政令第三百七十四号）

災害弔慰金の支給等に関する法律施行令
（昭和四十八年十二月二十六日
内閣は、 災害弔慰金の支 給及び災害援護資金の貸 付けに関する法律
（昭和四十八年法律第八十二号）第三条第一項、第五条、第八条第一
項から第三項まで、第九条第二項、第十条第二項、第十一条第一項、
第十二条及び第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

災害弔慰金の支給等に関する法律（以下「法」という。）第三

（法第三条第一項に規定する政令で定める災害）
第一条

第二条

法第五条に規定する政令で定める場合は、当該死亡に関しそ

の者が業務に従 事してい たことにより支 給される 給付金その他こ れ

に準ずる給付金 で内閣総 理大臣が定める ものが支 給される場合と す
る。

法第八条第二項に規定する政令で定める額は、障害者が

（法第八条第二項に規定する政令で定める額）
第二条の二

当該災害により 負傷し又 は疾病にかかつ た当時に おいてその属す る

世帯の生計を主 として維 持していた場合 にあつて は二百五十万円 と

し、その他の場合にあつては百二十五万円とする。
（準用）

第二条の規定は、災害障害見舞金の支給の制限について

準用する。この 場合にお いて、同条中「 法第五条 」とあるのは「 法

第二条の三

む。以下同じ。）の区域内において生じた住居の被害が内閣総理大臣

第九条において準用する法第五条」と、「当該死亡」とあるのは「当

条第一項に規定 する政令 で定める災害は 、一の市 町村（特別区を 含
が定める程度以 上の災害 その他これに準 ずる程度 の災害として内 閣

（法第十条第一項に規定する政令で定める災害）

該障害」と読み替えるものとする。

前項の規定により内閣総理大臣が定める住居の被害の程度は、住

総理大臣が定めるものとする。
２

をその区域に含 む都道府 県の区域内にお いて生じ た災害で救助が 行

法第十条第一項に規定する政令で定める災害は、当該市町村

八号）による救助（以下「救助」という。
）を行うことができる最小

われたものとする。

第三条

の災害の当該住居の被害の程度を超えるものであつてはならない。

（法第十条第一項の規定による所得の算定）

居の被害が生じ たことに より災害救助法 （昭和二 十二年法律第百 十

（法第三条第三項に規定する政令で定める額）

円とし、その他 の場合に あつては二百五 十万円と する。ただし、 死

こととなる者の 生計を主 として維持して いた場合 にあつては五百 万

死亡当時におい てその死 亡に関し災害弔 慰金を受 けることができ る

和二十五年法律 第二百二 十六号）第五条 第二項第 一号に掲げる市 町

の所得が生じた 年の翌年 の四月一日の属 する年度 分の地方税法（ 昭

にあつては、前 前年の所 得）について行 うものと し、その額は、 そ

た年の前年の所 得（当該 被害を一月から 五月まで の間に受けた場 合

法第十条第一項の規定による所得の算定は、当該被害を受け

亡者がその死亡 に係る災 害に関し既に災 害障害見 舞金の支給を受 け

村民税（特別区 が同法第 一条第二項の規 定によつ て課する同法第 五

第四条

ている場合は、 これらの 額から当該支給 を受けた 災害障害見舞金 の

条第二項第一号に掲げる税を含む。
）に係る同法第三百十三条第一項

法第三条第三項に規定する政令で定める額は、死亡者が

額を控除した額とする。

に規定する総所 得金額、 退職所得金額及 び山林所 得金額、同法附 則

第一条の二

（法第五条に規定する政令で定める場合）

第三十三条の三 第五項に 規定する土地等 に係る事 業所得等の金額 、
同法附則第三十 四条第四 項に規定する長 期譲渡所 得の金額、同法 附
則第三十五条第 五項に規 定する短期譲渡 所得の金 額、同法附則第 三

災害援護資金の償還は、年賦償還又は半年賦償還の方法によるも

事情を勘案して定める場合にあつては、五年）とする。
３
のとする。

れぞれ元利均等 償還の方 法によることを 原則とす る。ただし、災 害

前項の規定による災害援護資金の年賦償還又は半年賦償還は、そ

条約等の実施に 伴う所得 税法、法人税法 及び地方 税法の特例等に 関

援護資金の貸付 けを受け た者は、いつで も繰上償 還をすることが で

４

する法律（昭和 四十四年 法律第四十六号 ）第三条 の二の二第十項 に

きる。

十五条の四第四 項に規定 する先物取引に 係る雑所 得等の金額、租 税

規定する条約適 用利子等 の額並びに同条 第十二項 に規定する条約 適

（保証人）

災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立て
なければならない。

第八条

用配当等の額の合計額とする。
法第十条第一項に規定する政令で定める額は、同一の世帯に

（法第十条第一項に規定する政令で定める額）
第五条

前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債

務を負担するも のとし、 その保証債務は 、第十条 の規定による違 約

２

三十万円、三人 であると きは六百二十万 円、四人 であるときは七 百

金を包含するものとする。

属する者が一人 であると きは二百二十万 円、二人 であるときは四 百
三十万円、五人 以上であ るときは七百三 十万円に その世帯に属す る

（一時償還）

市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が、偽りその他

者のうち四人を 除いた者 一人につき三十 万円を加 算した額とする 。

第九条

不正な手段によ り貸付け を受けたとき、 又は償還 金の支払を怠つ た

ただし、その世 帯の住居 が滅失した場合 にあつて は、千二百七十 万
円とする。

ときは、第七条 第二項の 規定にかかわら ず、当該 災害援護資金の 貸

付けを受けた者 に対し、 災害援護資金の 全部又は 一部につき、一 時

（法第十条第一項第二号に規定する政令で定める損害）
法第十条第一項第二号に規定する政令で定める相当程度の住

償還を請求することができる。

第六条

居又は家財の損 害は、被 害金額が当該住 居又は家 財の価額のおお む

市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償

（違約金）
第十条

ね三分の一以上である損害とする。
（災害援護資金の限度額及び償還方法）

還金又は前条の 規定によ り一時償還すべ き金額を 支払わなかつた と

きは、延滞元利金額につき、年十・七五パーセントの割合をもつて、

法第十条第二項に規定する限度額は、三百五十万円とする。

ただし、内閣総 理大臣が 被害の種類及び 程度を勘 案して定める場 合

支払期日の翌日 から支払 当日までの日数 により計 算した違約金を 徴

第七条

は、二百七十万 円、二百 五十万円、百七 十万円又 は百五十万円と す

他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

収する。ただし 、当該支 払期日に支払わ ないこと につき、災害そ の

法第十条第三項に規定する償還期間は、十年とし、同項に規定す

る。
２

る据置期間は、 そのうち 三年（内閣総理 大臣が被 害の程度その他 の

（償還金の支払猶予）

る。

阪神・淡路大震災に係る法第十一条第一項の規定による府県の貸

付金（次項第一号において「府県の貸付金」という。）に係る地方自

２

由により、災害 援護資金 の貸付けを受け た者が支 払期日に償還金 を

治法施行令（昭 和二十二 年政令第十六号 ）第百七 十一条の六第一 項

市町村は、災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理

支払うことが著 しく困難 になつたと認め られると きは、第七条第 二

の規定の適用に ついては 、市町（地方自 治法（昭 和二十二年法律 第

第十一条

項の規定にかかわらず、償還金の支払を猶予することができる。

六十七号）第二 百五十二 条の十九第一項 の指定都 市（次項におい て

「指定都市」という。）を除く。）が第十一条第一項の規定により償

前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、災害援護資

金の利子の計算 について は、その償還金 の支払に よつて償還され る

還金の支払を猶 予したと きは、同令第百 七十一条 の六第一項第五 号

２
べきであつた貸 付金は、 猶予前の支払期 日に償還 されたものとみ な

阪神・淡路大震災に係る法第十二条第一項の規定による国の貸付

に該当するものとみなす。
３

す。
（法第十三条第一項ただし書に規定する政令で定める場合）

金に係る国の債 権の管理 等に関する法律 （昭和三 十一年法律第百 十

四号）第二十四 条第一項 の規定の適用に ついては 、次に掲げる場 合

法第十三条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、

保証人が当該災 害援護資 金の償還未済額 を償還す ることができる と

においては、同 項第六号 に該当するもの とみなし 、かつ、この場 合

第十二条
認められる場合とする。

府県が、市町（指定都市を除く。）に対し、地方自治法施行令第

指定都市が 第十一条 第一項の規定に より償還 金の支払を猶予 し

則（昭和五〇年一月二三日政令第九号）

則（昭和五〇年六月三日政令第一七二号）

定は、昭和五十年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯に対す

この政令は、公 布の日か ら施行し、改正 後の第四 条及び第五条の 規

附

この政令は、公布の日から施行する。

附

たとき。

二

長したとき。

百七十 一条の 六第 一項の 規定に より府 県の 貸付金 の償還 期限を 延

一

第一項の規定は、適用されないものとする。

における国の貸 付金の償 還期限の延長に ついては 、同法第二十六 条

法第十一条第二項に規定する償還期間は、十一年とする。

（都道府県の貸付金の償還期間）
第十三条

法第十二条第二項に規定する償還期間は、十二年（指定都

（国の貸付金の償還期間）
第十四条

市に対する貸付金にあつては、十一年）とする。
法第十四条の規定による貸付金の償還は、毎年度四月一日

（法第十四条の規定による貸付金の償還方法）
第十五条

から九月三十日 までの間 に償還を受けた 金額につ いては、当該年 度
の三月三十一日 までに、 毎年度十月一日 から三月 三十一日までの 間
に償還を受けた 金額につ いては、翌年度 の九月三 十日までに、そ れ

則

この政令は、法の施行の日（昭和四十九年一月一日）から施行す

附

ぞれその期間ごとにとりまとめて行うものとする。

１

る災害援護資金の貸付けについて適用する。

則（昭和五七年五月三一日政令第一五六号）

る災害援護資金の貸付けについて適用する。
附

この政令は、昭和五十七年六月一日から施行する。

則（昭和五三年七月三日政令第二七三号）
１

昭和五十七年六月一日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主

附
この政令は、公 布の日か ら施行し、改正 後の第五 条の規定は、昭 和
２

則（昭和五七年八月一四日政令第二二三号）

抄

この政令は、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関す

附

に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

五十三年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対す

則（昭和五四年六月一九日政令第一八三号）

る災害援護資金の貸付けについて適用する。
附

１

る法律の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十七年八月十六日）

この政令は、公 布の日か ら施行し、改正 後の第五 条の規定は、昭 和
五十四年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対す

から施行し、改 正後の第 二条の二及び第 二条の三 の規定は、同年 七

則（昭和五八年七月一日政令第一四九号）

る災害援護資金の貸付けについて適用する。

五十八年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対す

この政令は、公 布の日か ら施行し、改正 後の第五 条の規定は、昭 和

附

する災害障害見舞金の支給について適用する。

月十日以後に生 じた災害 により負傷し又 は疾病に かかつた住民に 対

る災害援護資金の貸付けについて適用する。

この政令は、昭和五十五年六月一日から施行する。

則（昭和五五年五月三〇日政令第一四五号）

１

昭和五十五年六月一日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主

附
２

則（昭和五六年四月一〇日政令第一二一号）

に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附

この政令は、公 布の日か ら施行し、改正 後の第一 条の二の規定は 、

則（昭和五九年五月二九日政令第一六三号）

この政令は、昭和五十九年六月一日から施行する。

附
１

昭和五十九年六月一日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主

昭和五十五年十二月十四日以後に生じた災害により死亡した住民の遺
族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第七条第一項の規定

２

則（昭和六〇年六月七日政令第一六九号）

に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の
貸付けについて適用する。

附

この政令は、公 布の日か ら施行し、改正 後の第五 条の規定は、昭 和

則（昭和五六年六月一六日政令第二三二号）

この政令は、公 布の日か ら施行し、改正 後の第五 条の規定は、昭 和

六十年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する

附

五十六年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対す

則（昭和六一年六月一〇日政令第二〇五号）

災害援護資金の貸付けについて適用する。
附
この政令は、公 布の日か ら施行し、改正 後の第五 条の規定は、昭 和
六十一年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対す

則（昭和六一年一二月二六日政令第三八六号）

る災害援護資金の貸付けについて適用する。
附
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七条第一項の規定は、
昭和六十一年七月十日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世
帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

附

則（平成二年六月八日政令第一四五号）

この政令は、公 布の日か ら施行し、改正 後の第五 条の規定は、平 成

二年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災

害援護資金の貸付けについて適用する。

この政令は、平成三年六月一日から施行する。

則（平成三年五月二九日政令第一八七号）

１

この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対す

附
２

則（平成三年九月二六日政令第三一一号）

る災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附

この政令は、公 布の日か ら施行し、改正 後の第一 条の二の規定は 平

成三年六月三日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する

災害弔慰金の支給について、改正後の第二条の二の規定は当該災害に

則（昭和六二年五月二九日政令第一八一号）

この政令は、昭和六十二年六月一日から施行する。

より負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給に

附
１

この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対す

この政令は、平成四年六月一日から施行する。

則（平成四年五月二九日政令第一八五号）
１

この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対す

１

則（平成五年五月二八日政令第一七九号）

この政令は、平成五年六月一日から施行する。ただし、第四条の

附

る災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

２

附

資金の貸付けについて適用する。

以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護

ついて、改正後の第五条及び第七条第一項の規定は同年五月二十六日

２

る災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

この政令は、昭和六十三年六月一日から施行する。

則（昭和六三年五月三一日政令第一七四号）

１

この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対す

附
２

る災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

この政令は、平成元年六月一日から施行する。

則（平成元年五月三一日政令第一六〇号）

１

この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対す

附
２

る災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

改正規定は、平成六年四月一日から施行する。

２

平成五年五月三十一日以前に災害により被害を受けた世帯の世帯
平成六年五月三十一日以前に災害により被害を受けた世帯の世帯

主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
３
主に対する災害 援護資金 の貸付けについ てこの政 令による改正後 の

則（平成八年三月三一日政令第八〇号）

抄

る災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附
（施行期日）

とあるのは、「総所得金額（地方税法の一部を改正する法律（平成四

十二条の四の改 正規定及 び第五十二条の 十の十二 の次に一条を加 え

条の十四の三の 改正規定 、第四十九条の 二第一項 の改正規定、第 五

この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第七

年法律第五号） による改 正前の地方税法 附則第三 十三条の二の規 定

る改正規定並び に附則第 十六条の三第一 項、第十 六条の四第一項 、

第一条

の適用を受ける 者につい ては、その者が 当該規定 の適用を受ける 者

第十七条第一項 及び第二 項並びに第十七 条の三第 一項から第三項 ま

第四条の規定が 適用され る場合において は、同条 中「総所得金額 」

でないものとし て算定し た同法第三百十 三条第一 項に規定する総 所

での改正規定並 びに附則 第十八条の改正 規定（同 条第四項の改正 規

抄

則（平成八年五月三一日政令第一六六号）

この政令は、平成八年六月一日から施行する。

この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対す

則（平成九年五月三〇日政令第一七九号）

この政令は、平成九年六月一日から施行する。

この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対す

る災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

２

（経過措置）

１

（施行期日）

附

る災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

２

（経過措置）

１

（施行期日）

附

は、平成九年四月一日から施行する。

附則第三条第二 項、第六 項及び第十項、 第八条並 びに第九条の規 定

定中「同条第六項」を「同条第七項」に改める部分を除く。
）並びに

得金額）」とする。

この政令は、平成六年六月一日から施行する。

則（平成六年五月二七日政令第一四四号）

１

この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対す

附
２

則（平成七年三月三一日政令第一四二号）

る災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附

この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の

（施行期日）
第一条

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略

附則第十七条の改正規定並びに附則第九条及び第十条の規定

一及び二
三

平成九年四月一日

この政令は、平成七年六月一日から施行する。

則（平成七年五月二六日政令第二二四号）

１

この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対す

附
２

附

則（平成一〇年五月二九日政令第一八八号）

この政令は、平成十年六月一日から施行する。

（施行期日）
１
この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対す

（経過措置）
２

則（平成一二年六月七日政令第三〇九号）

抄

る災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八

（施行期日）
１

則（平成一四年五月二四日政令第一八二号）

抄

抄

十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
附

則（平成一七年六月一日政令第一九七号）

この政令は、平成十四年六月一日から施行する。

（施行期日）
１
附

この政令は、公布の日から施行する。

（施行期日）
第一条

（母子及び寡婦福祉法施行令等の一部改正に伴う経過措置）
被害を平成十七年五月までに受けた場合における災害援護資金の

第六条
３

則（平成一八年一月五日政令第一号）

貸付けについては、なお従前の例による。
附

この政令は、公布の日から施行する。

附

則（平成一八年三月三一日政令第一二一号）

抄

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次

（施行期日）
第一条

の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略

第一条中地 方税法施 行令第七条の九 の改正規 定、同令第七条 の

一から三まで
四

九の二 を同令 第七 条の九 の三と し、同 令第 七条の 九の次 に一条 を

加える 改正規 定、 同令第 七条の 十一及 び第 七条の 十三の 三の改 正

規定、同令第七条の十六の二を削る改正規定、同令第七条の十七、

第七条の十八、第八条の三、第九条の十四、第九条の十五第一項、

第九条 の十八 、第 九条の 十九第 一項、 第九 条の二 十二、 第九条 の

二十三 第一項 、第 三十八 条第一 号及び 第四 十六条 の二か ら第四 十

六条の 三まで の改 正規定 、同条 の次に 一条 を加え る改正 規定、 同

令第四 十八条 の三 及び第 四十八 条の三 の二 の改正 規定、 同条を 同

令第四 十八条 の三 の三と し、同 令第四 十八 条の三 の次に 一条を 加

える改 正規定 、同 令第四 十八条 の五の 二及 び第四 十八条 の六の 改

正規定 、同条 の次 に一条 を加え る改正 規定 、同令 第四十 八条の 七

第一項の改正規定（「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定す

る事由 の範囲 」を 「第三 百十四 条の二 第一 項第五 号の三 に規定 す

る政令 で定め る保 険料又 は掛金 」に改 める 部分及 び「第 七条の 十

五の七第一号」を「第七条の十五の七」に改め、「、同条第二号中

「法第 三十四 条第 八項第 二号」 とある のは 「法第 三百十 四条の 二

第八項第二号」と」を削る部分を除く。
）並びに同令第四十八条の

八、第 四十八 条の 九及び 第四十 八条の 九の 三から 第四十 八条の 九

の六ま での改 正規 定並び に同令 附則第 四条 から第 四条の 四まで の

改正規 定、同 令附 則第五 条の次 に二条 を加 える改 正規定 、同令 附

則第五条の二第三項の改正規定（「第四十二条の四第十一項」を「第
四十二条の四第十項」に改める部分を除く。）、同条を同令附則第
五条の 四とす る改 正規定 、同令 附則第 五条 の二の 二の表 第四十 八
条の十 の項、 第四 十八条 の十一 の二第 一項 の項、 第四十 八条の 十
一の六 第一項 の項 、第四 十八条 の十一 の九 第一項 の項及 び第四 十
八条の 十一の 十二 第一項 の項の 改正規 定、 同条を 同令附 則第五 条
の五と する改 正規 定、同 令附則 第六条 の二 を削り 、同令 附則第 六
条の二 の二を 同令 附則第 六条の 二とす る改 正規定 、同令 附則第 十
六条の 三及び 第十 七条の 改正規 定、同 令附 則第十 七条の 二第一 項
の改正規定（「第二十条の二第十九項の」を「第二十条の二第二十
一項の」に改める部分及び同項第一号の改正規定を除く。）、同条
に三項 を加え る改 正規定 、同令 附則第 十七 条の二 の二及 び第十 七
条の三 の改正 規定 、同令 附則第 十八条 の二 の改正 規定（ 同条第 二
項の改正規定（
「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分
に限る。
）を除く。）
、同令附則第十八条の三の改正規定（同条第三
項の改正規定（
「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分
に限る。）を除く。）、同令附則第十八条の四から第十八条の六まで
の改正 規定、 同令 附則第 十八条 の六の 二を 削る改 正規定 、同令 附
則第十 八条の 七、 第十八 条の七 の二及 び第 十九条 の改正 規定、 同
条の次 に一条 を加 える改 正規定 並びに 同令 附則第 二十条 及び第 二
十一条 の改正 規定 並びに 附則第 二条第 三項 から第 五項ま で及び 第

抄

八項か ら第十 項ま で、第 十条か ら第十 二条 まで、 第十四 条並び に
平成十九年四月一日

則（平成一八年三月三一日政令第一三四号）

第十六条の規定
附

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

（施行期日）
第一条

附

則（平成二二年三月三一日政令第五七号）

則 平(成二五年九月二六日政令第二八五号

抄

)抄

この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。

（施行期日）
第一条

附

この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第

（施行期日）
第一条

一条第一号に掲げる規定の施行の日（平成二十五年十月一日）から施

行する。ただし、第一条（災害対策基本法施行令第三十五条第一号、

第三号及び第五号並びに第四十三条第一項の改正規定を除く。）、第

五条及び第九条の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行

の日（平成二十六年四月一日）から施行する。

第七条の規定の施行前に生じた災害により死亡した住民の遺

（災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措
置）
第三条

族に 対 する 災 害弔 慰 金の 支給 、 当該 災 害に よ り負 傷し 又 は疾 病 にか

かった住民に対する災害障害見舞金の支給及び当該災害により被害を

受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、同条

の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第一条、

第二条並びに第七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前
の例による。

