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第一章 総則
︵目的︶
第一条 この法律は︑自然災害によりその生活基盤に著しい被
害を受けた者に対し︑都道府県が 相互扶助の観点から拠出し
た基金を活用して被災者生活再建 支援金を支給するための措
置を定めることにより︑その生活 の再建を支援し︑もって住
民の生活の安定と被災地の速やか な復興に資することを目的
とする︒
︵定義︶
第二条 この法律において︑次の各号に掲げる用語の意義は︑
当該各号に定めるところによる︒
一 自然災害 暴風︑豪雨︑豪雪︑洪水︑高潮︑地震︑津波︑
噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう︒
二 被災世帯 政令で定める自然災害により被害を受けた世
帯であって次に掲げるものをいう︒
)

イ 当該自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯
ロ 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し︑又は
その居住する住宅の敷地に被害が生じ︑当該住宅の倒壊
による危険を防止するため必要があること︑当該住宅に
居住するために必要な補修費等が著しく高額となること
その他これらに準ずるやむを得ない事由により︑当該住
宅を解体し︑又は解体されるに至った世帯
ハ 当該自然災害により火砕流等による被害が発生する危
険な状況が継続することその他の事由により︑その居住
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する住宅が居住不能のものとなり︑かつ︑その状態が長
期にわたり継続することが見込まれる世帯
ニ 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し︑基礎︑
基礎ぐい︑壁︑柱等であって構造耐力上主要な部分とし
て政令で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わな
ければ当該住宅に居住することが困難であると認められ
る世帯︵ロ及びハに掲げる世帯を除く︒次条において﹁大
規模半壊世帯﹂という︒︶
第二章 被災者生活再建支援金の支給
︵被災者生活再建支援金の支給︶
第三条 都道府県は︑当該都道府県の区域内において被災世帯
となった世帯の世帯主に対し︑当 該世帯主の申請に基づき︑
被災者生活再建支援金 以下﹁支援金﹂という︒ の 支 給 を 行
うものとする︒
２ 被災世帯︵被災世帯であって自然災害の発生時においてそ
の属する者の数が一である世帯︵第五項において﹁単数世帯﹂
という︒︶を除く︒以下この条において同じ︒︶の世帯主に対
する支援金の額は︑百万円︵大規 模半壊世帯にあっては︑五
十万円︶に︑当該被災世帯が次の 各号に掲げる世帯であると
きは︑当該各号に定める額を加えた額とする︒
一 その居住する住宅を建設し︑又は購入する世帯 二百万
円
二 その居住する住宅を補修する世帯 百万円
三 その居住する住宅︵公営住宅法︵昭和二十六年法律第百

九十三号︶第二条第二号に規定する公営住宅を除く︒︶を賃

借する世帯 五十万円
３ 前項の規定にかかわらず︑被災世帯が︑同一の自然災害に
より同項各号のうち二以上に該当 するときの当該世帯の世帯
主に対する支援金の額は︑百万円 ︵大規模半壊世帯にあって
は︑五十万円︶に当該各号に定め る額のうち最も高いものを
加えた額とする︒
４ 前二項の規定にかかわらず︑前条第二号ハに該当する被災
世帯であって政令で定める世帯の 世帯主に対する支援金の額
は︑三百万円を超えない範囲内で政令で定める額とする︒
５ 単数世帯の世帯主に対する支援金の額については︑前三項
の規定を準用する︒この場合にお いて︑第二項及び第三項中
﹁百万円﹂とあるのは﹁七十五万円﹂と︑
﹁五十万円﹂とある
のは﹁三十七万五千円﹂と︑第二 項中﹁二百万円﹂とあるの
は﹁百五十万円﹂と︑前項中﹁三 百万円﹂とあるのは﹁二百
二十五万円﹂と読み替えるものとする︒

︵支給事務の委託︶
第四条 都道府県は︑議会の議決を経て︑支援金の支給に関す
る事務の全部を第六条第一項に規 定する支援法人に委託する
ことができる︒
２ 都道府県 当該都道府県が前項の規定により支援金の支給
に関する事務の全部を第六条第一 項に規定する支援法人に委
託した場合にあっては︑当該支援法人 は︑支援金の支給に関
する事務の一部を市町村に委託することができる︒
︵政令への委任︶
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第四条第一項の規定により支援金の支給に関する事務の

全部を支援法人に委託した都道府県を除く︒ に対し︑当該
都道府県が支給する支援金の額に相当する額の交付を行 う
こと︒
二 第四条第一項の規定により都道府県の委託を受けて支援
金の支給を行うこと︒
三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと︒
︵費用の支弁︶
第八条 支援法人は︑第四条第一項の規定により都道府県の委
託を受けて支援金の支給を行うと きは︑支援金の支給に要す
る費用の全額を支弁する︒
︵基金︶
第九条 支援法人は︑支援業務を運営するための基金︵以下こ
の条において単に﹁基金﹂という︒︶を設けるものとする︒
２ 都道府県は︑支援法人に対し︑基金に充てるために必要な
資金を︑相互扶助の観点を踏まえ ︑世帯数その他の地域の事
情を考慮して︑拠出するものとする︒

)

第三章 被災者生活再建支援法人
︵指定等︶
第六条 内閣総理大臣は︑被災者の生活再建を支援することを
目的とする民法︵明治二十九年法 律第八十九号︶第三十四条
の法人であって︑次条に規定する 業務︵以下﹁支援業務﹂と
いう︒︶を適正かつ確実に行うことができると認められるもの
を︑その申請により︑全国に一を 限って︑被災者生活再建支
援法人︵以下﹁支援法人﹂という︒︶として指定することがで
きる︒
２ 内閣総理大臣は︑前項の規定による指定をしようとすると
きは︑あらかじめ︑総務大臣に協議するものとする︒
３ 内閣総理大臣は︑第一項の規定による指定をしたときは︑
支援法人の名称︑住所及び事務所 の所在地を公示しなければ
ならない︒

３ 都道府県は︑前項の規定によるもののほか︑基金に充てる
ために必要があると認めるときは ︑支援法人に対し︑必要な
資金を拠出することができる︒
︵運営委員会︶
第十条 支援法人は︑運営委員会を置くものとする︒
２ 次に掲げる事項は︑運営委員会の議決を経なければならな
い︒
一 次条第一項に規定する業務規程の作成及び変更

第五条 支援金の申請期間︑支給方法その他支援金の支給に関
し必要な事項は︑政令で定める︒

４ 支援法人は︑その名称︑住所又は事務所の所在地を変更し
ようとするときは︑あらかじめ︑ その旨を内閣総理大臣に届
け出なければならない︒
５ 内閣総理大臣は︑前項の規定による届出があったときは︑
当該届出に係る事項を公示しなければならない︒
︵業務︶
第七条 支援法人は︑次に掲げる業務を行うものとする︒
一 第三条第一項の規定により支援金を支給する都道府県
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二 第十二条第一項に規定する事業計画書及び収支予算書の
作成及び変更
３ 運営委員会は︑前項に定めるもののほか︑支援業務の運営
に関する重要事項について︑支援 法人の代表者の諮問に応じ
て審議し︑又は支援法人の代表者 に意見を述べることができ
る︒
４ 運営委員会の委員は︑都道府県知事の全国的連合組織の推
薦する都道府県知事をもって充てるものとする︒
︵業務規程の認可︶
第十一条 支援法人は︑支援業務を行うときは︑当該業務の開
始前に︑当該業務の実施に関する規程 以下この条において
﹁業務規程﹂という︒ を作成し︑内閣総理大臣の認可を受け
なければならない︒これを変更し ようとするときも︑同様と
する︒
２ 内閣総理大臣は︑前項の認可をした業務規程が支援業務の
適正かつ確実な実施上不適当とな ったと認めるときは︑その
業務規程を変更すべきことを命ずることができる︒
)

(

３ 業務規程に記載すべき事項は︑内閣府令で定める︒
︵事業計画等︶
第十二条 支援法人は︑毎事業年度︑内閣府令で定めるところ
により︑支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し︑
内閣総理大臣に提出しなければな らない︒これを変更しよう
とするときも︑同様とする︒
２ 支援法人は︑内閣府令で定めるところにより︑毎事業年度
終了後︑支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し︑

内閣総理大臣に提出しなければならない︒

︵区分経理︶
第十三条 支援法人は︑支援業務に係る経理とその他の経理と
を区分して整理しなければならない︒
︵秘密保持義務︶
第十四条 支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあっ
た者は︑第七条第二号の業務に関 して知り得た秘密を漏らし
てはならない︒
︵報告︶
第十五条 内閣総理大臣は︑支援業務の適正な実施を確保する
ため必要があると認めるときは︑ 支援法人に対し︑当該業務
又は資産の状況に関し必要な報告をさせることができる︒
︵監督命令︶
第十六条 内閣総理大臣は︑支援業務の適正な実施を確保する
ため必要があると認めるときは︑ 支援法人に対し︑支援業務
に関し監督上必要な命令をすることができる︒

︵指定の取消し等︶
第十七条 内閣総理大臣は︑支援法人がこの法律又はこの法律
に基づく命令若しくは処分に違反 したときは︑第六条第一項
の指定 以下この条において﹁指定﹂という︒ を取り消すこ
とができる︒
２ 第六条第二項の規定は︑前項の規定により指定の取消しを
しようとするときについて準用する︒
３ 内閣総理大臣は︑第一項の規定により指定を取り消したと
きは︑その旨を公示しなければならない︒
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第四章 国の補助等
︵国の補助︶
第十八条 国は︑第七条第一号の規定により支援法人が交付す
る額及び同条第二号の規定により 支援法人が支給する支援金
の額の二分の一に相当する額を補助する︒
︵地方債の特例︶
第十九条 第九条第二項の規定に基づく都道府県の支援法人に
対する拠出に要する経費について は︑地方財政法︵昭和二十
三年法律第百九号︶第五条各号に 規定する経費に該当しない
ものについても︑地方債をもって その財源とすることができ
る︒
︵国の配慮︶
第二十条 国は︑第九条第二項及び第三項の規定に基づく都道
府県の支援法人に対する拠出が円 滑に行われるよう適切な配
慮をするものとする︒

第六章

罰則

第二十三条 第十四条の規定に違反した者は︑一年以下の懲役
又は五十万円以下の罰金に処する︒
第二十四条 第十五条の規定による報告をせず︑又は虚偽の報
告をした者は︑二十万円以下の罰金に処する︒
第二十五条 支援法人の代表者又は支援法人の代理人︑使用人
その他の従業者が︑支援法人の業 務に関して前条の違反行為
をしたときは︑行為者を罰するほ か︑支援法人に対しても︑
同条の刑を科する︒
附 則 抄
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し︑第三条 第四条第一項の規定
により支援金の支給に関する事務の委託があった場合を含む︒
の規定は︑この法律の施行の日の属する年度の翌年度以降の年
度において︑都道府県の基金に対する資金の拠出があった日と
して内閣総理大臣が告示する日以後に生じた自然災害により被
災世帯となった世帯について適用する︒

)

附 則︵平成十一年十二月二十二日法律第百六十号︶抄
︵施行期日︶
第一条 この法律︹中略︺は︑平成十三年一月六日から施行す
る︒

(

第五章 雑則
︵公課の禁止︶
第二十一条 租税その他の公課は︑支援金として支給を受けた
金銭を標準として︑課することができない︒
︵政令への委任︶
第二十二条 この法律に定めるもののほか︑この法律の実施の
ため必要な事項は︑政令で定める︒

附 則︵平成十六年三月三十一日法律第十三号︶抄
︵施行期日︶
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第一条 この法律は︑公布の日から起算して一月を超えない範
囲内において政令で定める日から施行する︒
︵支援金の支給に関する経過措置︶
第二条 改正後の被災者生活再建支援法︵以下﹁新法﹂という
︒︶第三条の規定は︑この法律の施行の日︵以下﹁施行日﹂
という︒︶以後に生じた自然災害により被災世帯となった世
帯の世帯主に対する支援金の支給について適用し︑施行日前
に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対
する支援金の支給については︑なお従前の例による︒
第三条 前条の規定にかかわらず︑施行日前に生じた自然災害
により被災世帯となった世帯のうち︑施行日前に災害対策基
本法︵昭和三十六年法律第二百二十三号︶第六十条第一項の
規定により避難のための立退きの指示を受けた者であって︑
施行日以後に︑当該指示に係る地域︵施行日以後に同条第四
項の規定により避難の必要のなくなった旨の公示があった地
域に限る︒以下この条において同じ︒︶において自立した生
活を開始する者又は当該指示に係る地域において自立した生
活を開始することが著しく困難であることが明らかになった
ことにより当該地域以外の地域において自立した生活を開始
する者に係る世帯の世帯主に対する支援金の支給については
︑新法第三条の規定を適用する︒この場合においては︑同条
第一号中﹁三百万円﹂とあるのは﹁三百万円から被災者生活
再建支援法の一部を改正する法律︵平成十六年法律第十三号
︶の施行前に支給された支援金の額を減じた額﹂と︑同条第
二号中﹁百五十万円﹂とあるのは﹁百五十万円から被災者生

活再建支援法の一部を改正する法律の施行前に支給された支
援金の額を減じた額﹂とする︒
︵被災者生活再建支援基金に関する経過措置︶
第四条 この法律の施行の際現に改正前の被災者生活再建支援
法第六条第一項の規定による指定を受けている被災者生活再
建支援基金は︑新法第六条第一項の規定による指定を受けた
被災者生活再建支援法人とみなす︒

附 則︵平成十八年六月二日法律第五十号︶抄
︵施行期日︶
１ この法律は︑一般社団・財団法人法﹇一般社団法人及び一
般財団法人に関する法律＝平成十 八年法律第四十八号﹈の施
行の日から施行する︒﹇後略﹈

附 則︵平成十九年十一月十六日法律第百十四号︶
︵施行期日︶
第一条 この法律は︑公布の日から起算して一月を超えない範
囲内において政令で定める日から施行する︒
︵支援金の支給に関する経過措置︶
第二条 この法律による改正後の被災者生活再建支援法︵次条
において﹁新法﹂という︒︶第三条第一項の規定は︑この法律
の公布の日︵以下﹁公布日﹂という︒︶以後に生じた自然災害
により被災世帯となった世帯の世 帯主に対する支援金の支給
について適用し︑公布日前に生じ た自然災害により被災世帯
となった世帯の世帯主に対する支 援金の支給については︑な
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お従前の例による︒
第三条 前条の規定にかかわらず︑平成十九年能登半島地震に
よる自然災害︑平成十九年新潟県中越沖地震による自然災害︑
平成十九年台風第十一号及び前線 による自然災害又は平成十
九年台風第十二号による自然災害 により被災世帯となった世
帯の世帯主が公布日以後に申請を 行った場合における支援金
の支給については︑新法第三条第 一項の規定を適用する︒こ
の場合において︑この法律による 改正前の被災者生活再建支
援法第三条の規定により︑当該世 帯主に対し︑同一の自然災
害について既に支援金が支給され ているときは︑同項の規定
に基づき支給される支援金の額は ︑新法第三条第二項から第
五項までの規定による支援金の額 から︑当該既に支給された
支援金の額を減じた額とする︒
︵内閣府設置法の一部改正︶
第四条 内閣府設置法︵平成十一年法律第八十九号︶の一部を
次のように改正する︒
第四条第三項第十一号中﹁第三条﹂を﹁第三条第一項﹂に
改める︒

﹇平成二十年十二月一日から施行﹈
○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律︵平成十八年六月二

日法律第五十号︶抄

第百六十六条 被災者生活再建支援法︵平成十年法律第六十六
号︶の一部を次のように改正する︒
第六条第一項中﹁民法︵明治二十九年法律第八十九号︶第
三十四条の法人﹂を﹁一般社団法 人又は一般財団法人﹂に改
める︒
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被災者生活再建支援法施行令
平成十年十一月五日政令第三百六十一号
改正

平成十二年六月七日政令第三百三号
平成十六年三月三十一日政令第九十九号
平成十七年六月二十二日政令第二百十六号
平成十九年十二月十二日政令第三百六十一号
平成二十二年九月三日政令第百九十二号

︵支援金の支給に係る自然災害︶
第一条 被災者生活再建支援法︵以下﹁法﹂という︒︶第二条第
二号の政令で定める自然災害は︑ 次の各号のいずれかに該当
する自然災害とする︒
一 自然災害により災害救助法施行令︵昭和二十二年政令第
二百二十五号︶第一条第一項第一号又は第二号のいずれ か
に該当する被害︵同条第二項の規定により同条第一項第 一
号又は第二号のいずれかに該当することとなるものを含
む︒︶が発生した市町村︵特別区を含み︑地方自治法︵昭和
二十二年法律第六十七号︶第二百五十二条の十九第一項 の
指定都市にあっては︑当該市又は当該市の区とする︒以 下
この条において同じ︒︶の区域に係る当該自然災害
二 自然災害により十以上の世帯の住宅が全壊する被害が発
生した市町村の区域に係る当該自然災害

三 自然災害により百以上の世帯の住宅が全壊する被害が発
生した都道府県の区域に係る当該自然災害
四 自然災害によりその区域内のいずれかの市町村の区域に
おいて第一号又は第二号に規定する被害が発生した都道 府
県の区域内の他の市町村︵人口︵地方自治法第二百五十 四
条に規定する人口をいう︒次号及び第六号において同じ︒︶
十万未満のものに限る︒︶の区域であって︑その自然災害に
より五以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したもの に
係る当該自然災害
五 第三号又は前号に規定する都道府県の区域に隣接する都
道府県の区域内の市町村︵人口十万未満のものに限る︒︶の
区域であって︑第一号から第三号までに規定する区域の い
ずれかに隣接し︑かつ︑その自然災害により五以上の世 帯
の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害
六 第三号又は第四号に規定する都道府県が二以上ある場合
における市町村︵人口十万未満のものに限る︒︶の区域であ
って︑その自然災害により五︵人口五万未満の市町村に あ
っては︑二︶以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生し た
ものに係る当該自然災害

︵構造耐力上主要な部分︶
第二条 法第二条第二号ニの政令で定める基礎︑基礎ぐい︑壁︑
柱等は︑建築基準法施行令︵昭和 二十五年政令第三百三十八
号︶第一条第三号に定めるものとする︒
︵特定長期避難世帯に係る支援金の額の特例︶
第三条 法第三条第四項の政令で定める世帯は︑次に掲げる世
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法第三条第四項の政令で定める額は︑同条第二項の規定に

帯︵同条第二項第一号に掲げる世 帯であるものを除く︒以下
﹁特定長期避難世帯﹂という︒︶とする︒
一 当該自然災害について災害対策基本法︵昭和三十六年法
律第二百二十三号︶第六十条第一項若しくは第五項の規 定
による立退きの勧告若しくは指示又は同法第六十一条第 一
項の規定による立退きの指示︵以下﹁避難勧告等﹂という︒︶
がその区域の全部について行われた市町村︵特別区を含む︒
以下同じ︒︶の区域内に当該避難勧告等が行われた時に居住
していた者が属する世帯で当該避難勧告等が行われてい る
期間が通算して三年を経過したもののうち︑当該市町村 の
区域の全部又は一部について同法第六十条第四項︵同法 第
六十一条第三項において準用する場合を含む︒︶の規定によ
る公示がされた日から起算して二年以内に当該市町村の 区
域内に再度居住することとしているもの
二 当該自然災害について災害対策基本法第六十三条第一項
︵同条第三項において準用する場合を含む︒︶若しくは第二
項の規定による警戒区域への立入りの制限若しくは禁止 又
は警戒区域からの退去の命令︵以下﹁立入制限等﹂という︒︶
がその区域の全部について行われた市町村の区域内に当 該
立入制限等が行われた時に居住していた者が属する世帯 で
当該立入制限等が行われている期間が通算して三年を経 過
したもののうち︑当該市町村の区域の全部又は一部が警 戒
区域でなくなった日から起算して二年以内に当該市町村 の
区域内に再度居住することとしているもの
２

よる額︵同条第三項に規定する場 合にあっては︑同項の規定
による額︶に七十万円を加えた額 ︵その額が三百万円を超え
るときは︑三百万円︶とする︒
３ 前二項の規定は︑法第二条第二号ハに該当する単数世帯に
ついて準用する︒この場合におい て︑第一項中﹁同条第二項
第一号﹂とあるのは﹁同条第五項 において読み替えて準用す
る同条第二項第一号﹂と︑前項中 ﹁同条第二項﹂とあるのは
﹁同条第五項において読み替えて準用する同条第二項﹂と︑
﹁
同条第三項﹂とあるのは﹁同条第 五項において読み替えて準
用する同条第三項﹂と︑
﹁七十万円﹂とあるのは﹁五十二万五
千円﹂と︑
﹁三百万円﹂とあるのは﹁二百二十五万円﹂と読み
替えるものとする︒
︵支援金の支給の申請︶
第四条 法第三条第一項の規定による支援金︵同条第二項各号
︵同条第五項において読み替えて 準用する場合を含む︒次項
において同じ︒︶に定める額及び前条第二項︵同条第三項にお
いて読み替えて準用する場合を含む︒第三項において同じ︒︶
の規定による加算額に係る部分を除く︒︶の支給の申請は︑当
該支援金の支給に係る自然災害が 発生した日から起算して十
三月を経過する日までに︑申請書 に︑当該世帯が被災世帯で
あることを証する書面その他内閣府令で定める書面を添えて︑
これを都道府県︵当該都道府県が 法第四条第一項の規定によ
り支援金の支給に関する事務の全 部を支援法人に委託した場
合にあっては︑当該支援法人︒以下この条において同じ︒︶に
提出してしなければならない︒
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２ 法第三条第一項の規定による支援金︵同条第二項各号に定
める額に係る部分に限る︒︶の支給の申請は︑当該支援金の支
給に係る自然災害が発生した日か ら起算して三十七月を経過
する日までに︑申請書に︑同条第 二項各号に掲げる世帯に該
当することを証する書面その他内 閣府令で定める書面を添え
て︑これを都道府県に提出してしなければならない︒
３ 法第三条第一項の規定による支援金︵前条第二項に規定す
る加算額に係る部分に限る︒︶の支給の申請は︑当該避難勧告
等又は立入制限等が行われている 期間が通算して三年を経過
した日から起算して十三月を経過 する日までに︑申請書に︑
当該世帯が特定長期避難世帯であ ることを証する書面その他
内閣府令で定める書面を添えて︑ これを都道府県に提出して
しなければならない︒
４ 前三項の規定にかかわらず︑都道府県は︑被災地における
危険な状況の継続その他やむを得 ない事情により被災世帯の
世帯主がこれらの規定に規定する 期間内に法第三条第一項の
規定による支援金の支給の申請を することができないと認め
るときは︑その期間を延長することができる︒
︵内閣府令への委任︶
第五条 この政令に規定するもののほか︑この政令の実施のた
めの手続その他必要な事項は︑内閣府令で定める︒
附 則
︵施行期日︶
この政令は︑法の施行の日︵平成十年十一月六日︶から施

１

行する︒

︵合併市町村に係る特例︶
２ 平成三十二年三月三十一日までに行われた市町村の合併
︵二以上の市町村の区域の全部若 しくは一部をもって市町村
を置き︑又は市町村の区域の全部 若しくは一部を他の市町村
に編入することで市町村の数の減 少を伴うものをいう︒以下
この項において同じ︒︶により設置され︑又は他の市町村の区
域の全部若しくは一部を編入した 市町村︵以下この項におい
て﹁合併市町村﹂という︒︶の区域のうち合併関係市町村︵市
町村の合併によりその区域の全部 又は一部が合併市町村の区
域の一部となった市町村をいう︒以下この項において同じ︒︶
の区域であった区域に係る法第二 条第二号の政令で定める自
然災害は︑第一条に規定するもの のほか︑次の各号のいずれ
かに該当する自然災害とする︒
一 第一条第四号に規定する都道府県の区域のうち合併関係
市町村︵合併前人口︵市町村の合併が行われた日前の直 近
において官報で公示された国勢調査又はこれに準ずる全 国
的な人口調査の結果による人口をいう︒次号及び第三号 に
おいて同じ︒︶が十万未満のものに限る︒︶の区域であった
区域であって︑その自然災害により五以上の世帯の住宅 が
全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害︵当該 区
域に係る市町村の合併が行われた日の属する年及びこれ に
続く五年以内に生じたものに限る︒︶

二 第一条第三号又は第四号に規定する都道府県の区域に隣
接する都道府県の区域のうち合併関係市町村︵合併前人 口
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が十万未満のものに限る︒︶の区域であった区域であって︑
同条第一号から第三号までに規定する区域のいずれかに 隣
接し︑かつ︑その自然災害により五以上の世帯の住宅が 全
壊する被害が発生したものに係る当該自然災害︵当該区 域
に係る市町村の合併が行われた日の属する年及びこれに 続
く五年以内に生じたものに限る︒︶
三 第一条第三号又は第四号に規定する都道府県が二以上あ
る場合における合併関係市町村︵合併前人口が十万未満 の
ものに限る︒︶の区域であった区域であって︑その自然災害
により五︵合併前人口が五万未満の合併関係市町村の区 域
であったものにあっては︑二︶以上の世帯の住宅が全壊 す
る被害が発生したもの︵以下この号において﹁特定区域 ﹂
という︒︶及び特定区域︵合併前人口が五万未満の合併関係
市町村の区域であったものに限る︒以下この号において﹁被
隣接区域﹂という︒︶に隣接する区域︵被隣接区域の全部又
は一部︵その自然災害により一以上の世帯の住宅が全壊 す
る被害が発生した区域に限る︒︶を含む市町村の区域内の区
域に限る︒︶のうち被隣接区域に係る市町村の合併が行われ
た日前五年目に当たる日から︑被隣接区域に係る市町村 の
合併が行われた日の翌日から起算して五年を経過する日 ま
での間に市町村の合併が行われた合併関係市町村の区域 で
あった区域であって︑その自然災害により一以上の世帯 の
住宅が全壊する被害が発生したもの︵当該区域に係る合 併
関係市町村︵以下この号において﹁隣接合併関係市町村 ﹂
という︒︶の合併前人口︵その区域の一部が合併市町村の区

域の一部となった合併関係市町村にあっては︑当該合併 関
係市町村の当該合併市町村の区域の一部となった区域の 合
併前の人口︵当該合併関係市町村の合併前人口を市町村 の
合併が行われた日の現在により都道府県知事の調査した 人
口に比例して算出したものをいう︒︶︒以下この号において
同じ︒︶及び被隣接区域に係る合併関係市町村の合併前人口
の合計︵隣接合併関係市町村が複数ある場合は︑それら の
すべての合併前人口及び被隣接区域に係る合併関係市町 村
の合併前人口の合計︶が五万未満である場合に限る︒︶に係
る当該自然災害︵特定区域に係る市町村の合併が行われ た
日の属する年及びこれに続く五年以内に生じたものに限
る︒︶

附 則︵平成十二年六月七日政令第三百三号︶ 抄
︵施行期日︶
第一条 この政令は︑内閣法の一部を改正する法律の施行の日
︵平成十三年一月六日︶から施行する︒

附 則︵平成十六年三月三十一日政令第九十九号︶
この政令は︑被災者生活再建支援法の一部を改正する法律︵平
成十六年法律第十三号︶の施行の日︵平成十六年四月一日︶か
ら施行する︒

附 則︵平成十七年六月二十二日政令第二百十六号︶
︵施行期日︶
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１

この政令は︑公布の日から施行する︒

︵経過措置︶
２ この政令による改正後の被災者生活再建支援法施行令︵以
下﹁新令﹂という︒︶第四条の規定は︑平成十六年四月一日以
後に生じた自然災害により被災世 帯となった世帯の世帯主に
対する被災者生活再建支援金につ いて適用し︑同日前に生じ
た自然災害により被災世帯となっ た世帯の世帯主に対する被
災者生活再建支援金については︑なお従前の例による︒
３ 前項の規定にかかわらず︑平成十六年四月一日前に生じた
自然災害により被災世帯となった 世帯のうち︑同日前に災害
対策基本法︵昭和三十六年法律第 二百二十三号︶第六十条第
一項の規定による避難のための立 退きの指示を受けた者であ
って︑同日以後に︑当該指示に係 る地域︵同日以後に同条第
四項の規定による避難の必要がな くなった旨の公示があった
地域に限る︒︶において自立した生活を開始する者又は当該地
域において自立した生活を開始す ることが著しく困難である
ことが明らかになったことにより 当該地域以外の地域におい
て自立した生活を開始する者に係 る世帯の世帯主に対する被
災者生活再建支援金については︑ 新令第四条の規定を適用す
る︒
附 則︵平成十九年十二月十二日政令第三百六十一号︶
抄
︵施行期日︶
この政令は︑被災者生活再建支援法の一部を改正する法律

１

︵平成十九年法律第百十四号︶の 施行の日︵平成十九年十二
月十四日︶から施行する︒

附 則︵平成二十二年九月三日政令第百九十二号︶
この政令は︑公布の日から施行し ︑改正後の被災者生活再建
支援法施行令第一条第六号及び附則第二項の規定は︑平成二十
二年六月十一日以後に生じた自然災害について適用する︒
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被災者生活再建支援法施行規則

一

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二 役員の氏名︑住所及び略歴を記載した書面
三 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
平成十年十一月六日総理府令第六十八号
四 法第七条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
書
改正 平成十二年八月十四日総理府令第百三号
五 法第七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できる
平成十六年三月三十一日内閣府令第二十七号
ことを証する書面
平成十七年三月四日内閣府令第十五号
︵名称等の変更の届出︶
平成十七年六月二十二日内閣府令第七十七号
第三条 支援法人は︑法第六条第四項の規定により届出をしよ
平成十九年一月三十一日内閣府令第十五号
うとするときは︑次に掲げる事項 を記載した届出書を内閣総
平成十九年十二月十二日内閣府令第八十五号
理大臣に提出しなければならない︒
一 変更後の名称︑住所又は事務所の所在地
︵令第四条第一項の内閣府令で定める書面︶
二 変更しようとする年月日
第一条 被災者生活再建支援法施行令︵以下﹁令﹂という︒︶第
三 変更の理由
四条第一項の内閣府令で定める書 面は︑当該自然災害の発生
︵業務規程の変更の認可の申請︶
時における当該被災世帯に属する者の数を証する書面とする︒ 第四条 支援法人は︑法第十一条第一項後段の規定により認可
を受けようとするときは︑次の事 項を記載した申請書を内閣
総理大臣に提出しなければならない︒
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
︵法第十一条第三項の内閣府令で定める事項︶
第五条 法第十一条第三項の内閣府令で定める事項は︑次に掲
げるものとする︒
一 法第三条第一項の規定により支援金を支給する都道府県
︵指定の申請︶
第二条 被災者生活再建支援法︵以下﹁法﹂という︒︶第六条第
一項の規定により指定を受けよう とする法人は︑次に掲げる
事項を記載した申請書を内閣総理 大臣に提出しなければなら
ない︒
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 事務所の所在地
２ 前項の申請書には︑次に掲げる書面を添付しなければなら
ない︒
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に対し行う支援金の額に相当する額の交付に関する事項
二 法第四条第一項の規定により都道府県の委託を受けて行
う支援金の支給に関する事務に関する事項
三 法第四条第二項の規定による支援金の支給に関する事務
の市町村への委託に関する事項
四 運営委員会に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか︑支援業務の実施に関し必要
な事項
︵経理原則︶
第六条 支援法人は︑その業務の財政状態を明らかにするため︑
財産の増減及び異動をその発生の 事実に基づいて経理しなけ
ればならない︒
︵区分経理の方法︶
第七条 支援法人は︑支援業務に係る経理について特別の勘定
︵次条︑第十条第二項及び第十一 条第二項において﹁支援業
務特別勘定﹂という︒︶を設け︑支援業務以外の業務に係る経
理と区別して整理しなければならない︒
︵資金の繰入れ及び融通︶
第八条 支援法人は︑支援業務特別勘定から支援法人が設ける
その他の勘定︵以下本条において﹁その他の勘定﹂という︒︶
へ︑又はその他の勘定から支援業 務特別勘定へ資金の繰入れ
をしてはならない︒
２ その他の勘定から支援業務特別勘定への資金の融通は︑融
通する勘定から支援業務特別勘定 への貸付けとして整理する
ものとする︒

︵事業計画書等の提出︶

第九条 法第十二条第一項前段の規定による事業計画書及び収
支予算書の提出は︑毎事業年度開 始前に︵指定を受けた日の
属する事業年度にあっては︑その指定を受けた後遅滞なく︶︑
次に掲げる書類を添えて行わなければならない︒
一 前事業年度の予定貸借対照表
二 当該事業年度の予定貸借対照表
三 前二号に掲げるもののほか︑当該収支予算書の参考とな
る書類
２ 前項の事業計画書には︑支援業務に関する計画その他必要
な事項を記載しなければならない︒
３ 第一項の収支予算書は︑収入にあってはその性質︑支出に
あってはその目的に従って区分するものとする︒
４ 支援法人は︑事業計画書又は収支予算書を変更しようとす
るときは︑法第十二条第一項後段 の規定により遅滞なく変更
しようとする事項及びその理由を 記載した書類を内閣総理大
臣に提出しなければならない︒こ の場合において︑収支予算
書の変更が第一項第二号又は第三 号に掲げる書類の変更を伴
うときは︑当該変更後の書類を添付しなければならない︒

︵予備費︶
第十条 支援法人は︑予見することができない理由による支出
予算の不足を補うため︑収入支出 予算に予備費を設けること
ができる︒
２ 支援法人は︑支援業務特別勘定の予備費を使用したときは︑
速やかにその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない︒
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３ 前項の規定による通知は︑使用の理由︑金額及び積算の基
礎を明らかにした書類をもってするものとする︒
︵予算の繰越し︶
第十一条 支援法人は︑支出予算の経費の金額のうち当該事業
年度内に支出決定を終わらないも のについて︑予算の実施上
必要があるときは︑これを翌事業 年度に繰り越して使用する
ことができる︒
２ 支援法人は︑支援業務特別勘定について前項の規定による
繰越しをしたときは︑当該事業年 度終了後二月以内に︑繰越
計算書を内閣総理大臣に提出しなければならない︒
３ 前項の繰越計算書は︑支出予算と同一の区分により作成し︑
かつ︑当該繰越計算書に繰越しに 係る経費の予算現額並びに
当該経費の予算現額のうち支出決 定済額︑翌事業年度への繰
越額及び不用額を記載しなければならない︒
︵事業報告書等の提出︶
第十二条 法第十二条第二項の規定による事業報告書及び収支
決算書の提出は︑毎事業年度終了 後三月以内に行わなければ
ならない︒
︵収支決算書︶
第十三条 法第十二条第二項の収支決算書は︑収入支出予算と
同一の区分により作成し︑かつ︑ 当該収支決算書に次に掲げ
る事項を示さなければならない︒
一 収入
収入予算額
収入決定済額
イ
ロ

ハ

収入予算額と収入決定済額との差額

二 支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 支出予算の現額
ホ 支出決定済額
ヘ 翌事業年度への繰越額
ト 不用額
︵会計規程︶
第十四条 支援法人は︑その財務及び会計に関し︑法及びこの
府令で定めるもののほか︑会計規程を定めなければならない︒
２ 支援法人は︑前項の会計規程を制定し︑又は変更したとき
は︑その理由及び内容を明らかに して︑遅滞なく内閣総理大
臣に提出しなければならない︒

附 則
１ この府令は︑公布の日から施行する︒
２ この府令の公布の日から平成十一年三月三十一日までの間
は︑第五条第一号中﹁知的障害者更生相談所﹂とあるのは﹁精
神薄弱者更生相談所﹂と︑
﹁知的障害者と﹂とあるのは﹁精神
薄弱者と﹂と︑別表の七の項の第 一欄及び第三欄中﹁高等学
校︑中等教育学校﹂とあるのは﹁ 高等学校﹂と読み替えるも
のとする︒
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附

則︵平成十二年八月十四日総理府令第百三号︶

四項の規定による避難の必要がな くなった旨の公示があった
地域に限る︒︶において自立した生活を開始する者又は当該地
域において自立した生活を開始す ることが著しく困難である
ことが明らかになったことにより 当該地域以外の地域におい
て自立した生活を開始する者に係 る世帯の世帯主に対する被
災者生活再建支援金については︑新規則の規定を適用する︒

この府令は︑内閣法の一部を改正する法律︵平成十一年法律
第八十八号︶の施行の日︵平成十三年一月六日︶から施行する︒
附 則︵平成十六年三月三十一日内閣府令第二十七号︶
この府令は︑平成十六年四月一日から施行する︒

附 則︵平成十九年一月三十一日内閣府令第十五号︶
この府令は︑公布の日から施行する︒

附 則︵平成十九年十二月十二日内閣府令第八十五号︶
この府令は︑被災者生活再建支援法の一部を改正する法律︵平
成十九年法律第百十四号︶の施行の日︵平成十九年十二月十四
日︶から施行する︒

附 則︵平成十七年三月四日内閣府令第十五号︶
この府令は︑平成十七年三月七日から施行する︒
附 則︵平成十七年六月二十二日内閣府令第七十七号︶
︵施行期日︶
１ この府令は︑公布の日から施行する︒
︵経過措置︶
２ この府令による改正後の被災者生活再建支援法施行規則
︵以下﹁新規則﹂という︒︶は︑平成十六年四月一日以後に生
じた自然災害により被災世帯とな った世帯の世帯主に対する
被災者生活再建支援金について適 用し︑同日前に生じた自然
災害により被災世帯となった世帯 の世帯主に対する被災者生
活再建支援金については︑なお従前の例による︒
３ 前項の規定にかかわらず︑平成十六年四月一日前に生じた
自然災害により被災世帯となった 世帯のうち︑同日前に災害
対策基本法︵昭和三十六年法律第 二百二十三号︶第六十条第
一項の規定による避難のための立 退きの指示を受けた者であ
って︑同日以後に︑当該指示に係 る地域︵同日以後に同条第
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