
 

 

 

平成２８年５月１１日 

内 閣 府 （ 防 災 担 当 ） 

総 務 省 

 

平成２８年熊本地震において適用される 

「行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置」について 
 

今般、平成 28年熊本地震による災害が特定非常災害特別措置法に基づく「特定非常災

害」に指定されるとともに、行政上の権利利益の満了日の延長等を行うことが決定され

ました。 

満了日が延長される具体的な行政上の権利利益等は、各省庁が告示により指定するこ

とになります。 

 総務省では、平成 28年５月 11日現在で告示されたもの（予定のものを含む。）を別紙

のとおり取りまとめましたので、公表します。 
 

 

【説 明】 

  「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」（平

成８年法律第 85号。以下「法」という。）に基づき、今般、平成 28年熊本地震による災

害を特定非常災害として指定するとともに、この災害に対し、行政上の権利利益の満了

日の延長等の措置を適用するとした政令が５月２日に公布・施行 されました。（制度概

要については参考参照） 

  これにより、運転免許のような有効期間のある許認可等の行政上の権利利益について、

有効期間を一定程度延長（最長で平成 28年９月 30日まで）することが可能となります。 

  延長措置を講じる具体的な行政上の権利利益、対象地域、対象者及び延長後の満了日

については、各省庁が告示により指定 することになります（法第３条第２項）。 

  有効期間が延長される許認可等については別紙のとおりです。 

一部の許認可等を除き、適用対象は平成 28 年熊本地震に際し災害救助法（昭和 28

年法律第 108 号）が適用された区域（平成 28 年５月 11 日現在、熊本県全域）に住所

を有する者又は法人等、延長期間は平成 28年９月 30日までとなります。 

  なお、告示のない許認可等や告示に指定された地域以外の方等についても、行政庁等

への申出により、満了日の延長が認められる場合があります（法第３条第３項）。 

 

（連絡先）                     

内閣府政策統括官（防災担当）付          

参事官（被災者行政担当）付            

担当：吉野、阿久澤、中村            

電話：03-3501-5191（直通）           

 

総務省行政管理局行政手続室            

担当：大上、石川（政令第３条、政令第４条）   

電話：03-5253-5353（直通）           
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存続期間（有効期間）が延長される許認可等一覧

・適用対象は、以下に特に記載のあるものを除き、平成28年熊本地震に際し災害救助法が適用された区域（平成28年５月11日現在、熊本県全域）に住所を有する者又は法人等

　になります。

・存続期間（有効期間）の延長後の満了日は、以下に特に記載のあるものを除き、平成28年９月30日になります。

【警察庁】

法形式 法令の名称及び該当条項

猟銃及び空気銃の所持の許可に係る講習修了証明書を有効に
行使できる期間の延長

法律 銃砲刀剣類所持等取締法第５条の２第１
項第１号

猟銃の所持の許可に係る技能講習修了証明書を有効に行使でき
る期間の延長

法律 銃砲刀剣類所持等取締法第５条の２第３
項第１号

猟銃の所持の許可を受けることができる期間及び技能講習修了
証明書を有効に行使できる期間の延長

法律 銃砲刀剣類所持等取締法第５条の２第３
項第２号

猟銃の所持の許可を受けることができる期間及び技能講習修了
証明書を有効に行使できる期間の延長

法律 銃砲刀剣類所持等取締法第５条の２第３
項第３号

猟銃の所持の許可に係る合格証明書を有効に行使できる期間の
延長

法律 銃砲刀剣類所持等取締法第５条の２第３
項第４号

猟銃の所持の許可に係る教習修了証明書を有効に行使できる期
間の延長

法律 銃砲刀剣類所持等取締法第５条の２第３
項第５号

猟銃又は空気銃の所持の許可の有効期間の延長 法律 銃砲刀剣類所持等取締法第７条の２第１
項

更新された猟銃又は空気銃の所持の許可の有効期間の延長 法律 銃砲刀剣類所持等取締法第７条の２第２
項

許可後、銃砲又は刀剣類を所持するまでの期間の延長 法律 銃砲刀剣類所持等取締法第８条第１項第
１号

射撃教習を受ける資格に係る教習資格認定証の有効期間の延長 法律 銃砲刀剣類所持等取締法第９条の５第２
項

放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務を行おうとする
法人に係る公安委員会の登録の有効期間の延長

法律 道路交通法第51条の８第６項 熊本県警察本部交通部交通指導課駐車対策係
096-381-0110

仮免許の有効期間の延長 法律 道路交通法第87条第６項 熊本県警察本部交通部運転免許試験課学科試験係
096-233-0116

告示番号及び
告示日

（告示予定）
問合せ先

熊本県警察本部生活環境課許可等事務担当室第二
係
096-381-0110

根拠条文

措置名

国家公安委員会
告示第15号
（平成28年5月2
日）

別 紙
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法形式 法令の名称及び該当条項

運転免許試験の合格の効力の延長 法律 道路交通法第90条第１項 熊本県警察本部交通部運転免許試験課学科試験係
096-233-0116

法律 道路交通法第92条の２第１項
法律 道路交通法第92条の２第２項
法律 道路交通法第92条の２第３項

路上練習をしてから運転免許試験を受けるまでの期間の延長 法律 道路交通法第96条の２ 熊本県警察本部交通部運転免許試験課技能試験係
096-233-0116

取消処分者講習を受けてから運転免許試験を受けるまでの期間
の延長

法律 道路交通法第96条の３第１項
（同条第２項において準用する場合を含
む。）

熊本県警察本部交通部運転免許試験課企画係
096-233-0116

法律 道路交通法第97条の２第１項第１号
法律 道路交通法第97条の２第１項第２号
法律 道路交通法第97条の２第１項第３号
法律 道路交通法第97条の２第１項第４号
法律 道路交通法第97条の２第１項第５号
法律 道路交通法第100条の２第１項第１号
法律 道路交通法第100条の２第１項第２号
法律 道路交通法第101条の４第１項

法律 道路交通法第101条の４第２項

政令 道路交通法施行令第26条の３の３第１項
第２号

熊本県警察本部交通部交通企画課企画係
096-381-0110

政令 道路交通法施行令第26条の３の３第１項
第３号

政令 道路交通法施行令第26条の３の３第２項
第１号

政令 道路交通法施行令第26条の３の３第２項
第２号

問合せ先

免許証の有効期間の延長

国家公安委員会
告示第15号
（平成28年5月2
日）

運転免許試験が一部免除される卒業証明書、修了証明書の有効
期間

熊本県警察本部交通部運転免許課免許第一係
096-233-0110

熊本県警察本部交通部運転免許試験課学科試験係
096-233-0116

熊本県警察本部交通部運転免許課教習係
096-233-0110
熊本県警察本部交通部運転免許課免許第一係
096-233-0110

過去の免許期間として評価される期間の延長（２人乗り運転）

再試験の免除の期間の延長

高齢者講習を受けてから免許証の更新を受けるまでの期間の延
長

告示番号及び
告示日

（告示予定）
措置名

根拠条文
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法形式 法令の名称及び該当条項

政令 道路交通法施行令第26条の４第１号

政令 道路交通法施行令第26条の４第２号
政令 道路交通法施行令第26条の４第３号
政令 道路交通法施行令第33条の６第１項第１

号ロ

政令 道路交通法施行令第33条の６第１項第１
号ハ

政令 道路交通法施行令第33条の６第１項第１
号ホ

熊本県警察本部交通部運転免許試験課企画係
096-233-0116

政令 道路交通法施行令第33条の６第１項第２
号

政令 道路交通法施行令第33条の６第１項第２
号ハ

政令 道路交通法施行令第33条の６第２項第１
号ロ

熊本県警察本部交通部運転免許試験課技能試験係
096-233-0116

政令 道路交通法施行令第33条の６第２項第１
号ハ

政令 道路交通法施行令第33条の６第２項第１
号ホ

政令 道路交通法施行令第33条の６第２項第２
号

政令 道路交通法施行令第33条の６第２項第２
号ハ

政令 道路交通法施行令第33条の６第３項第２
号

政令 道路交通法施行令第33条の６第３項第３
号

政令 道路交通法施行令第33条の６第４項第１
号ロ

政令 道路交通法施行令第33条の６第４項第１
号ハ

政令 道路交通法施行令第33条の６第４項第２
号

政令 道路交通法施行令第34条の２第１号イ

政令 道路交通法施行令第34条の２第１号ロ

政令 道路交通法施行令第34条の２第１号ホ

政令 道路交通法施行令第34条の２第２号ロ

政令 道路交通法施行令第34条の２第２号ニ

告示番号及び
告示日

（告示予定）
措置名

根拠条文

問合せ先

路上練習の免除を受けることができる期間の延長

熊本県警察本部交通部交通企画課企画係
096-381-0110

熊本県警察本部交通部運転免許試験課企画係
096-233-0116

熊本県警察本部交通部運転免許試験課学科試験係
096-233-0116

過去に受けた免許として評価される期間の延長（初心運転者標識
の表示義務の免除）

取得時講習の免除を受けることができる期間の延長

国家公安委員会
告示第15号
（平成28年5月2
日）



4 ページ

法形式 法令の名称及び該当条項

政令 道路交通法施行令第34条の５第１号ハ

政令 道路交通法施行令第34条の５第２号ハ

政令 道路交通法施行令第34条の５第３号ロ

政令 道路交通法施行令第34条の５第３号ハ

政令 道路交通法施行令第34条の５第３号ニ

政令 道路交通法施行令第34条の５第４号

政令 道路交通法施行令第34条の５第５号

政令 道路交通法施行令第37条の６第１号

政令 道路交通法施行令第37条の６第２号

政令 道路交通法施行令第37条の６第３号

政令 道路交通法施行令第37条の６の２第１号

政令 道路交通法施行令第37条の６の２第２号

運転経歴証明書の交付の要件としての運転免許の取消しの日の
延長

政令 道路交通法施行令第39条の２の４ 熊本県警察本部交通部運転免許課免許第二係
096-233-0110

免許申請書に添付しなければならない取得時講習の受講証明書
要件の延長

府令 道路交通法施行規則第18条の２第1項

運転免許試験の一部免除の要件としての検査及び講習の受検・
受講期間の延長

府令 道路交通法施行規則第26条の２

技能検定員審査又は教習指導員審査に係る審査細目の免除の
要件としての、過去の審査における成績の効力の延長

規則 技能検定員審査等に関する規則第17条
第１項第１号

技能検定員審査又は教習指導員審査に係る審査の免除の要件
としての一定の講習の修了時期の延長

規則 技能検定員審査等に関する規則第17条
第１項第２号

本人の申出により、免許取得時に一般運転者講習を受けることが
可能となる特定失効者の該当事由の期間の延長

規則 運転免許に係る講習等に関する規則第５
条第１項

熊本県警察本部交通部運転免許試験課学科試験係
096-233-0116

警備業に係る認定証の有効期間の延長 法律 警備業法第５条第４項 熊本県警察本部生活環境課許可等事務担当室第三
係
096-381-0110

法律 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10条第２
項

熊本県警察本部広報県民課犯罪被害者支援室
096-381-0110

法律 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10条第３
項

国家公安委員会
告示第15号
（平成28年5月2
日）

オウム真理教犯罪被害者等給付金の申請期間の延長 法律 オウム真理教犯罪被害者等を救済するた
めの給付金の支給に関する法律第６条第
３項

熊本県警察本部広報県民課犯罪被害者支援室
096-381-0110

告示番号及び
告示日

（告示予定）
措置名

根拠条文

問合せ先

熊本県警察本部交通部運転免許課教習係
096-233-0110

熊本県警察本部交通部運転免許試験課学科試験係
096-233-0116

熊本県警察本部交通部運転免許試験課学科試験係
096-233-0116

熊本県警察本部交通部運転免許課免許第一係
096-233-0110

犯罪被害者等給付金の申請期間の延長

運転免許試験の一部免除に関する過去の運転免許試験における
成績の効力の延長

更新時講習の免除を受けることができる期間の延長

国家公安委員会
告示第15号
（平成28年5月2
日）
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【総務省】

法形式 法令の名称及び該当条項

選挙人名簿登録証明書の有効期間の延長 政令 公職選挙法施行令第18条

郵便等投票証明書の有効期間の延長 政令 公職選挙法施行令第59条の３第１項

無線局（放送局を除く。）の免許の有効期間の延長 法律 電波法第４条

特定基地局に係る開設計画の認定期間の延長 法律 電波法第27条の13

無線局の登録の有効期間の延長 法律 電波法第27条の18

無線局の再免許の申請期間の延長 省令 無線局免許手続規則第17条

無線局の再登録の申請期間の延長 省令 無線局免許手続規則第25条の14

電気通信主任技術者資格者証の交付の申請期間の延長 省令 電気通信主任技術者規則第39条第２項

工事担任者資格者証の交付の申請期間の延長 省令 工事担任者規則第37条第２項

【法務省】

法形式 法令の名称及び該当条項

（平成28年5月16
日告示予定）

被害回復給付金の支給の申請をすることができること 法律 犯罪被害財産等による被害回復給付金の
支給に関する法律第９条第１項

法務省刑事局総務課
03-3580-4111（内2482）

対象被害者の一般承継人が被害回復給付金の支給の申請をす
ることができること

法律 犯罪被害財産等による被害回復給付金の
支給に関する法律第９条第２項

被害回復給付金の支給を受けることができること 法律 犯罪被害財産等による被害回復給付金の
支給に関する法律第14条第１項、第15条
第２項、第16条第１項

資格裁定が確定した者の一般承継人が未支給の被害回復給付
金の支給の届出をすることができること

法律 犯罪被害財産等による被害回復給付金の
支給に関する法律第17条第１項

総務省告示第
202号
（平成28年5月9
日）

九州総合通信局総合通信相談所
096-326-7819

九州総合通信局情報通信部電気通信事業課
096-326-7823

告示番号及び
告示日

（告示予定）

告示番号及び
告示日

（告示予定）

問合せ先

問合せ先

総務省自治行政局選挙部選挙課
03-5253-5566

措置名

根拠条文

措置名

根拠条文
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法形式 法令の名称及び該当条項

（平成28年5月16
日告示予定）

特別支給手続において、犯罪被害財産等による被害回復給付金
の支給に関する法律第20条において準用する同法第９条第１項
の規定により被害回復給付金の支給の申請をすることができるこ
と、同法第20条において準用する同法第９条第２項の規定により
対象被害者の一般承継人が被害回復給付金の支給の申請をす
ることができること、同法第20条において準用する同法第14条第１
項、第15条第２項及び第16条第１項の規定により被害回復給付金
の支給を受けることができること並びに同法第20条において準用
する同法第17条第１項の規定により資格裁定が確定した者の一
般承継人が未支給の被害回復給付金の支給の届出をすることが
できること

法律 犯罪被害財産等による被害回復給付金の
支給に関する法律第18条

法務省刑事局総務課
03-3580-4111（内2482）

外国譲与財産による被害回復給付金について、犯罪被害財産等
による被害回復給付金の支給に関する法律第39条において準用
する同法第９条第１項（同法第20条において準用する場合を含
む。）の規定により被害回復給付金の支給の申請をすることがで
きること、同法第39条において準用する同法第９条第２項（同法第
20条において準用する場合を含む。）の規定により対象被害者の
一般承継人が被害回復給付金の支給の申請をすることができる
こと、同法第39条において準用する同法第14条第１項、第15条第
２項及び第16条第１項（これらの規定を同法第20条において準用
する場合を含む。）の規定により被害回復給付金の支給を受ける
ことができること並びに同法第39条において準用する同法第17条
第１項（同法第20条において準用する場合を含む。）の規定により
資格裁定が確定した者の一般承継人が未支給の被害回復給付
金の支給の届出をすることができること

法律 犯罪被害財産等による被害回復給付金の
支給に関する法律第35条第１項

工場財団等が消滅しない期間の延長 法律 工場抵当法第８条第３項

工場財団等の所有権保存の登記の有効期間の延長 法律 工場抵当法第10条（他の法令で準用する
場合を含む。）

問合せ先

法務省民事局民事第二課
03-3580-4111（内2433）

根拠条文告示番号及び
告示日

（告示予定）
措置名
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【厚生労働省】

法形式 法令の名称及び該当条項

厚生労働省告示
第221号
（平成28年5月6
日）

難病の患者に係る特定医療費の支給認定の有効期間の延長 法律・省
令

難病の患者に対する医療等に関する法律
第７条第１項
難病の患者に対する医療等に関する法律
施行規則第31条

熊本県健康福祉部健康づくり推進課総務・特定疾病班
096-333-2210

特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置
法に基づく追加給付金、定期検査費、母子感染防止医療費、世帯
内感染防止医療費又は定期検査手当の支給の請求期限の延長

法律 特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の
支給に関する特別措置法第８条第１項、
第１２条第１項、第１３条第１項、第１４条
第１項又は第１５条第１項

厚生労働省健康局がん・疾病対策課B型肝炎訴訟対
策室
03-3595-3427

薬局開設許可の期間延長 法律 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律第４条第１
項

熊本県健康福祉部健康局薬務衛生課
096-333-2245

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の
製造販売業の許可の有効期間の延長

法律 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律第12条第１
項

法律 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律第23条の２
第１項

法律 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律第23条の
20第１項

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の
製造業の許可等の有効期間の延長

法律 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律第13条第１
項

法律 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律第23条の２
の３第１項

法律 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律第23条の
22第１項

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の
外国製造業者の認定等の有効期間の延長

法律 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律第13条の３
第１項

独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査業務部
03-3506-9442（FAX）

法律 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律第23条の２
の４第１項

法律 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律第23条の
24第１項

指定高度管理医療機器等に係る登録認証機関の登録の有効期
間の延長

法律 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律第23条の６
第１項

熊本県健康福祉部健康局薬務衛生課
096-333-2245

問合せ先
告示番号及び

告示日
（告示予定）

措置名

根拠条文
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法形式 法令の名称及び該当条項

医療機器の修理業の許可の有効期間の延長 法律 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律第40条の２
第１項

熊本県健康福祉部健康局薬務衛生課
096-333-2245

医薬品の販売業の許可の期間延長 法律 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律第24条第１
項

高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可 法律 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律第39条第１
項

再生医療等製品の販売業の許可 法律 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律第40条の５
第１項

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるＣ
型肝炎に係る追加給付金の支給の請求

法律 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固
第Ⅸ因子製剤によるＣ型肝炎感染被害者
を救済するための給付金の支給に関する
特別措置法第７条第１項

独立行政法人医薬品医療機器総合機構
0120-780-400

向精神薬輸入業者、向精神薬卸売業者等の免許の有効期間の
延長

法律 麻薬及び向精神薬取締法第50条第１項 九州厚生局麻薬取締部
092-472-2331
（向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製
造製剤業者又は向精神薬使用業者）
熊本県薬務衛生課
096-333-2245
（向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者）

保険医療機関又は保険薬局の指定の有効期間の延長 法律 健康保険法第63条第３項第１号、第68条
第１項

九州厚生局熊本事務所
096-284-8001

有料職業紹介事業の許可の有効期間の延長 法律 職業安定法第30条第１項

無料職業紹介事業の許可の有効期間の延長 法律 職業安定法第33条第１項

養育里親名簿への登録 法律 児童福祉法第６条の４第２項 熊本県子ども・障がい福祉局子ども家庭福祉課
096-333-2228
熊本市健康福祉局子ども未来部児童相談所
096-366-8181

指定障害児通所支援事業者の指定の有効期間の延長 法律 児童福祉法第21条の５の３第１項

障害児の保護者に対する障害児通所給付費等の通所給付決定
の有効期間の延長

法律 児童福祉法第21条の５の５第１項

指定障害児入所施設の指定の有効期間の延長 法律 児童福祉法第24条の２第１項

障害児の保護者に対する障害児入所給付費の入所給付決定の
有効期間の延長

法律 児童福祉法第24条の３第４項

厚生労働省告示
第221号
（平成28年5月6
日）

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
企画法令係
03-3595-2528

問合せ先

熊本労働局職業安定部需給調整事業室
096-211-1731

根拠条文告示番号及び
告示日

（告示予定）
措置名
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法形式 法令の名称及び該当条項

指定障害児相談支援事業者の指定の有効期間の延長 法律 児童福祉法第24条の26第１項第１号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
企画法令係
03-3595-2528

総合衛生管理製造過程の承認の有効期間の延長 法律 食品衛生法第13条第１項 九州厚生局健康福祉部食品衛生課
092-432-6782

飲食店営業等の許可の有効期間の延長 法律 食品衛生法第52条第１項 熊本市以外の熊本県内市町村：熊本県健康福祉局危
機管理課
096-333-2247
熊本市：熊本市保健所健康福祉局保健衛生部食品保
健課
096-364-3188

旅館業の許可を受けた地位の承継の申請期間の延長 法律 旅館業法第３条の３第１項

毒劇物の製造業、輸入業、販売業の登録の有効期間の延長 法律 毒物及び劇物取締法第４条第１項及び第
４項

建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録の有効
期間の延長

法律 建築物における衛生的環境の確保に関す
る法律第12条の２第１項

労働者派遣事業の許可の有効期間の延長 法律 労働者派遣事業の適正な運営の確保及
び派遣労働者の保護等に関する法律第５
条第１項

熊本労働局職業安定部需給調整事業室
096-211-1731

介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の指定等の有
効期間の延長

法律 介護保険法第41条第１項本文 熊本県健康福祉部高齢者支援課
096-333-2219

法律 介護保険法第42条の２第１項本文 熊本県健康福祉部認知症対策・地域ケア推進課
096-333-2218

法律 介護保険法第46条第１項 熊本県健康福祉部高齢者支援課
096-333-2219

法律 介護保険法第48条第１項第１号
法律 介護保険法第53条第１項本文
法律 介護保険法第54条の２第１項本文 熊本県健康福祉部認知症対策・地域ケア推進課

096-333-2218
法律 介護保険法第58条第１項
法律 介護保険法第94条第１項

法律 健康保険法等の一部を改正する法律（平
成18年法律第83号）附則第130条の２第１
項の規定によりなおその効力を有するも
のとされた同法第26条の規定による改正
前の介護保険法第48条第１項第３号

厚生労働省告示
第221号
（平成28年5月6
日）

熊本県健康福祉部健康局薬務衛生課
096-333-2245

措置名

根拠条文

問合せ先

熊本県健康福祉部高齢者支援課
096-333-2219

告示番号及び
告示日

（告示予定）
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法形式 法令の名称及び該当条項

介護保険法に基づく介護支援専門員証の有効期間の延長 法律 介護保険法第69条の７第１項

介護保険法に基づく第一号事業に係る指定事業者の指定の有
効期間の延長

法律・省
令

介護保険法第115条の45の３第１項
（有効期間については、介護保険法第115
条の45の６第１項、介護保険法施行規則
第140条の63の７）

障害者雇用調整金の支給に係る申請期間の延長 法律 障害者の雇用の促進等に関する法律第
50条第１項

在宅就業障害者特例調整金の支給に係る申請期間の延長 法律 障害者の雇用の促進等に関する法律第
74条の２第２項

報奨金の支給に係る申請期間の延長 法律 障害者の雇用の促進等に関する法律附
則第４条第３項

在宅就業障害者特例報奨金の支給に係る申請期間の延長 法律 障害者の雇用の促進等に関する法律附
則第４条第４項

障害者及び障害児の保護者に対する介護給付費等の支給決定
の有効期間の延長

法律 障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律第19条第１項

指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定
の有効期間の延長

法律 障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律第29条第１項

障害者に対する地域相談支援給付費等の地域相談支援給付決
定の有効期間の延長

法律 障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律第51条の５第１
項

指定一般相談支援事業者の指定の有効期間の延長 法律 障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律第51条の14第１
項

指定特定相談支援事業者の指定の有効期間の延長 法律 障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律第51条の17第１
項第１号

障害者及び障害児の保護者に対する自立支援医療費の支給認
定の有効期間の延長

法律 障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律第52条第１項

指定自立支援医療機関の指定の有効期間の延長 法律 障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律第54条第２項

精神障害者保健福祉手帳の有効期間の延長 法律 精神保健及び精神障害者福祉に関する法
律第45条第２項

戦没者等の妻に対する特別給付金を受ける権利の裁定の請求
期限の延長

法律 戦没者等の妻に対する特別給付金支給
法第３条第７項

熊本県健康福祉部長寿社会局社会福祉課
096-333-2199

厚生労働省告示
第221号
（平成28年5月6
日）

自立支度金の支給の申請期間の延長 省令 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並
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
行規則第13条第１項

熊本県健康福祉部長寿社会局社会福祉課
096-333-2199

厚生労働省告示
第221号
（平成28年5月6
日）

問合せ先

厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策
課
03-3593-1173

熊本県健康福祉部認知症対策・地域ケア推進課
096-333-2211

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
企画法令係
03-3595-2528

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害
保健課企画法令係
03-3595-2307

告示番号及び
告示日

（告示予定）
措置名

根拠条文
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【農林水産省】

法形式 法令の名称及び該当条項

（平成28年5月13
日告示予定）

収入減少影響緩和交付金の交付に係る積立金の積立申出期間
の延長
＜延長後の満了日は平成28年８月31日となります。＞

法律・省
令

農業の担い手に対する経営安定のための
交付金の交付に関する法律第４条第１項
農業の担い手に対する経営安定のための
交付金の交付に関する法律施行規則第
11条第１項第１号

九州農政局熊本支局地方参事官ホットライン
096-300-6020
九州農政局生産部経営所得安定対策チーム（熊本県
担当）
096-211-9336
九州農政局生産部（八代駐在所）経営所得安定対策
チーム
0965-35-7311

普通肥料の生産業者及び輸入業者の登録の有効期間の延長 法律 肥料取締法第４条第１項から第３項まで 九州農政局消費・安全部安全管理課
096-300-6165
（都道府県知事登録については熊本県農林水産部農
業技術課096-333-2381）

登録検査機関の登録の更新期間の延長 法律・政
令

農産物検査法第18条第１項
農産物検査法施行令第３条

九州農政局生産部生産振興課
096-300-6209

ふ化業者の登録の有効期間の延長 法律 養鶏振興法第７条第１項 熊本県農林水産部生産経営局畜産課
096-333-2397

動物用医薬品の販売業の許可の有効期間の延長 法律 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律第24条第１
項及び第２項

熊本県農林水産部畜産課
096-333-2402

農業経営改善計画の認定の有効期間の延長 法律 農業経営基盤強化促進法第12条第１項 九州農政局経営・事業支援部担い手育成課
096-300-6323（直通）

青年等就農計画の認定の有効期間の延長 法律 農業経営基盤強化促進法第14条の４第１
項

九州農政局経営・事業支援部経営支援課
096-300-6375（直通）

品種登録の未譲渡性の期間の経過に関わらず登録を受けること
ができる期間の延長

法律 種苗法第４条第２項 農林水産省食料産業局知的財産課種苗審査室（審査
運営班）
03-3502-8111（内4294）

品種登録の登録料の納付期間の延長 法律 種苗法第18条第１項 農林水産省食料産業局知的財産課種苗審査室（登録
チーム）
03-3502-8111（内4301）

問合せ先
告示番号及び

告示日
（告示予定）

措置名

根拠条文
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法形式 法令の名称及び該当条項

（平成28年5月13
日告示予定）

特例老齢農林年金の一時金の支給の請求期間の延長 政令 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職
員共済組合制度の統合を図るための農林
漁業団体職員共済組合法等を廃止する等
の法律の施行に伴う存続組合が支給する
特例年金給付等に関する政令第25条の２
第２項

農林漁業団体職員共済組合企画部企画課
03-3219-3102

収入減少影響緩和交付金の交付に係る積立金の納付期間の延
長

法律・省
令

農業の担い手に対する経営安定のための
交付金の交付に関する法律第４条第１項
農業の担い手に対する経営安定のための
交付金の交付に関する法律施行規則第
11条第１項第２号イ

九州農政局熊本支局地方参事官ホットライン
096-300-6020
九州農政局生産部経営所得安定対策チーム（熊本県
担当）
096-211-9336
九州農政局生産部（八代駐在所）経営所得安定対策
チーム
0965-35-7311

森林施業計画の認定期間の延長 法律 森林法の一部を改正する法律（平成23年
法律第20号）による改正前の森林法第11
条第４項

農林水産省林野庁計画課
03-6744-2082

【経済産業省】

法形式 法令の名称及び該当条項

（平成28年5月12
日告示予定）

保安機関の認定の更新期限延長 法律・政
令

液化石油ガスの保安の確保及び取引の
適正化に関する法律第32条第１項及び第
２項
液化石油ガスの保安の確保及び取引の
適正化に関する法律施行令第６条

登録電気工事業者の登録の有効期間延長 法律 電気工事業の業務の適正化に関する法
律第３条第１項及び第３項

指定定期検査機関（計量法に基づくもの）の指定の有効期間の延
長

法律 計量法第20条第１項 熊本県産業技術センター総務管理室計量検定グルー
プ
096-368-2101

認定特定計量証明事業者（計量法に基づくもの）の認定の有効期
間の延長

法律 計量法第121条の２ 独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センター
環境認定課
03-3481-1633

登録事業者（計量法に基づくもの）の登録の有効期間の延長 法律 計量法第143条第１項本文 独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センター計
量認定課
03-3481-8242

措置名

根拠条文

問合せ先

問合せ先

熊本県総務部市町村・税務局消防保安課（保安班）
096-333-2117

告示番号及び
告示日

（告示予定）
措置名

根拠条文

告示番号及び
告示日

（告示予定）
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法形式 法令の名称及び該当条項

（平成28年5月12
日告示予定）

検定証印（計量法に基づくもの）の有効期間の延長 法律 計量法第72条第２項

装置検査証印（計量法に基づくもの）の有効期間の延長 法律 計量法第75条第２項

基準器検査証印（計量法に基づくもの）の有効期間の延長 法律 計量法第104条第１項 熊本県産業技術センター総務管理室計量検定グルー
プ
096-368-2101
※国立研究開発法人産業技術総合研究所が基準器
検査を行うことになっているものについての問合せ先
は、当該法人まで（つくばセンター029-861-4026）

（平成28年5月20
日告示予定）

中小企業診断士更新申請の延長 省令 中小企業診断士の登録等及び試験に関
する規則第９条（同規則第８条）

中小企業庁経営支援課
03-3501-1763

【国土交通省】

法形式 法令の名称及び該当条項

（平成28年5月12
日告示予定）

建設業許可の有効期間の延長 法律 建設業法第３条第１項 【大臣許可業者】
北海道開発局事業振興部建設産業課
（代表）011-709-2311
東北地方整備局建政部計画・建設産業課
（代表）022-225-2171
関東地方整備局建政部建設産業第一課
（代表）048-601-3151
北陸地方整備局建政部計画・建設産業課
（代表）025-280-8880
中部地方整備局 建政部建設産業課
（代表）052-953-8572
近畿地方整備局建政部建設産業第一課
（代表）06-6942-1141
中国地方整備局建政部計画・建設産業課
（代表）082-221-9231
四国地方整備局建政部計画・建設産業課
（代表）087-851-8061
九州地方整備局建政部建設産業課
（代表）092-471-6331
沖縄総合事務局開発建設部建設産業・地方整備課
（代表）098-866-0031
【都道府県許可業者】
熊本県土木部監理課
（代表）096-383-1111

監理技術者資格者証の有効期間の延長 法律 建設業法第27条の18第１項 （一般財団法人）建設業技術者センター
（代表）03-3514-4711

熊本県産業技術センター総務管理室計量検定グルー
プ
096-368-2101

措置名

根拠条文

問合せ先

告示番号及び
告示日

（告示予定）

告示番号及び
告示日

（告示予定）

問合せ先措置名
根拠条文
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法形式 法令の名称及び該当条項

（平成28年5月12
日告示予定）

経営事項審査の有効期間の延長 法律 建設業法第27条の23第１項 【大臣許可業者】
北海道開発局事業振興部建設産業課
（代表）011-709-2311
東北地方整備局建政部計画・建設産業課
（代表）022-225-2171
関東地方整備局建政部建設産業第一課
（代表）048-601-3151
北陸地方整備局建政部計画・建設産業課
（代表）025-280-8880
中部地方整備局 建政部建設産業課
（代表）052-953-8572
近畿地方整備局建政部建設産業第一課
（代表）06-6942-1141
中国地方整備局建政部計画・建設産業課
（代表）082-221-9231
四国地方整備局建政部計画・建設産業課
（代表）087-851-8061
九州地方整備局建政部建設産業課
（代表）092-471-6331
沖縄総合事務局開発建設部建設産業・地方整備課
（代表）098-866-0031

【都道府県許可業者】
熊本県土木部監理課
（代表）096-383-1111

測量業者の登録の有効期間の延長 法律 測量法第55条第１項 九州地方整備局建政部建設産業課
092-471-6331

自家用有償旅客運送の登録の有効期間の延長 法律 道路運送法第79条 国土交通省自動車局旅客課
03-5253-8568（直通）

臨時運行許可の有効期間の延長 法律 道路運送車両法第35条第３項
道路運送車両法第73条第２項

国土交通省自動車局自動車情報課
03-5253-8588（直通）

限定自動車検査証の有効期間の延長（注1）
＜延長後の満了日は平成28年５月15日となります。＞

法律 道路運送車両法第71条の２第１項 国土交通省自動車局整備課
03-5253-8589（直通）

保安基準適合証及び適合標章の有効期間の延長（注2）
＜延長後の満了日は平成28年５月15日となります。＞

法律・省
令

道路運送車両法第94条の５第６項
指定自動車整備事業規則第９条第１項

国土交通省自動車局整備課
03-5253-8600（直通）

自動車登録申請時に添付する印鑑証明書の有効期間の延長 政令 自動車登録令第16条第３項

自動車の登録事項等証明書の交付請求の本人確認時に提示す
る住民票の写しの有効期間の延長

法律・省
令

道路運送車両法第22条第４項
自動車登録規則第25条第２項第２号

建築士事務所の登録の有効期間の延長 法律 建築士法第23条第１項 熊本県土木部建築住宅局建築課
096-333-2534

国土交通省自動車局自動車情報課
03-5253-8588（直通）

告示番号及び
告示日

（告示予定）
措置名

根拠条文

問合せ先
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法形式 法令の名称及び該当条項

（平成28年5月12
日告示予定）

宅地建物取引業の免許の有効期間の延長 法律 宅地建物取引業法第３条 【大臣免許業者】
九州地方整備局建政部建設産業課
092-471-6331
【都道府県知事免許業者】
熊本県土木部建築住宅局建築課
096-333-2536

宅地建物取引士証の有効期間の延長 法律 宅地建物取引業法第22条の２、第22条の
３

熊本県土木部建築住宅局建築課
096-333-2536

不動産鑑定業者の登録の有効期間の延長 法律 不動産の鑑定評価に関する法律第22条
第１項

熊本県企画振興部地域・文化振興局地域振興課
096-333-2181

浄化槽工事業の登録の有効期間の延長 法律 浄化槽法第21条第１項

解体工事業の登録の有効期間の延長 法律 建設工事に係る資材の再資源化等に関す
る法律第21条第１項

マンション管理業者の登録の有効期間の延長 法律 マンションの管理の適正化の推進に関す
る法律第44条第１項

管理業務主任者証の有効期間の延長 法律 マンションの管理の適正化の推進に関す
る法律第60条、第61条

建設コンサルタントの登録の有効期間の延長 告示 建設コンサルタント登録規程第２条第１項

地質調査業者の登録の有効期間の延長 告示 地質調査業者登録規程第２条第１項

補償コンサルタントの登録の有効期間の延長 告示 補償コンサルタント登録規程第２条第１項 九州地方整備局用地部用地企画課
092-476-3489

賃貸住宅管理業者の登録の有効期間の延長 告示 賃貸住宅管理業者登録規程第３条 九州地方整備局建政部建設産業課
092-471-6331

旅行業の登録の有効期間の延長（第１種旅行業者） 法律 旅行業法第３条 観光庁観光産業課
03-5253-8330

（平成28年5月12
日告示予定）

旅行業の登録の有効期間の延長（第２種旅行業者、第３種旅行業
者）

法律 旅行業法第３条 熊本県商工観光労働部観光経済交流局観光課
096-333-2332

（注1）対象地域は、熊本県全域となります。
（注2）対象地域は、熊本県全域及び大分県一部地域（別府市、日田市、竹田市、豊後大野市、由布市、玖珠郡九重町、玖珠郡玖珠町）となります。

九州地方整備局建政部建設産業課
092-471-6331

熊本県土木部監理課
（代表）096-383-1111

告示番号及び
告示日

（告示予定）
措置名

根拠条文

問合せ先
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【環境省】

法形式 法令の名称及び該当条項

（平成28年5月13
日告示予定）

温泉の掘削の許可の有効期間の延長（注3） 法律 温泉法第３条第１項、第５条第１項

温泉の増掘又は動力装置の許可の有効期間の延長（注3） 法律 温泉法第11条各項

国立・国定公園特別地域における工作物の新築等の許可の有効
期間の延長（許可時の条件により有効期間が設定されたものに限
る。）

法律 自然公園法第20条第３項、第32条 【国立公園関係】
環境省九州地方環境事務所国立公園課
096-322-2412
【国定公園関係】
熊本県環境生活部環境局自然保護課自然環境・自然
公園班
096-333-2274

一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可の有効期
間の延長

法律 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７
条第１項、第２項、第６項及び第７項

熊本県
環境生活部環境局循環社会推進課資源循環推進班
096-333-2278

産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可の有効期
間の延長

法律 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14
条第１項、第２項、第６項及び第７項

特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分
業の許可の有効期間の延長

法律 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14
条の４第１項、第２項、第６項及び第７項

（平成28年5月13
日告示予定）

第一種動物取扱業者の登録の有効期間の延長 法律 動物の愛護及び管理に関する法律第10条
第１項、第13条第１項

熊本市以外
熊本県：健康福祉部健康危機管理課
096-333-2248
熊本市
健康福祉局保健衛生部動物愛護センター
096-380-2153

鳥獣の飼養登録の有効期間の延長 法律 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正
化に関する法律第19条第１項及び第４項

熊本県環境生活部環境局自然保護課
096-333-2275

（注3）対象地域は、平成28年熊本地震に際し災害救助法が適用された区域（平成28年５月11日現在、熊本県全域）及び大分県となります。

告示番号及び
告示日

（告示予定）
措置名

根拠条文

問合せ先

【熊本県】
熊本県健康福祉部健康局薬務衛生課営業指導班
096-333-2245
096-383-1434（FAX）
【大分県】
大分県生活環境部自然保護推進室温泉・地域資源活
用班
097-506-3028
097-506-1749（FAX）

熊本県
環境生活部環境局循環社会推進課廃棄物指導班
096-333-2278
熊本市
環境局ごみ減量推進課事業ごみ対策室
096-328-2365
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【経済産業省・環境省】

法形式 法令の名称及び該当条項

（平成28年5月13
日告示予定）

使用済自動車の引取業の登録の有効期間の延長 法律 使用済自動車の再資源化等に関する法
律第42条第１項及び第２項

使用済自動車に係るフロン類回収業の登録の有効期間の延長 法律 使用済自動車の再資源化等に関する法
律第53条第１項及び第２項

使用済自動車又は解体自動車の解体業の許可の有効期間の延
長

法律 使用済自動車の再資源化等に関する法
律第60条第１項及び第２項

解体事業者の破砕業の許可の有効期間の延長 法律 使用済自動車の再資源化等に関する法
律第67条第１項及び第２項

（平成28年5月13
日告示予定）

第一種フロン類充塡回収業者の登録更新の延長 法律 フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律第27条第１項、第30条第
１項

熊本県環境生活部環境局循環社会推進課
096-333-2278

フロン類破壊業者の許可更新の延長 法律 フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律第63条第１項、第65条第
１項

環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室
03-5521-8329
経済産業省製造産業局化学物質管理課オゾン層保護
等推進室
03-3501-4724

熊本県環境生活部環境局循環社会推進課
096-333-2278

告示番号及び
告示日

（告示予定）
措置名

根拠条文

問合せ先



特定非常災害特別措置法の概要

適用すべき措置の内容
※ ① 行政上の権利利益に係る満了日の延長（法第３条）

例：運転免許証（道交法92条の２）

※ ② 期限内に履行されなかった義務に係る免責（法第４条）

例：薬局の休廃止等の届出義務（医薬品医療機器等法10条）

※ ③ 債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例（法第５条）

※ ④ 相続の承認又は放棄をすべき期間に関する民法の特例措置（法第６条）

⑤ 民事調停法による調停の申立ての手数料の特例措置（法第７条）

⑥ 建築基準法による応急仮設住宅の存続期間の特例措置（法第８条）

⑦ 景観法による応急仮設住宅の存続期間の特例措置（法第９条）

（※は、平成28年熊本地震に適用する措置として指定されたもの。）

「著しく異常かつ激甚な
非常災害」とは？

次の事項等の諸要因を総合的に勘案

① 死者･行方不明者、負傷者、避難者等の
多数発生

② 住宅の倒壊等の多数発生
③ 交通やライフラインの広範囲にわたる途絶
④ 地域全体の日常業務や業務環境の破壊

災害
発生

各省庁に
おける措置

○ 満了日の延
長を行う権利利
益等を告示によ
り指定（法第３条
第２項）等

著しく異常かつ
激甚な非常災害
→特定非常災害
（法第２条第１項）

特定非常災害に
適用すべき措置
（法第２条第２項）

災
害
緊
急
事
態
の

布
告
な
し

災
害
緊
急
事
態
の

布
告
（注
）
あ
り

＜災害対策基本法＞

（注）国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼすべき
異常かつ激甚な災害時に、応急対策の推進のため発せら
れるもの
・関東大震災に類する又はこれを超える災害時に発布想定
・未だ適用実績なし

各
府
省
の
告
示
の
制
定
状
況
等
の

取
り
ま
と
め
・公
表

政令で指定

平成28年熊本地震について政令を制定
（平成28年５月２日公布・施行）

【参考】
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	03_法律ポンチ絵（報道用）

