ ０
２２ ．２９ ３
２２ ．６１ １
２２ ．９２ ３

年数
４５
４６
４７
４８
４９
５０
５１
５２
５３
５４
５５
５６
５７
５８
５９
６０
６１
６２
６３
６４
６５

係
数
２３． ２３１
２３． ５３４
２３． ８３２
２４． １２６
２４． ４１６
２４． ７０２
２４． ９８４
２５． ２６１
２５． ５３５
２５． ８０６
２６． ０７２
２６． ３３５
２６． ５９５
２６． ８５２
２７． １０５
２７． ３５５
２７． ６０２
２７． ８４６
２８． ０８７
２８． ３２５
２８． ５６０

災 害給付 に相 当する 金額の 限度で 遺族 給付金 （法第 ９条 第５項 の規定 により 加算
する 額に係 る部分 を除く 。）を支 給しな い場合
死 亡であ る犯罪 被害 を原因 として 災害給 付が 行われ るべき 場合に は、 当該犯 罪被
害に 係る遺 族給付 金の 支給を 受ける べき第 一順 位遺族 が災害 給付 の支給 を受け るべ
きと きのほ か、第 一順 位遺族 以外の 遺族給 付金 の受給 資格を 有す る遺族 の中に 災害
給付 の支給 を受け るべ き者が いると きも、 当該 災害給 付に相 当す る金額 の限度 にお
いて 、遺族 給付金 を支給 しない ことと なる。
２ 法第 ７条第 ２項の 給付等
(1) 療 養給付 の種類
法 第７条 第２項 の規 定によ り重傷 病給付 金及 び遺族 給付金 （法第 ９条 第５項 の規
定に より 加算 する 額に 係る 部分 に 限る 。）の 調整 対象 とな る他 の法 令に よる 療養 に
関す る給 付等 （以 下「 療養 給付 」 とい う。） は、 犯罪 行為 によ り生 じた 負傷 又は 疾
病に ついて 、犯罪 被害 者に対 し、犯 罪被害 者等 給付金 の支給 等に よる犯 罪被害 者等
の 支援 に関 す る法 律 施行 令 （昭 和 55年政 令 第 287号 。以 下 「令 」 とい う 。） 第８ 条
に規 定する 法律（健康保 険法（大正 11年法 律第 70号）等）以外の 法令（条例 を含む 。）
の規 定によ り行わ れる べき療 養に関 する給 付と 定めら れてい る。 具体的 には、 労働
者災 害補償 保険法 （昭 和 22年 法律第 50号 ）によ る療養 補償給 付等 の災害 補償関 係法
令に よる療 養に関 する 給付、 原子爆 弾被爆 者に 対する 援護に 関す る法律 （平成 ６年
法律 第 117号 ）に よる 一般 疾病 医療 費の 支給 等の 公費 負担 医療 によ る給 付、 独立 行

政法 人日 本ス ポー ツ 振興 セン ター 法（ 平成 14年 法律 第 162号） によ る医 療費 、自 動
車損 害賠償 保障法 （昭 和 30年 法律第 97号 ）の規 定する 政府の 自動 車損害 賠償保 障事
業か らの傷 害によ る損 害につ いての 給付（ 保険 診療の 自己負 担相 当額に 係る部 分に
限 る。）、 地方 公 共団 体 の条 例 に基 づ いて 行 われ る医 療 費助 成 制度 に よる 給 付等 が
想定 される 。
(2) 休 業給付 の種類
法 第７条 第２項 の規 定によ り重傷 病給付 金及 び遺族 給付金 （法第 ９条 第５項 の規
定に より 加算 する 額に 係る 部分 に 限る 。）の 調整 対象 とな る他 の法 令に よる 給付 等
（以 下「 休業 給付 」と いう 。） は、 犯罪 行為 によ り生 じた 負傷 又は 疾病 の療 養の た
め従 前その 勤労に 基づ いて通 常得て いた収 入の 全部又 は一部 を得 ること ができ なか
った こと を原 因と して 労働 者災 害 補償 保険 法そ の他 の法 令（ 条例 を含 む。） によ り
行わ れるべ き給付 と定 められ ている 。具体 的に は、労 働者災 害補 償保険 法によ る休
業（ 補償） 給付等 の災 害補償 関係法 令によ る休 業に関 する給 付、 健康保 険法に よる
傷病 手当金 、自動 車損 害賠償 保障法 の規定 する 政府の 自動車 損害 賠償保 障事業 から
の 傷害 に よる 損 害に つい て の給 付 （休 業 損害 に 係る 部 分に 限 る。）、 地方 公 共団 体
の条 例に基 づいて 行われ る休業 に係る 給付等 が想定 される 。
(3) 療 養給付 及び休 業給付 との関 係
犯 罪行為 により 負傷 し、又 は疾病 にかか った 日から 起算し て１年 を経 過する まで
の間 の療養 につい て行 われる べき療 養給付 及び 同期間 の休業 につ いて行 われる べき
休業 給付の 額の限 度に おいて 、重傷 病給付 金及 び遺族 給付金 （法 第９条 第５項 の規
定に より加 算する 額に係 る部分 に限る 。）を支 給しな い。
第６ 損害 賠償と の関係
法第８ 条第１ 項に定 める 「損害 賠償を 受け たとき 」とは 、犯罪 被害 者又は その遺 族が
加 害者等 から現 実に 損害賠 償を受 けたと きの ほか、 適法に その損 害賠 償請求 権を放 棄し
た ときを 含むも のであ る。
犯罪被 害によ る損害 を填補 する目 的でな された 加害者 等から の給付 であれ ば、賠償 金、
見 舞金等 の名称 のいか んを問 わず、 ここに いう「 損害賠 償」に 当たる 。
死亡で ある犯 罪被害 を原 因とし て損害 賠償 が行わ れた場 合には 、当 該犯罪 被害に 係る
遺 族給付 金の支 給を 受ける べき第 一順位 遺族 が損害 賠償を 受けた とき のほか 、第一 順位
遺 族 以外 の 遺族 給 付金 の 受給 資 格を 有 する 遺 族の 中 に損 害 賠償 を 受け た 者が い ると き
も 、当該 損害賠 償の価 額の限 度にお いて、 遺族給 付金を 支給し ないこ ととな る。
第７ 遺族 給付基 礎額及 び倍数
１ 遺族 給付基 礎額
法第 ９条第 １項に 規定 する遺 族給付 基礎額 は、 令第５ 条の規 定に より、 犯罪被 害者
がそ の勤 労に 基づ いて 通常 得て いた 収入 の日 額（ 以下 「収 入日 額」 とい う。） を基 に
算定す るが、 その取 扱い は、次 のとお りで ある。 ただし 、犯罪 行為 が行わ れた時 にお
ける犯 罪被害 者の年 齢が 25歳未 満であ って 、令第 ６条第 １項第 １号 に掲げ る場合 にあ
っては 、次に よらず 、収入 日額に かかわ らず、 6,600 円を 遺族給 付基礎 額とす る。
(1) 犯 罪被 害者が 労働基 準法（ 昭和 22年法 律第 49号） 第９条 の労働 者であ る場合 の収
入日 額は、 同法第 12条 に規定 する平 均賃 金の例 により 定める こと となる が、同 条に
規定 する平 均賃金 の算定 につい ては 、常 用労働 者及び 日雇労 働者の それぞ れにつ き、
労働 基準 法施 行規 則（ 昭和 22年厚 生省 令第 23号 ）、 厚生 労働 大臣 告示 及び関 係通 達
によ って多 岐にわ たる 算定方 法が示 されて いる ところ である ので 、給付 金の申 請に
対す る裁定 に当た って は、当 該事案 におけ る犯 罪被害 者ごと に当 該計算 方法の 例に
より 各個に 算定す ること となる 。
(2) 令 第５ 条に定 める「 その他 の者 」とは 、労働 基準法 第９ 条の労 働者以 外の者 とし
て勤 労に基 づく収 入を 得てい た者及 びこの 場合 と同法 第９条 の労 働者と して賃 金収
入を 得てい た場合 とが併 存する 者のほ か、被 害当時 無職で あった 者を含 む。
(3) 遺 族給付 基礎額 の算定 に当た っての 端数の 取扱い につい ては 、次 のとお りであ る。
ア 収入日 額につ いて 、小数 点以下 第二位 未満 に端数 が生じ た場 合には 、小数 点以

下 第三位 を四捨 五入す る。
アで 求め た収 入 日額 に、 100 分 の70を乗 じて 得ら れる 遺族 給付 基礎 額に つい て
は 、端数 処理を 行わな い。
２ 遺族 給付金 に係る 倍数
(1) 法 第９ 条第１ 項の規 定によ り遺 族給付 金の額 を算 定する ため遺 族給付 基礎額 に乗
ずる べき倍 数は、 令第 ６条に 定める ところ であ るが、 当該倍 数に ついて は、遺 族給
付金 の支給 を受け るこ とがで きる遺 族の態 様に 応じて 定めら れる もので あり、 遺族
給付 金の支 給を受 ける ことと なる第 一順位 遺族 の態様 に応じ て定 められ るもの では
ない 。
(2) 令 第６ 条第２ 項の「 生計の 維持 」の概 念及び 同号イ 及び ロの「 事実上 婚姻関 係と
同様 の事情 にあっ た者」 の概念 につい ては、 第３− ２−(1)と 同様で ある。
３ 遺族 給付金 の額の 算定に 当たっ ての端 数処理
遺族 給付基 礎額に 遺族 給付金 に係る 倍数を 乗じ て得ら れる遺 族給 付金の 額が支 給額
たる確 定金額 となる 場合 におい て、円 未満 の端数 が生じ た場合 には 、これ を切り 捨て
る。
第８ 犯罪 被害者 負担額
１ 犯罪 被害者 負担額 の定義
法第 ９条第 ２項に 定め る犯罪 被害者 負担額 は、 犯罪行 為によ り負 傷し、 又は疾 病に
かか っ た日 か ら起 算 して １ 年を 経 過す る まで の 間に お け る療 養 に要 し た費 用 の額 か
ら、令 第９条 に規定 する 法律の 規定に より 当該犯 罪被害 者が受 け、 又は受 けるこ とが
できた 当該負 傷又は 疾病 から１ 年の間 にお ける療 養に関 する給 付の 額を控 除して 得た
額であ る。
ここ で、療 養に要 した 費用の 額は、 基本的 に健 康保険 の療養 に要 する費 用の額 の算
定方法 の例に より算 定す ること とし、 高齢 者の医 療の確 保に関 する 法律（ 昭和57年法
律第 80号 ）及 び介 護保 険法 （平 成９ 年法 律第 123号 ）の 規定 によ る療 養に 関す る給 付
の対象 となっ たもの につ いては 、それ ぞれ 当該法 律の規 定によ る療 養に要 する費 用の
額の算 定方法 の例に より算 定する ことと する。
また 、令第 ９条に 規定 する法 律は、 第３号 の国 家公務 員共済 組合 法を準 用し、 又は
その 例に よる 場合 とし て、 私立 学校 教職 員共 済法 （昭 和28年法 律第 245号 ）を 含む 。
さら に、介護保 険法の 規定に よる療 養に関 する給 付とは 、同法の 規定に よる給 付（こ
れに は医 療系 のサ ービ スの みな らず 福祉 系の サー ビス も含 まれ る 。）の うち、 医療 系
サービ スに限 定され る。 医療系 サービ スと は、① 同法第 ７条第 ８項 に規定 する訪 問看
護、② 同条第 ９項に 規定 する訪 問リハ ビリ テーシ ョン、 ③同条 第10項に規 定する 居宅
療養管 理指導 、④同 条第 12項に 規定す る通 所リハ ビリテ ーショ ン、 ⑤同条 第14項 に規
定する 短期入 所療養 介護 、⑥同 条第 22項に 規定す る介護 保健施 設サ ービス 及び⑦ 同条
第23項 に規定 する介 護療養 施設サ ービス をいう 。
２ 犯罪 被害者 負担額 の算出 方法
犯罪 被害者 負担額 の算出 の手順 は、次 のとお りであ る。
(1) 犯 罪被害 者は 、犯罪 行為に より生 じた 負傷又 は疾病 につ いて、 原則と して保 険診
療を 受ける ことか ら、 その療 養のた めに当 該負 傷又は 疾病か ら１ 年の間 にかか った
保険 診療 に係 る自 己負 担額 （医 療 機関 等が 発行 する 領収 書上 明ら かと なる 。）を 合
計す る。そ の合計 額を犯 罪被害 者負担 額とす る。
な お、病 院に入 院し たとき の食事 療養に 係る 自己負 担額（ いわゆ る標 準負担 額）
も保 険診療 に係る 自己負 担額で あり、 犯罪被 害者負 担額に 含まれ る。
(2) 犯 罪被 害者が 、当該 療養に つい てやむ を得ず 保険診 療を 受けら れなか った場 合に
は、 当該犯 罪被害 者に 対し、 その者 が加入 する 保険者 （健康 保険 組合等 ）から 療養
費等 （償還 払によ る保 険給付 ）を受 ける手 続を 取るよ う促し 、そ の結果 明らか とな
る保 険診療 に換算 した 場合の 自己負 担額（ 保険 者は犯 罪被害 者に 係る療 養に要 した
費用 の額を 保険診 療に 換算す ること から、 その 保険診 療に換 算し た額か ら療養 費等
を控 除し て得 た額 が保 険診 療に 換 算し た場 合の 自己 負担 額と なる 。）を 合計 する 。
イ

その 合計額 を犯罪 被害者 負担額 とする 。
以 上の手 続に より算 出され る自己 負担 額が高 額に達 する 場合に は、高 額療養 費、
付加 給付等 の保険 給付 がなさ れるこ とがあ るが 、この 場合に は、 当該自 己負担 額か
ら高 額療養 費等の 保険給 付を控 除して 得た額 を犯罪 被害者 負担額 とする 。
(4) 犯 罪被害 者と 同一世 帯に属 する者 が受 けた療 養の保 険診 療に係 る自己 負担額 と合
算さ れて高 額療養 費等 の保険 給付が なされ る場 合には 、犯罪 被害 者に係 る自己 負担
額か ら、高 額療養 費等 の支給 額に、 犯罪被 害者 に係る 自己負 担額 （高額 療養費 等の
支給 の対 象と なる 自己 負担 額に 限 定さ れる 。）を 当該 世帯 に係 る自 己負 担額 （高 額
療養 費等 の支 給の 対象 とな る自 己 負担 額に 限定 され る。） で除 して 得た 割合 を乗 じ
て得 た額を 控除し て得た 額を犯 罪被害 者負担 額とす る。
犯 罪被害 者が当 該負 傷又は 疾病か ら１年 を経 過して 受けた 療養に 係る 自己負 担相
当額 や犯罪 被害者 が犯 罪行為 により 生じた 負傷 又は疾 病以外 を原 因とし て受け た療
養に 係る自 己負担 額と 合算さ れて高 額療養 費等 の保険 給付が なさ れる場 合も同 様に
して 犯罪被 害者負 担額を 算出す る。
な お、上 記の算 出方 法によ り犯罪 被害者 負担 額を算 出する に当た り、 犯罪被 害者
に係 る自己 負担額 から 控除す べき高 額療養 費等 の支給 額に円 未満 の端数 が生じ た場
合に は、こ れを切 り捨て る。
３ 無保 険者に ついて の犯罪 被害者 負担額
犯罪 被害者 が令第 ９条 に規定 する法 律の規 定に より療 養に関 する 給付を 受ける こと
ができ ない場 合にあ って は、１ 月（暦 月） 当たり 80,100 円を 限度と して、 当該負 傷又
は疾病 から１ 年の間 に犯 罪被害 者が当 該負 傷又は 疾病の 療養（ 令第 ９条に 規定す る法
律の 規定 によ る療 養に 関す る給 付の 対象 とな るべ きも のに 限る 。） に現 に要し た費 用
の額を 犯罪被 害者負 担額 とする 。ただ し、 当該負 傷又は 疾病か ら１ 年の間 に１月 当た
り80,100 円を 超え る月数 が３月 以上あ る場 合にあ っては 、そ の３月 に達し た月の 翌月
以降の 月につ いては 、１月 当たり 44,400 円を超 えるこ とがで きない 。
４ 犯罪 被害者 負担額 の算出 方法の 特例
当該 負傷又 は疾病 の療 養のた めの入 院が当 該負 傷又は 疾病か ら１ 年の間 の末日 の翌
日以降 に及ぶ ものと なっ たため 、当該 負傷 又は疾 病から １年の 間に おける 療養に 要し
た費用 の額を 知るこ とが 困難で ある場 合（ 以下こ れに該 当する 入院 を「特 定入院 」と
いう 。） に は、 当 該末 日の 属 する 月 （以 下 「最 終 月」 と いう 。） の 犯罪 被害 者 負担 額
は、最 終月の 保険診 療に 係る自 己負担 額に 、最終 月の当 該負傷 又は 疾病か ら１年 の間
におけ る特定 入院に 係る 入院日 数を最 終月 の特定 入院に 係る入 院日 数で除 して得 た率
を乗じ て得た 額とす る。
なお 、上記 の算出 方法 により 最終月 の犯 罪被害 者負担 額に円 未満 の端数 が生じ た場
合には 、これ を切り 捨てる 。
第９ 休業 加算額
法第 ９条第 ３項又 は第 ５項第 ２号に 規定す る休 業加算 額は、 犯罪 被害者 が犯罪 被害
により 生じた 負傷又 は疾 病の療 養のた め従 前その 勤労に 基づい て通 常得て いた収 入の
全部又 は一部 を得る こと ができ なかっ た日 がある 場合に 重傷病 給付 金又は 遺族給 付金
に加算 される もので あり 、犯罪 行為が 行わ れた当 時、犯 罪被害 者が 無収入 であっ た場
合には 、加算 されな い。
１ 休業 加算基 礎額
法第 ９条第 ３項に 規定 する休 業加算 基礎額 は、 令第12条の規 定に より、 収入日 額を
基に算 出する が、その取 扱いは 、第７− １− (1)か ら第７ −１− (3) までと 同様で ある 。
ただ し、 第 ７− １− (3)中 「遺 族給 付基 礎額 」と ある のは 「休 業加 算基 礎額 」と 、
「100分の 70」と あるの は「 100分 の48」 と読み 替える ものと する。
２ 休業 日の数
休業 日の数 は、 犯罪被 害者が 犯罪行 為に より生 じた負 傷又は 疾病 の療養 のため 従前
その勤 労に基 づいて 得て いた収 入の全 部又 は一部 を得る ことが でき なかっ た日（ 負傷
し、 又は 疾病 にか かっ た日 から 起算 して １年 を経 過す るま での 間の 日に 限る 。）の う
(3)

ち、次 に掲げ るもの を除 いたも のの数 であ る。た だし、 年俸制 、月 給制等 の場合 で、
当該療 養に係 る期間 の収 入が減 少した もの の、減 少の原 因とな った 日を特 定する こと
ができ ない場 合には 、当 該減少 額を収 入日 額で除 した商 を収入 の全 部を得 ること がで
きなか った日 の数と し、 剰余が ある場 合に は、当 該剰余 を部分 休業 日（１ 日）に 得た
数とす る。ま た、休 業日 の数を 認定で きる 資料が 全く得 られな い場 合にあ っては 、休
業日の 数を「 ０」と 認定し 、休業 加算額 を加算 しない 。
(1) 休 業加算 基礎額 を超え る収入 を得た 日
(2) 当 該収入 の全部 又は一 部を得 ること ができ なかっ た日の 第３日 目まで の日
(3) 懲 役、禁錮 又は拘 留の刑 の執行 のため 刑事施 設（少 年法（昭 和23年 法律第 168 号）
第56条第３ 項の規 定に より少 年院に おい て刑を 執行す る場合 にお ける当 該少年 院を
含む 。）に拘 置をさ れてい た日
(4) 被 留置受 刑者と して留 置施設 に留置 をされ ていた 日
(5) 死 刑の言 渡しを 受けて 刑事施 設に拘 置をさ れてい た日
(6) 労 役場留 置の言 渡しを 受けて 労役場 に留置 をされ ていた 日
(7) 法 廷等 の秩 序維 持に 関す る法 律（ 昭和 27年 法律 第 286号） 第２ 条第 １項の 規定 に
よる 監置の 裁判の 執行 のため 留置場 （監置 の裁 判執行 を受け る者 を刑事 施設又 は留
置施 設に 留置 する 場合 にお ける 当 該刑 事施 設又 は留 置施 設を 含む 。）に 留置 をさ れ
てい た日
(8) 少 年法 （昭 和 23年法 律第 168号 ）第 24条 第１ 項第 ２号 又は 第３ 号の 規定に よる 保
護処 分とし て少年 院又は 児童自 立支援 施設に 送致を され、 収容を されて いた日
(9) 売 春防 止法 （昭 和 31年法 律第 118号 ）第 17条 第１ 項の 規定 によ る補 導処分 とし て
婦人 補導院 に収容 をされ ていた 日
３ 部分 休業日 につい て得た 収入の 額を合 算した 額
部分 休業日 とは、 ２の 休業日 のうち 、当該 犯罪 被害者 が従前 その 勤労に 基づい て通
常得て いた収 入の一 部を得 た日で ある。
部分 休業日 につい て得 た収入 の額を 合算し た額 は、各 部分休 業日 におい て得た 収入
のそれ ぞれの 額を合 算して 算定す る。
４ 休業 加算額 の算定 に当た っての 端数処 理
休 業加 算 基礎 額 に 休業 日 の数 を 乗じ て 得ら れ る額 に 円未 満 の端 数 が 生じ た 場合 に
は、こ れを切 り捨て る。
第10 障害 給付基 礎額及 び障害 給付金 に係る 倍数
１ 障害 給付基 礎額
法第 ９条第 ７項に 規定 する障 害給付 基礎額 は、 令第14条の規 定に より、 収入日 額を
基に算 定する が、その取 扱いは 、第７− １− (1)か ら第７ −１− (3) までと 同様で ある 。
ただ し 、 第 ７− １ − (3)中 「 遺 族給 付 基 礎 額」 と あ る のは 「 障 害 給付 基 礎 額」 と 、
「100分の 70」と あるの は「 100分 の80」 と読み 替える ものと する。
また 、犯罪 行為が 行わ れた時 におけ る犯罪 被害 者の年 齢が25歳未 満であ って、 身体
上の障 害の程 度が障 害等 級の第 １級か ら第 ３級ま でのい ずれか に該 当する 場合に あっ
ては、 収入日 額にか かわら ず、 7,600 円を障 害給付 基礎額 とする 。
２ 障害 給付金 に係る 倍数
法第 ９条第 ７項 の規定 により 障害 給付金 の額を 算定す るた め障害 給付基 礎額に 乗ず
るべき 倍数は 、令第 15条各 号に定 めるも のであ る。
３ 介護 の必要 性
(1) 令 第15条 第１ 号の「 常時介 護を 要する 状態」 に該当 する ものは 、次の とおり であ
る。
① 規則別 表障害 等級第 １級第 ３号に 規定す る身体 上の障 害
② 規則別 表障害 等級第 １級第 ４号に 規定す る身体 上の障 害
③ ①及び ②以外 の障 害等級 第１級 に当た る身 体上の 障害の うち 、①又 は②と 同程
度 の介護 を要す る状態 にある もの
(2) 令 第15条 第２ 号の「 随時介 護を要 する 状態」 に該当 する ものは 、次の とおり であ

る。
① 規則別 表障害 等級第 ２級第 ３号に 規定す る身体 上の障 害
② 規則別 表障害 等級第 ２級第 ４号に 規定す る身体 上の障 害
③ ①及び ②以外 の障 害等級 第２級 に当た る身 体上の 障害の うち 、①又 は②と 同程
度 の介護 を要す る状態 にある もの
４ 障害 給付金 の額 の算定 に当た っての 端数 処理に ついて は、 第７− ３と同 様であ る。
ただ し、 第７ −３ 中「 遺族 給付 基礎 額」 とあ るの は「 障害 給付 基礎 額」 と、「 遺族 給
付金」 とある のは「 障害給 付金」 と読み 替える ものと する。
第11 給付 金の支 給手続
１ 裁定 の申請
(1) 申 請者
給 付金の 支給に 係る 申請は 、同一 の犯罪 被害 につい て２人 以上の 者が 申請す る場
合で あって も、裁 定を 受けよ うとす る者が それ ぞれの 住所地 を管 轄する 公安委 員会
に対 して個 別に行 うもの である 。
(2) 添 付書類 の内容
ア 規則第 16条 第３号 の書類 は、住 民票 の写し 、犯罪 被害者 及び 申請者 の親族 、友
人 、隣人 等の申 述書等 である 。
イ 規則第 16条 第４号 の書類 は、先 順位 の人の 死亡を 明らか にす ること ができ る戸
籍 の謄本 又は抄 本等で ある。
ウ 規則第 16条第 ５号の 書類は 、住民 票の写 し、送 金証明 等であ る。
エ 規則第 16条 第７号 の書類 は、戸 籍の 謄本又 は抄本 、住民 票の 写し、 送金証 明等
で ある。
オ 規則第 16条 第８号 、第 17条第５ 号イ 又は第 18条第 ３号 の書類 は、給 与証明 書、
給 与所得 の源泉 徴収票 、所得 税の確 定申告 書の写 し等で ある。
カ 規則第 16条第 ９号 、第 17条第４ 号又 は第 18条第４ 号の 書類は 、医師 又は歯 科医
師 の診断 書、犯 罪被害 者及び 申請者 の親族 、友人 、隣人 等の申 述書等 である 。
キ 規則第 16条第 10号ア 又は第 17条第 １号の 診断書 等には 、
・ 犯 罪行為 により 負傷し 、又は 疾病に かかっ た日
・ 負 傷又は 疾病か ら１ 年間に おける 入院 日数（ 規則第 17条第 １号 の場合 に限
る。）
・ 負 傷又は 疾病の 状態
を 明記す ること 。た だし、 精神疾 患に係 るも のにつ いては 、入院 日数 の記載 は要
せ ず、そ の症状 の程 度が３ 日以上 労務に 服す ること ができ ない程 度で あった こと
を 明記す ること 。
ク 規則第 17条第 ２号の 書類は 、保険 者が発 行する 被保険 者証等 である 。
ケ 規則第 17条第 ３号 の書類 は、犯 罪被 害者が 自己負 担した 医療 費に係 る領収 証等
で ある。
コ 第17条 第５号 アの 診断書 等には 、負 傷又は 疾病の 療養の ため 勤労す ること がで
き なかっ たと認 められ る期間 を明記 するこ と。
サ 規則第 17条第 ５号 ウ及び エの書 類は 、犯罪 被害者 が勤労 する 事業所 等が発 行し
た 勤労の 状況に 関する 証明書 等であ り、
・ 負 傷又は 疾病の 療養の ため勤 労する ことが できな かった 期間
・ 負 傷又は 疾病の 療養 のため 従前そ の勤 労に基 づいて 通常得 てい た収入 の全
部を 得るこ とがで きなか った日 数
・ 負 傷又は 疾病の 療養 のため 従前得 てい た収入 の一部 を得る こと ができ なか
った 日（部 分休業 日） の年月 日及び 数並 びに当 該各部 分休業 日に 得た収 入の
額
を 明記す ること 。
シ 規則第 18条第 １号又 は第２ 号の診 断書等 には、
・ 負 傷又は 疾病が 治った こと（ 症状が 固定し たこと ）

・
・

負 傷又は 疾病が 治った 日（症 状が固 定した 日）
負 傷又は 疾病 が治っ たとき （症状 が固 定した とき） におけ る身 体上の 障害
の部 位及び 程度
を 明記す ること 。
(3) 添 付書類 の省略
ア 規則第 23条 第１項 の「申 請書の 余白 にその 旨を記 載して 」と は、申 請書の 備考
欄 に次の 事項を 記載す ること により 行う。
(ｱ) 同時 に申請 した同 一世帯 に属す る者の 氏名
(ｲ) 省略 した添 付書類 の名称
イ 規則第 23条 第２項 の「特 に必要 がな いと認 めると き」と は、 次に掲 げる場 合を
い う。
(ｱ) 障害 給付金 又は 重傷病 給付金 に係 る裁定 の申請 を行っ た申 請者が 死亡し たた
め、その遺 族が改 めて遺 族給付 金に係 る裁定 の申請（以 下「遺族給 付金 の申請 」
とい う。） を 行う 場合 にお ける 規則 第 16条第 ８号 又は 第９ 号の 書類 によ り証 明
すべき 事項、 遺族給 付金 の申請 を行っ た者 が裁定 を受け る前に 死亡 したた め、
新たに 第一順 位遺族 とな った者 が改め て遺 族給付 金の申 請を行 った 場合に おけ
る両者 の申請 に重複 する 証明事 項等、 当該 公安委 員会に おいて 当該 関係手 続上
既に明 らかと なって いる事 項を改 めて申 請者が 証明す る必要 がない とき。
(ｲ) 犯罪 行為が 行わ れた時 におけ る犯 罪被害 者の年 齢が25歳未 満であ り、か つ、
当該犯 罪被害 者に係 る遺 族給付 金の支 給を 受ける ことが できる 遺族 に生計 維持
関係遺 族が含 まれて いる 場合（ 当該犯 罪行 為によ り生じ た負傷 又は 疾病の 療養
につ いて の休 業加 算額 が遺 族給 付 金の 対象 とな る場 合を 除く 。）又 は当 該犯 罪
被害者 が当該 犯罪行 為に より負 った身 体上 の障害 が障害 等級第 １級 から第 ３級
までの いずれ かに該 当す る場合 におけ る当 該犯罪 被害者 の収入 日額 等規定 上当
該事項 を申請 者が証 明する 必要が ないと き。
(4) 申 請する ことが できる 期間
法 第10条 第２項 の「 ２年を 経過し たとき 」又 は「７ 年を経 過し たとき 」は、 それ
ぞれ 、当該 犯罪行 為に よる死 亡、重 傷病又 は障 害の発 生を知 った 日又は 当該死 亡、
重傷 病又は 障害が 発生し た日の 翌日か ら起算 する。
(5) 申 請期間 の特例
法 第10条 第２項 の期 間を経 過した 場合で あっ ても、 犯罪被 害者 又は第 一順位 遺族
が当 該申請 をでき なか ったこ とにつ き「や むを 得ない 理由」 があ るとき は、当 該犯
罪被 害者又 は第一 順位 遺族は 、その 理由が やん だ日か ら６月 以内 に限り 申請を する
こと ができ る（「６月 」は 、
「やむを 得な い理由 」が やんだ 日の翌 日から 起算す る。）。
「やむ を得な い理由 」に当 たり得 る場合 として は、例 えば、
・ 当該 犯罪行 為の 加害者 による 監禁等 のた め犯罪 被害の 発生を 知っ てから ２年
間以上 身体の 自由を 不当に 拘束さ れてい た場合
・ 行方 不明と して 取り扱 われて いた者 が、 犯罪被 害から ７年間 を経 た後に 死体
で発見 され、 その時 点で初 めて犯 罪被害 である と判断 された 場合
等が 考えら れる。
(6) 重 傷病給 付金又 は障害 給付金 を支給 する旨 の裁定 があっ た後に おける 申請
法 第11条 第３項 の「 重傷病 給付金 又は障 害給 付金を 支給す る旨 の裁定 があっ た後
に当 該犯罪 被害者 が当 該犯罪 行為に より死 亡し たとき 」とは 、犯 罪被害 者が犯 罪行
為に より負 傷し、 又は 疾病に かかり 重傷病 とな り重傷 病給付 金を 支給さ れ、ま た障
害 とな り 障害 給 付 金を 支 給さ れ た後 当 該犯 罪 行為 に よる 被 害が 原 因 で死 亡 した た
め、 犯罪被 害者の 第一順 位遺族 が遺族 給付金 の申請 をした ときを いう。
(7) 仮 給付金 の支給 を受け た後に おける 申請
法 第12条 第５項 の「 仮給付 金の支 給を受 けた 犯罪被 害者又 は遺 族につ いて、 犯罪
被害 者等給 付金を 支給 し、又 は支給 しない 旨の 裁定が ある前 に当 該犯罪 被害者 又は
遺族 が死亡 したと き」 とは、 犯罪被 害者が 仮給 付金の 支給を 受け た後、 重傷病 給付

金又 は障害 給付金 の裁 定を受 ける前 に死亡 した ため、 その第 一順 位遺族 が改め て遺
族給 付金の 申請を した 場合及 び第一 順位遺 族が 仮給付 金の支 給を 受けた 後、遺 族給
付金 の裁定 を受け る前 に死亡 したた め、新 たに 第一順 位遺族 とな った者 が改め て遺
族給 付金の 申請を した場 合をい う。
２ 裁定 の申請 の却下
法第 13条第 ３項の 「正 当な理 由」と は、 申請者 の報告 が黙秘 権又 は公務 員の守 秘義
務等に かかわ る場合 、申 請者が 病気等 のため 出頭す ること ができ ない場 合等、 法第13
条第１ 項の調 査に協 力する ことが できな いやむ を得な い理由 をいう 。
３ 仮給 付金
法第 12条に 定める 仮給 付金は 、本来 の裁 定が行 われる までの 間、 犯罪被 害者又 はそ
の遺族 の迅速 な救済 のた めに支 給され るも のであ り、裁 定が行 われ た場合 に、給 付金
と調整 するこ とが予 定され た前渡 し金と しての 性格を 有して いる。
(1) 支 給の要 件
ア 仮給付 金の支 給に ついて は、給 付金の 支給 に係る 裁定の 申請 がなさ れてい るこ
と を要件 とする が、 別に仮 給付金 支給決 定を 求める 旨の申 請を必 要と するも ので
は ない。
イ 仮給付 金の支 給決 定は、 少なく とも 、当該 被害が 犯罪被 害で あるこ とは明 らか
で あるこ とが前 提と なる。 したが って、 例え ば自他 殺不明 の変死 につ いては もと
よ りのこ と、故 意・ 過失不 明の犯 罪によ る死 亡につ いて給 付金の 申請 がなさ れた
場 合にお いては 、仮給 付金の 支給の 決定を なし得 ない。
ウ 「速や かに裁 定を するこ とがで きな い事情 」とは 、犯罪 被害 者又は 第一順 位遺
族 に給 付金 の一 部を 支給 しな いこ と とす るこ とが でき る場 合（ 法第 ６条 ）、法 第
９ 条第２ 項に規 定す る期間 の末日 前で、 かつ 、当該 申請に 係る負 傷若 しくは 疾病
が 治り、 又はそ の症 状が固 定する 前で犯 罪被 害者負 担額が 不明で ある 場合、 犯罪
被 害者の 障害の 程度 がいず れの障 害等級 に該 当する か不明 である 場合 、損害 賠償
（ 法第８ 条）等 が実 施され る可能 性があ る場 合等、 当該犯 罪被害 に係 る事実 関係
が 未確定 であり 、そ れが確 定しさ えすれ ば所 定の額 の給付 金を支 給す ること がで
き ること となる ような 事情で ある。
エ 「犯罪 行為の 加害 者を知 ること がで きず」 という のは、 当該 犯罪被 害に係 る事
実 関係に 関し、 速や かに裁 定をす ること がで きない 原因事 情の例 示の 一つで ある
か ら、仮 に、未 だ犯 罪行為 の加害 者を知 るこ とがで きない 場合等 であ っても 、捜
査 活動等 の結果 、当 該犯罪 被害に 係る事 実関 係が明 らかと なり、 裁定 を行う こと
が できる 状況に 達し ている ときに は、仮 給付 金の決 定では なく、 給付 金の支 給に
係 る裁定 を行う ことと なる。
(2) 仮 給付金 の額
ア 令第 16条の 額は、 給付金 の支給 に関 する裁 定が行 われた 場合 に仮給 付金を 返還
さ せるこ ととな らな いよう な額が 適当で ある という 観点か ら定め られ たもの であ
る。
イ 仮給付 金の額 は、 原則と して、 令第 16条の 額をも って運 用す ること となる 。た
だ し、損 害賠償 が実 施され 法第８ 条第１ 項の 規定に より給 付金が 調整 される 可能
性 がある 場合等 であ って、 調整後 の給付 金の 額が令 第16条 で定 める額 に満た ない
と きは、 調整後 の給付 金の額 を限度 とする 。
ウ 既に仮 給付金 の支 給を受 けた犯 罪被害 者が 当該犯 罪行為 によ り死亡 した場 合に
お いて、 第一順 位遺 族が別 途遺族 給付金 の支 給を申 請し、 かつ、 当該 申請人 につ
い ても法 第 12条 第１ 項の要 件を充 足して いる ときは 、当該 遺族 給付金 の申請 に係
る 仮給付 金の額 が既 に支給 された 仮給付 金の 額を超 えてい る場合 に限 り、そ の差
額 を支給 するこ ととな る。
エ 遺族給 付金の 支給 を求め る申請 者が 仮給付 金の支 給を受 けた 後で裁 定前に 死亡
し た場合 は、仮 給付 金が給 付金の 支給を 前提 とした 前渡し 金であ るか らとい って
も 、当該 仮給付 金を 返還さ せる必 要はな い。 しかし 、この 場合に 、当 該同一 の事

案 につい て新た に次 の第一 順位遺 族が遺 族給 付金の 申請を し、か つ、 当該申 請人
に ついて も法第 12条 第１項 の要件 を充足 して いると きは、 当該 遺族給 付金の 申請
に 係る仮 給付金 の額 が既に 支給さ れた仮 給付 金の額 を超え ている 場合 に限り 、そ
の 差額を 支給す ること となる 。
オ 仮給 付 金の 額の 算定 に当 たっ ての 端数 処理 につ いて は、 第４ −９ −(1)及び 第
４ −９− (2) と同 様であ る。た だし、 第４ −９− (1) 中「３ 分の １又は ３分の ２」
と あるの は、「３ 分の２ 」と読 み替え るもの とする 。
第12 その 他
１ 不正 利得
法第 15条の 「偽 りそ の他 不正 の手 段」 とは 、詐 欺罪 （刑 法第 246条 ）そ の他 の犯 罪
を構成 する行 為のほ か、 社会通 念上不 正行 為と認 められ る行為 をい う。具 体的な 行為
の態様 として は、公 安委 員会に 提出す る申 請書に 虚偽の 事実を 記載 したり 、公安 委員
会に偽 りの報 告をす る等 の行為 がある 。そ の不正 の手段 は、給 付金 の支給 を受け た者
の行為 に限ら れない 。
給付 金の「 支給を 受け た者」 とは、 偽りそ の他 不正の 手段に より 、現実 に、か つ、
直接に 給付金 の支給 を受け た者を いう。
２ 時効
給付 金の支 給を受 ける 権利は 、２年 間行わ ない ときは 時効に より 消滅す るが、 この
消滅時 効の起 算日は 、民 法の到 達主義 （民 法第97条）及 び初日 不算 入の原 則（民 法第
140 条）の 規定に より、 申請者 が通知 書を受 け取っ た日の 翌日と する。
第13 経過 措置
次に掲 げる行 為につ いては 、第 １から 第 12ま での規 定にか かわ らず、それ ぞれの 法律 、
政 令又は 規則の 施行に 伴う経 過措置 の適用 を受け る。
１ 昭和 57年４ 月１ 日前に 終わっ た犯罪 行為 による 死亡又 は重 障害（ 犯罪被 害者等 給付
金支給 法の一 部を改 正す る法律 （平成 13年 法律第 30号。 以下 「平成 13年改 正法」 とい
う。） によ る改 正前 の犯 罪被 害者 等給 付金 支給 法第 ２ 条第 ２項 に規 定す る重障 害を い
う。以 下同じ 。）
犯罪 被害 者等 給付 金 支給 法施 行令 の一 部を 改正 する 政令 （昭 和57年政 令第 129号 ）
附則第 ２項に 規定す る経過 措置
２ 昭和 62年４ 月１日 前に終 わった 犯罪行 為によ る死亡 又は重 障害
犯 罪被 害者 等給 付金 支給 法施 行令 の一 部を 改正 する 政令 （昭 和62年 政令 第 157号 ）
附則第 ２項に 規定す る経過 措置
３ 平成 ６年４ 月１日 前に終 わった 犯罪行 為によ る死亡 又は重 障害
犯罪 被害 者 等給 付金 支給 法施 行令 の一 部を 改正 する 政令 （平 成６ 年政 令第 174号 ）
附則第 ２項に 規定す る経過 措置
４ 平成 ９年４ 月１日 前に終 わった 犯罪行 為によ る重障 害
犯罪 被害 者 等給 付金 支給 法施 行令 の一 部を 改正 する 政令 （平 成９ 年政 令第 144号 ）
附則第 ２項に 規定す る経過 措置
５ 平成 13年７ 月１日 前に終 わった 犯罪行 為によ る死亡 又は重 障害
平成 13年改 正法附 則第 ２条、 犯罪被 害者 等給付 金支給 法施行 令の 一部を 改正す る政
令（ 平成 13年 政令 第 183号） 附則 第２ 項並 びに 犯罪 被害 者等 給付 金支 給法 施行 規則 の
一部を 改正す る規則 （平 成 13年 国家公 安委 員会規 則第 12号） 附則第 ２項及 び第３ 項に
規定す る経過 措置
６ 平成 14年10月１日 前に行 われた 療養
健 康保 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
（平成 14年政 令第 282号 ）附則 第６条 に規定 する経 過措置
７ 平成 18年４ 月１日 前に終 わった 犯罪行 為によ る死亡 、重傷 病又は 障害
犯罪 被害者 等給付 金の 支給等 に関す る法律 施行 令の一 部を改 正す る政令 （平成 18年
政令第 99号） 附則 第２項 、犯罪 被害者 等給 付金の 支給等 に関す る法 律施行 令の一 部を
改正 する 政令 （平 成 18年政 令第 271号 ）附 則第 ２項 及び 第３ 項、 犯罪 被害 者等 給付 金

の支給 等に関 する法 律施 行規則 の一部 を改 正する 規則（ 平成18年国 家公安 委員会 規則
第11号 ）附則 第２ 項及び 第３項 並びに 犯罪 被害者 等給付 金の支 給等 に関す る法律 施行
規則の 一部を 改正す る規 則（平 成 18年 国家 公安委 員会規 則第 24号） 附則第 ２項、 第３
項及び 第４項 に規定 する経 過措置
８ 平成 18年10月１日 前に行 われた 療養
健 康保 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
（平成 18年政 令第 286号 ）附則 第 15条 に規定 する経 過措置
９ 平成 20年７ 月１日 前に終 わった 犯罪行 為によ る死亡 、重傷 病又は 障害
平成 20年改 正法附 則第 ２条、 犯罪被 害者 等給付 金の支 給等に 関す る法律 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（ 平成 20年 政令 第 170号） 附
則第２ 項及び 犯罪被 害者 等給付 金の支 給等 に関す る法律 施行規 則の 一部を 改正す る規
則（平 成 20年 国家公 安委員 会規則 第 12号 ）附則 第２条 に規定 する経 過措置
10 平成 21年10月１日 前に終 わった 犯罪行 為によ る死亡 、重傷 病又は 障害
犯罪 被害者 等給付 金の 支給等 による 犯罪被 害者 等の支 援に関 する 法律施 行規則 の一
部を改 正する 規則（ 平成 21年国 家公安 委員 会規則 第８号 ）附則 第２ 条に規 定する 経過
措置
11 平成 26年11月１日 前に終 わった 犯罪行 為によ る死亡 、重傷 病又は 障害
犯罪 被害者 等給付 金の 支給等 による 犯罪被 害者 等の支 援に関 する 法律施 行規則 の一
部を改 正する 規則（ 平成 26年国 家公安 委員 会規則 第９号 ）附則 第２ 条に規 定する 経過
措置

