総則

平成二四年三月法律第一八号「地方交付税法等の一部を改正する法律」第五条に
よる改正現在

平成二十三年五月二日
法 律 第 四 十 号

東日本大震災に対処するための特
別の財政援助及び助成に関する法
律（抄）
注

第一章
（趣旨）

この法律において「東日本大震災」とは、平成二十三年三月

十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電

第二条

所の事故による災害をいう。

この法律において「特定被災地方公共団体」とは、青森県、岩手

県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県

２

並びに東日本大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるもの

この法律において「特定被災区域」とは、東日本大震災に際し災

をいう。
３

害救助法（昭和二十二年法律第百十八号）が適用された市町村のう

ち政令で定めるもの及びこれに準ずる市町村として政令で定めるも
のの区域をいう。

特別の災害復旧事業についての補助

国は、特定被災地方公共団体又は特定被災地方公共団体が加

第二章

入する地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百八十四条

第三条

第一項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、東日本大

震災による被害を受けた次に掲げる施設の災害復旧事業について、

する水道施設（同条第二項に規定する水道事業若しくはこれに類

水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）第三条第八項に規定

その事業費の一部を、予算の範囲内において、補助する。
一

する事業として政令で定めるもの又は同条第四項に規定する水道

この法律は、東日本大震災に対処するため、地方公共団体等

に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の

第一条

項に規定する工業用水道施設（同条第四項に規定する工業用水道

工業用水道事業法（昭和三十三年法律第八十四号）第二条第六

用水供給事業に係るものに限る。）
二

軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の
（定義）

助成に関する措置について定めるものとする。
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２

三
四

事業に係るものに限る。
）
住宅地区改良法（昭和三十五年法律第八十四号）第二条第六項

二

前号に規定する標準税収入の百分の四十を超える額に相当する
額については、百分の九十

業費の総額に係る国の補助率の算定方法について準用する。この場

前項の規定は、特定被災地方公共団体である市町村の災害復旧事

合において、同項各号中「百分の四十」とあるのは、「百分の二

３

警察施設のうち信号機、道路標識、道路標示又は交通安全施設

十」とする。

に規定する改良住宅又は同条第七項に規定する地区施設
等整備事業の推進に関する法律（昭和四十一年法律第四十五号）

前二項の災害復旧事業費の総額には、特定被災地方公共団体が加

又は広域連合に加入するそれぞれの特定被災地方公共団体の負担す

は広域連合の施行する災害復旧事業の事業費で、当該一部事務組合

入する地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合又

４

第二条第三項第一号ロに規定する交通管制センター
都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第十一条第一項第一
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三

べきものを含むものとする。

号、第二号又は第四号に掲げる都市施設で政令で定めるもの

五
六

十七号）第二条第二項に規定する一般廃棄物の処理施設で政令で

前項の一部事務組合又は広域連合の行う災害復旧事業の事業費に

域連合に加入する特定被災地方公共団体が当該一部事務組合又は広

おける当該事業費に対する国の補助率は、当該一部事務組合又は広

対して国が第一項の規定によりその事業費の一部を補助する場合に

５

定めるもの
集落排水施設

災害復旧事業費に対する国の補助率（特定被災地方公共団体である

域連合の規約で災害復旧事業費の分担について定めた割合を、第二

七

県に係るものに限る。）は、第六項の規定により決定された前項各

前項の規定により国が事業費の一部を補助する場合における当該

号に掲げる事業ごとの当該県の災害復旧事業費の総額を次の各号に

項（第三項において準用する場合を含む。第七項及び第九項におい

７

第一項の規定により国がその事業費の一部を補助する災害復旧事

国は、前項の規定により災害復旧事業費を決定したときは、当該

結果等を勘案して主務大臣が決定する。

業の事業費は、特定被災地方公共団体の提出する資料、実地調査の

６

る国の補助率に乗じたものの和とする。

て同じ。）の規定により算定した当該特定被災地方公共団体に対す

平成二十三年度における当該県の標準税収入（公共土木施設災

定める額に区分して順次に当該各号に定める率を乗じて算定した額
一

を合算した金額の当該災害復旧事業費の総額に対する率による。
害復旧事業費国庫負担法（昭和二十六年法律第九十七号）第二条
第四項に規定する標準税収入をいい、次号において「標準税収
入」という。）の百分の四十までに相当する額については、百分
の八十
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８

特定被災地方公共団体に対し、当該災害復旧事業が施行される各年

和二十三年法律第四十八号）第二条第七項に規定する火葬場をい
その三分の二を補助する。

う。）の災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、

第一項第七号に掲げる施設に係る前項の規定による補助金の交付

度において、第二項の規定による国の補助率により補助する。

国は、次項各号に掲げる医療機関の開設者に対し、東日

（医療機関の災害復旧に関する補助）
第四十六条

本大震災により著しい被害を受けたその開設する医療機関の災害復

第七項の場合において、国は、第二項の規定による国の補助率が

の事務は、農林水産大臣が行う。
決定する前でも、予算の範囲内において、各年度において施行され

定める施設の災害復旧に要する費用）について、他の法令の規定に

旧に要する費用（同項第二号に掲げる医療機関にあっては、政令で

９
る災害復旧事業の事業費の三分の二に相当する額を下らない額によ

前項の規定により国が行う補助の割合は、次の各号に掲げる医療

公的医療機関

三分の二

二分の一

一 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第三十一条に規定する

機関の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

２

かかわらず、予算の範囲内において、その一部を補助する。

り、補助金を概算交付することができる。この場合においては、当
厚生労働省関係

該年度末において、精算するものとする。
第七章
（保健所の災害復旧に関する補助）
国は、特定被災地方公共団体である県、指定都市（地方

自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。第四十八条

第四十四条

二

本大震災により著しい被害を受けたその設置すると畜場（と畜場法

国は、特定被災地方公共団体である市町村に対し、東日

その他政令で定める医療機関

及び第八十五条において同じ。）又は中核市（同法第二百五十二条

（と畜場の災害復旧に関する補助）

（昭和二十八年法律第百十四号）第三条第二項に規定すると畜場を

第四十七条

災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その三分

いう。）の災害復旧に要する費用について、予算の範囲内におい

し、東日本大震災により著しい被害を受けたその設置する保健所の

の二十二第一項の中核市をいう。第四十八条において同じ。）に対

（火葬場の災害復旧に関する補助）

国は、都道府県が、次に掲げる施設又は事業所であって

東日本大震災により著しい被害を受けたものを設置した特定被災地

第四十八条

（社会福祉施設等の災害復旧に関する補助）

て、その三分の二を補助する。

の二を補助する。
国は、特定被災地方公共団体である市町村又は当該市町

村が加入する一部事務組合（地方自治法第二百八十四条第一項に規

第四十五条

定する一部事務組合をいう。）に対し、東日本大震災により著しい
被害を受けたその設置する火葬場（墓地、埋葬等に関する法律（昭

3

設又は事業所の災害復旧に要する費用につき六分の五を下らない率

方公共団体である市町村（指定都市及び中核市を除く。）の当該施

した特定被災地方公共団体である市町村（指定都市及び中核市を除

う。）であって東日本大震災により著しい被害を受けたものを設置

老人保健施設（以下この条において「介護老人保健施設」とい

第二項の規定により市町村が設置した障害福祉サービス（同法第
五条第六項に規定する療養介護、同条第八項に規定する短期入
する共同生活援助に限る。
）の事業の用に供する施設

所、同条第十項に規定する共同生活介護又は同条第十六項に規定

する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該

補助に要する費用（当該都道府県が二分の一を超える率による補助

国は、都道府県又は指定都市若しくは中核市が、その区域（都道

用）を補助する。

をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費
３

中核市の区域を除く。）内に設置されている次に掲げる施設又は事

府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域及び

業所であって東日本大震災により著しい被害を受けたものを設置し

た都道府県及び市町村以外の者の当該施設又は事業所の災害復旧に

要する費用につき六分の五を下らない率により補助する場合には、

政令で定めるところにより、当該都道府県又は指定都市若しくは中

核市に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する費用（当該

都道府県又は指定都市若しくは中核市が六分の五を超える率による

補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた
費用）の五分の四を補助する。

号の授産施設

設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老

同生活援助事業を行う事業所、同法第十五条第二項の規定により

護事業を行う事業所、同条第六項に規定する認知症対応型老人共

一 老人福祉法第五条の二第五項に規定する小規模多機能型居宅介

国は、都道府県が、介護保険法第八条第二十七項に規定する介護

社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第二条第二項第七

く。）の当該介護老人保健施設の災害復旧に要する費用につき補助

により補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内にお
いて、当該補助に要する費用（当該都道府県が六分の五を超える率
による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を
除いた費用）の五分の四を補助する。

により設置された地域包括支援センター

（平成九年法律第百二十三号）第百十五条の四十六第二項の規定

第五項の規定により設置された軽費老人ホーム並びに介護保険法

スセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センター、同条

所、同法第十五条第二項の規定により設置された老人デイサービ

六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う事業

項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所、同条第

一 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の二第五

三

二 障害者自立支援法（平成十七年法律第百二十三号）第七十九条

２

4

人介護支援センター、同条第五項の規定により設置された軽費老

核市が二分の一を超える率による補助をする場合には、その超える

国は、特定被災地方公共団体である県又は指定都市若しくは中核

部分の補助に要する費用を除いた費用）を補助する。

市に対し、その設置する次に掲げる施設又は事業所であって東日本

５

人ホーム並びに介護保険法第百十五条の四十六第三項の規定によ

大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する費用につ

り設置された地域包括支援センター
二 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第二十

いて、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。

八条第三項の規定により設置された身体障害者社会参加支援施設
三 障害者自立支援法第七十九条第二項又は第八十三条第四項の規

同生活援助事業を行う事業所、同法第十五条の規定により設置さ

護事業を行う事業所、同条第六項に規定する認知症対応型老人共

れた老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、軽費老人ホ

一 老人福祉法第五条の二第五項に規定する小規模多機能型居宅介

（同法第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する

ーム及び老人介護支援センター並びに介護保険法第百十五条の四

設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス
生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十項に規定す

定により都道府県及び市町村以外の者が設置した障害者支援施

る共同生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同条第十四

十六第二項の規定により設置された地域包括支援センター

に規定する短期入所、同条第十項に規定する共同生活介護又は同

祉サービス（同法第五条第六項に規定する療養介護、同条第八項

公共団体である県又は指定都市若しくは中核市が設置した障害福

二 障害者自立支援法第七十九条第一項の規定により特定被災地方

項に規定する就労移行支援、同条第十五項に規定する就労継続支
援又は同条第十六項に規定する共同生活援助に限る。）の事業の
用に供する施設
社会福祉法第二条第二項第七号の授産施設

国は、都道府県又は指定都市若しくは中核市が、その区域（都道

四

より著しい被害を受けたものの災害復旧に要する費用について、予

市に対し、その設置する介護老人保健施設であって東日本大震災に

国は、特定被災地方公共団体である県又は指定都市若しくは中核

社会福祉法第二条第二項第七号の授産施設

条第十六項に規定する共同生活援助に限る。）の事業の用に供す
三

府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域及び
って東日本大震災により著しい被害を受けたものを設置した都道府

る施設

４

６

中核市の区域を除く。）内に設置されている介護老人保健施設であ
県及び市町村以外の者の当該介護老人保健施設の災害復旧に要する
道府県又は指定都市若しくは中核市に対し、予算の範囲内におい

算の範囲内において、その二分の一を補助する。

費用につき補助する場合には、政令で定めるところにより、当該都
て、当該補助に要する費用（当該都道府県又は指定都市若しくは中

5

（健康保険の標準報酬月額の改定の特例）

成二十四年二月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、その者の

て、著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、そ

その月の健康保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べ

ら、健康保険の標準報酬月額を改定することができる。

の月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上昇した月か

十五条までにおいて「協会」という。）が管掌する健康保険にあっ
ては厚生労働大臣、健康保険組合が管掌する健康保険にあっては当

３ 健康保険法第四十三条第二項の規定は、前二項の規定により改定

適用事業所に使用される健康保険の被保険者（同法第三条第二項に

じ。）の事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該

をいう。以下この項において同じ。）の支給を受けている者若しく

に傷病手当金（健康保険法第九十九条第一項に規定する傷病手当金

保険者」という。）であって、平成二十三年三月十一日において現

険の被保険者又は被保険者であった者（次項において「改定健保被

第一項の規定により健康保険の標準報酬月額が改定された健康保

された健康保険の標準報酬月額について準用する。

規定する日雇特例被保険者（次条、第五十四条から第五十六条まで

は受けるべき者又は東日本大震災による被害を受けたことにより傷

４

条第四項に規定する任意継続被保険者及び同法附則第三条第一項に

病手当金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合にお

に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成二十

いては、平成二十四年二月二十九日までの分として支給されるもの

三年法律第四十号）第四十九条第一項の規定による改定前の標準報

規定する特例退職被保険者を除く。以下この条において同じ。）の

おいて同じ。）の額が、その者のその月の健康保険の標準報酬月額

酬月額（同条第二項の規定による改定が行われた場合には、同条第

に限り、同条第一項中「標準報酬月額」とあるのは「東日本大震災

の基礎となった報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、

一項の規定による改定前の標準報酬月額と同条第二項の規定による

第三条第五項に規定する報酬をいう。以下この条及び第五十七条に

必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額と

改定後の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額）」と、「をい
５

改定健保被保険者であって、平成二十三年三月十一日において現

う。第百二条において同じ」とあるのは「をいう」とする。

して、その著しく低下した月から、健康保険の標準報酬月額を改定

定された健康保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌月から平

健保保険者等は、前項の規定により健康保険の標準報酬月額が改

することができる。

同月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた報酬（同法

及び第五十八条において「日雇特例被保険者」という。
）、同法第三

定する適用事業所をいう。以下この項及び第五十七条において同

事業所（健康保険法（大正十一年法律第七十号）第三条第三項に規

平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在していた適用

該健康保険組合をいう。次項及び第五十七条において同じ。）は、

第四十九条 健保保険者等（全国健康保険協会（第六十一条から第六

２
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報酬月額（同条第二項の規定による改定が行われた場合には、同条

十三年法律第四十号）第四十九条第一項の規定による改定前の標準

災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成二

同条中「標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額（東日本大震

又は受けるべき者について同条の規定を適用する場合においては、

に健康保険法第百二条に規定する出産手当金の支給を受けている者

療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した

大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該食事

条第二項の規定にかかわらず、当該食事療養につき同項の厚生労働

該被災健保被保険者に対して支給する入院時食事療養費の額は、同

おいて同じ。）につき健康保険法第八十五条第一項の規定により当

う。以下この条、第五十二条から第五十四条まで及び第五十六条に

療養（健康保険法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をい

費用の額）とする。

第一項の規定による改定前の標準報酬月額と同条第二項の規定によ
る改定後の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額）の三十分の

（健康保険の入院時生活療養費の額の特例）

た生活療養（健康保険法第六十三条第二項第二号に規定する生活療

第五十一条 健保保険者が、特例対象期間に被災健保被保険者が受け

一に相当する額（その額に、五円未満の端数があるときはこれを切
り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十
円に切り上げるものとする。）をいう。）
」とする。

養をいう。以下この条から第五十四条まで及び第五十六条において

までの間において特定被災区域における災害救助法第二条に規定す

じ。）が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日

次条から第五十四条まで、第五十六条及び第五十八条において同

した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の

める基準により算定した費用の額（その額が現に当該生活療養に要

の規定にかかわらず、当該生活療養につき同項の厚生労働大臣が定

保被保険者に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第二項

同じ。）につき同法第八十五条の二第一項の規定により当該被災健

る救助の実施状況を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間（以

（健康保険の保険外併用療養費の額の特例）

額）とする。

健保保険者（健康保険法第四条に規定する保険者をいう。

（健康保険の入院時食事療養費の額の特例）

下この章において「特例対象期間」という。）に被災健保被保険者

第五十条

（健康保険の被保険者（日雇特例被保険者（健康保険法第九十八条

た評価療養（健康保険法第六十三条第二項第三号に規定する評価療

養をいう。次項及び第五十四条において同じ。）又は選定療養（同

第五十二条 健保保険者が、特例対象期間に被災健保被保険者が受け

法第六十三条第二項第四号に規定する選定療養をいう。次項及び第

災による被害を受けたことにより療養の給付について同法第七十五
条の二第一項第二号の措置が採られるべきものをいう。以下この条

の規定の適用を受ける者を除く。）を除く。
）であって、東日本大震

から第五十三条まで及び第五十八条において同じ。）が受けた食事
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五十四条において同じ。
）（これらの療養のうち食事療養が含まれて

び当該食事療養又は生活療養につき算定した費用の額を基準とし

療養につき同法第八十五条第二項の厚生労働大臣が定める基準によ

第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び当該食事

の算定（同条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受け

食事療養費の支給を受けるべき場合においては第五十条の費用の額

においては健康保険法第七十六条第二項の費用の額の算定、入院時

前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合

て、健保保険者が定める額とする。

り算定した費用の額（その額が現に当該食事療養に要した費用の額

時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第五十一条の費用

た食事療養については、同法第八十五条第二項の額の算定）、入院

２

を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額）の合算額と

被災健保被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条

いるものに限る。）につき同法第八十六条第一項の規定により当該

する。

降に受けた生活療養については、同法第八十五条の二第二項の額の

の額の算定（第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以

算定）、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては同法

健保保険者が、特例対象期間に被災健保被保険者が受けた評価療

養又は選定療養（これらの療養のうち生活療養が含まれているもの

第八十六条第二項第一号の費用の額の算定（前項に規定する療養に

２

に限る。）につき健康保険法第八十六条第一項の規定により当該被

食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の費用の額の算定

（第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた

二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び当該生活療

食事療養又は生活療養については、同法第八十五条第二項又は第八

災健保被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第
養につき同法第八十五条の二第二項の厚生労働大臣が定める基準に

十五条の二第二項の額の算定））の例による。ただし、その額は、

第五十四条 健保保険者が、特例対象期間に被災健保被扶養者（健康

より算定した費用の額（その額が現に当該生活療養に要した費用の

保険の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことに

額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額）の合算額

第五十三条 健保保険者が、平成二十三年三月十一日から平成二十四

より健康保険法第百十条第一項又は第百四十条第一項の規定による

（健康保険の家族療養費の額の特例）

年二月二十九日までの間に被災健保被保険者が受けた療養につき健

家族療養費の支給について同法第百十条の二第一項（同法第百四十

現に療養に要した費用の額を超えることができない。

康保険法第八十七条第一項の規定により当該被災健保被保険者に対

九条において準用する場合を含む。）の措置が採られるべきものの

とする。

して支給する療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該

（健康保険の療養費の額の特例）

療養（食事療養及び生活療養を除く。）につき算定した費用の額及
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被扶養者をいう。以下この条から第五十六条まで及び第五十八条に

五十条の規定を、前項に規定する生活療養についての費用の額の算

第八十七条の規定により被災健保被扶養者に係る家族療養費を支給

前条の規定は、健康保険法第百十条第七項において準用する同法

定に関しては第五十一条の規定を、それぞれ準用する。

する場合について準用する。

４

者に係る健康保険の被保険者（日雇特例被保険者（同条第七項にお

る。）につき同法第百十条第一項の規定により当該被災健保被扶養

おいて同じ。）が受けた療養（食事療養が含まれている療養に限

いて準用する同法第九十八条の規定により家族療養費の支給を受け

被災日雇特例被保険者（日雇特例被保険者であって、東

（健康保険の日雇特例被保険者に係る特例）

日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について健康

第五十五条

ることができる者を除く。）を除く。次項及び第五十八条において
同じ。）に対して支給する家族療養費の額は、同法第百十条第二項
の規定にかかわらず、当該療養（食事療養を除く。）につき算定し

十八条において同じ。）又は被災健保被扶養者を有する日雇特例被

保険法第百四十九条において準用する同法第七十五条の二第一項第

保険者に係る健康保険の保険給付については、同法第百四十九条の

二号の措置が採られるべきものをいう。以下この条、次条及び第五

健保保険者が、特例対象期間に被災健保被扶養者が受けた療養

規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の

た費用の額及び当該食事療養につき算定した費用の額の合算額とす

（生活療養が含まれている療養に限る。）につき健康保険法第百十

る。

条第一項の規定により当該被災健保被扶養者に係る健康保険の被保

下欄に掲げる被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者を有する

２

険者に対して支給する家族療養費の額は、同条第二項の規定にかか
び当該生活療養につき算定した費用の額の合算額とする。

わらず、当該療養（生活療養を除く。）につき算定した費用の額及
前二項に規定する療養についての費用の額の算定に関しては、保

七十六条第二項の規定を、保険医療機関等から評価療養又は選定療

（評価療養及び選定療養を除く。）を受ける場合にあっては同法第

くは診療所又は薬局をいう。以下この項において同じ。）から療養

険医療機関等（健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院若し

３

日雇特例被保険者に係る事項について準用する。
┌────────┬───────────────────┐
│
│
│
│
│
│
│第五十条
│入院時食事療養費の額の特例
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼───────────────────┤
│
│
│
│
│
│
│第五十一条
│入院時生活療養費の額の特例
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼───────────────────┤
│
│
│
│
│
│
│第五十二条
│保険外併用療養費の額の特例
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼───────────────────┤
│
│
│
│
│
│
│第五十三条
│療養費の額の特例
│
│
│
│
│
│
│
├────────┼───────────────────┤
│
│
│
│
│
│
│前条
│家族療養費の額の特例
│
│
│
│
│
│
│
└────────┴───────────────────┘
（健康保険の特別療養費の額の特例）

養を受ける場合にあっては同法第八十六条第二項第一号の規定を、
第一項に規定する食事療養についての費用の額の算定に関しては第
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第五十六条

健保保険者が、特例対象期間に被災日雇特例被保険者又

用事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月（その月が平成

ときは、当該適用事業所が第二号に該当するに至った月から当該適

業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認める

第五十七条 健保保険者等は、次の各号のいずれにも該当する適用事

号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養（食事療養

二十四年三月以後であるときは、同年二月）までの期間に納付すべ

は被災健保被扶養者が健康保険法第六十三条第三項第一号又は第二

より被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者に係る日雇特例被

が含まれる療養に限る。）につき同法第百四十五条第一項の規定に
保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第二項の規定にか

二条の規定により健康保険の被保険者及び当該被保険者を使用する

き健康保険の保険料（健康保険法第百六十一条第一項及び第百六十

平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在していた
こと。

当該適用事業所の事業が東日本大震災による被害を受けたこと

により、当該適用事業所に使用される健康保険の被保険者に対す

る報酬の支払に著しい支障が生じていること。

前二項の規定は、健康保険法附則第二条第三項に規定する調整保

者等に届け出なければならない。

が同項第二号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を健保保険

の事業主は、平成二十四年二月までの間において、当該適用事業所

前項の規定により健康保険の保険料の額を免除された適用事業所

二

一

る。

事業主が負担すべき保険料をいう。）の額を免除することができ

健保保険者が、特例対象期間に被災日雇特例被保険者又は被災健

及び当該食事療養につき算定した費用の額の合算額とする。

２

かわらず、当該療養（食事療養を除く。）につき算定した費用の額
２

保被扶養者が健康保険法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げ
る病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養（生活療養が含まれ
る療養に限る。）につき同法第百四十五条第一項の規定により被災
日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者に係る日雇特例被保険者に
対して支給する特別療養費の額は、同条第二項の規定にかかわら
該生活療養につき算定した費用の額の合算額とする。

ず、当該療養（生活療養を除く。）につき算定した費用の額及び当
前二項に規定する療養についての費用の額の算定については、第

３

（健康保険における国庫補助の特例）

険料の額について準用する。

第五十三条の規定は、健康保険法第百四十五条第六項において準

五十四条第三項の規定を準用する。

３
４

用する同法第百三十二条の規定により被災日雇特例被保険者又は被

東日本大震災に際し健康保険法第七十五条の二第一項第

二号及び第百十条の二第一項（これらの規定を同法第百四十九条に

第五十八条

災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る特別療養費を支給
（健康保険の保険料の免除の特例）

する場合について準用する。
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が適用される場合においては、被災健保被保険者又は被災健保被扶

の規定（以下この項において「一部負担金免除等規定」という。）

おいて準用する場合を含む。）並びに第五十条から第五十六条まで
額を補助する。

別療養費の支給に要する費用の額から免除前給付費用額を控除した

費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特

するものとする。）の額は、一部負担金免除等規定の適用がないと

する費用（療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除

養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要

養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療

同法第百五十四条第一項に規定する療養の給付並びに入院時食事療

例被保険者又は被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る

担金に相当する額を控除するものとする。）の額並びに被災日雇特

問看護療養費の支給に要する費用（療養の給付については、一部負

険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪

定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保

く低下した場合において、必要があると認めるときは、同法第十八

の船員保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著し

下この条及び第六十六条において同じ。）の額が、その者のその月

かの月に受けた報酬（同法第二条第四項に規定する報酬をいう。以

この条において同じ。）の同月から平成二十四年二月までのいずれ

（同法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。以下

けたことにより、当該船舶所有者に使用される船員保険の被保険者

有者」という。）の船舶に係る事業が東日本大震災による被害を受

る船舶所有者をいう。以下この項及び第六十六条において「船舶所

所有者（船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）第三条に規定す

被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶

第五十九条 厚生労働大臣は、平成二十三年三月十一日において特定

（船員保険の標準報酬月額の改定の特例）

したならばこれらの保険給付に要することとなる費用の額（次項に

養者に係る健康保険の被保険者に係る同法第百五十三条第一項に規

おいて「免除前給付費用額」という。）に相当する額とする。

条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その月に受けた報酬の額

を報酬月額として、その著しく低下した月から、船員保険の標準報

前項の場合において、国は、健康保険法第七十五条の二第一項第

酬月額を改定することができる。

２

おいて準用する場合を含む。）の措置を採る健保保険者に対し、予

厚生労働大臣は、前項の規定により船員保険の標準報酬月額が改

その月の船員保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べ

成二十四年二月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、その者の

定された船員保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌月から平

２

二号又は第百十条の二第一項（これらの規定を同法第百四十九条に
算の範囲内において、当該被災健保被保険者若しくは被災健保被扶
被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る療養の給付又は

養者に係る健康保険の被保険者又は被災日雇特例被保険者若しくは
入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養
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受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上昇した月から、船

員保険法第十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その月に

て、著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、船

日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律

いては、同項中「標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額（東

ている者又は受けるべき者について同条の規定を適用する場合にお

前の標準報酬月額（同条第二項の規定による改定が行われた場合に

（平成二十三年法律第四十号）第五十九条第一項の規定による改定

は、同条第一項の規定による改定前の標準報酬月額と同条第二項の

第一項の規定により船員保険の標準報酬月額が改定された船員保

員保険の標準報酬月額を改定することができる。

規定による改定後の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額）の

にあっては、その資格を喪失した当時の標準報酬月額。以下同

るものに限り、同条第一項中「標準報酬月額（被保険者であった者

合においては、平成二十四年二月二十九日までの分として支給され

休業手当金の支給を受ける者について同条及び同法第八十六条の規

成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病若しくは負傷に係る

は受けるべき者又は東日本大震災による被害を受けたことにより平

をいう。以下この項において同じ。）の支給を受けている者若しく

に休業手当金（船員保険法第八十五条第一項に規定する休業手当金

３
険の被保険者又は被保険者であった者（以下この条において「改定

三十分の一に相当する額（その額に、五円未満の端数があるとき

は、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これ

いて現に傷病手当金（船員保険法第六十九条第一項に規定する傷病
手当金をいう。以下この項において同じ。）の支給を受けている者

じ。」とあるのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助

改定船保被保険者であって、平成二十三年三月十一日において現

を十円に切り上げるものとする。）をいう。）
」とする。

船保被保険者」という。）であって、平成二十三年三月十一日にお

５

若しくは受けるべき者又は東日本大震災による被害を受けたことに

及び助成に関する法律（平成二十三年法律第四十号）第五十九条第

定を適用する場合においては、同法第八十五条第二項第一号中「標

より傷病手当金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場

一項の規定による改定前の標準報酬月額（同条第二項の規定による

るための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成二十三年法律

準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額（東日本大震災に対処す

第四十号）第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額

改定が行われた場合には、同条第一項の規定による改定前の標準報

（同条第二項の規定による改定が行われた場合には、同条第一項の

酬月額と同条第二項の規定による改定後の標準報酬月額のいずれか
高い標準報酬月額）」と、「をいう。以下同じ」とあるのは「をい

の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額）の三十分の一に相当

規定による改定前の標準報酬月額と同条第二項の規定による改定後

う」とする。
改定船保被保険者であって、平成二十三年三月十一日において現

に船員保険法第七十四条第一項に規定する出産手当金の支給を受け

４
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６

する額（その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨
て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げ
るものとする。）をいう。以下この項及び次条において同じ。）」と
改定船保被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたこ

する。

改定船保被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたこ

改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。

とにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷

８

に係る船員保険法第九十一条の規定による障害差額一時金の支給を

受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中

震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成

「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額と東日本大

二十三年法律第四十号）第五十九条第一項の規定による改定前の標

とにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷
受ける者について同条及び同法第八十八条の規定を適用する場合に

四十号）第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のい

場合においては、同条中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終

害年金差額一時金の支給を受ける者について同条の規定を適用する

者がその後に死亡した場合に船員保険法第九十二条の規定による障

により平成二十四年二月二十九日までの間に疾病又は負傷を発した

改定船保被保険者であって東日本大震災による被害を受けたこと

準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。

に係る船員保険法第八十七条第一項の規定による障害年金の支給を

９

おいては、同項及び同条第一項中「最終標準報酬日額」とあるの
は、「標準報酬日額（最終標準報酬月額と東日本大震災に対処する

ずれか高い標準報酬月額の三十分の一に相当する額（その額に、五

標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び

ための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成二十三年法律第

円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の

助成に関する法律（平成二十三年法律第四十号）第五十九条第一項

遺族年金の支給を受ける者について同条及び同法第九十八条の規定

より死亡したものの遺族のうち船員保険法第九十七条の規定による

により平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷に

改定船保被保険者であって東日本大震災による被害を受けたこと

は、同条中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額

を受ける者について同法第九十条の規定を適用する場合において

を適用する場合においては、同法第九十七条及び第九十八条第一項



とする。

の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」

う。）
」とする。
改定船保被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたこ

端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。）をい
７

とにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷

と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する

に係る船員保険法第八十七条第二項の規定による障害手当金の支給

法律（平成二十三年法律第四十号）第五十九条第一項の規定による

13

中「最終標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額（最終標準報
酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に

改定船保被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたこ

とする。

による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額の三十分

項中「最終標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額（最終標準

支給を受ける者について同項の規定を適用する場合においては、同

に係る船員保険法附則第五条第一項の規定による障害前払一時金の

とにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷



の一に相当する額（その額に、五円未満の端数があるときは、これ

報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成

関する法律（平成二十三年法律第四十号）第五十九条第一項の規定

を切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に

に関する法律（平成二十三年法律第四十号）第五十九条第一項の規

分の一に相当する額（その額に、五円未満の端数があるときは、こ

定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額の三十

改定船保被保険者であって東日本大震災による被害を受けたこと

切り上げるものとする。
）をいう。
）」とする。
により平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷に



より死亡したものの遺族のうち船員保険法第百一条の規定による遺
族一時金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合にお

れを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円

より死亡したものの遺族のうち船員保険法附則第五条第二項の規定

により平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷に

改定船保被保険者であって東日本大震災による被害を受けたこと

に切り上げるものとする。
）をいう。）
」とする。


する法律（平成二十三年法律第四十号）第五十九条第一項の規定に

による遺族前払一時金の支給を受ける者について同項の規定を適用

月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関

いては、同条中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬

改定船保被保険者であって東日本大震災による被害を受けたこと

よる改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。


族年金差額一時金の支給を受ける者について同条の規定を適用する

か高い標準報酬月額の三十分の一に相当する額（その額に、五円未

号）第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれ

の特別の財政援助及び助成に関する法律（平成二十三年法律第四十

「標準報酬日額（最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するため

場合においては、同条中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終

する場合においては、同項中「最終標準報酬日額」とあるのは、

標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び

があるときは、これを十円に切り上げるものとする。）をいう。）」

満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数

により平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷に

助成に関する法律（平成二十三年法律第四十号）第五十九条第一項

より死亡したものの遺族のうち船員保険法第百二条の規定による遺

の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」
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（船員保険法等の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特

とする。

でにおいて「下船後の療養補償」という。）に相当する入院時食事

十三条第三項に規定する下船後の療養補償（次条から第六十四条ま

該被災船保被保険者に対して支給する入院時食事療養費（同法第三

ず、同項に規定する入院時食事療養費算定額とする。

療養費を除く。）の額は、同法第六十一条第二項の規定にかかわら

例）
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震

による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場

第六十条

療養（船員保険法第五十三条第二項第二号に規定する生活療養をい

第六十二条 協会が、特例対象期間に被災船保被保険者が受けた生活

（船員保険の入院時生活療養費の額の特例）

時期が分からない場合には、船員保険法の死亡に係る給付（国民年

合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の
金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号）附則第

条第一項の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する入院

時生活療養費（下船後の療養補償に相当する入院時生活療養費を除

う。次条から第六十五条までにおいて同じ。）につき同法第六十二

く。）の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する入

八十七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法
雇用保険法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第三十号）附

院時生活療養費算定額とする。

第五条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付及び

四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付を含

則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第

（船員保険の保険外併用療養費の額の特例）

療養（船員保険法第五十三条第二項第三号に規定する評価療養をい

第六十三条 協会が、特例対象期間に被災船保被保険者が受けた評価

む。）の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、
（船員保険の入院時食事療養費の額の特例）

死亡したものと推定する。

う。次項及び第六十五条において同じ。）又は選定療養（同法第五

のに限る。）につき同法第六十三条第一項の規定により当該被災船

第六十一条 協会が、特例対象期間に被災船保被保険者（船員保険の

保被保険者に対して支給する保険外併用療養費（下船後の療養補償

条において同じ。）
（これらの療養のうち食事療養が含まれているも

一項第二号の措置が採られるべきものをいう。以下この条から第六

十三条第二項第四号に規定する選定療養をいう。次項及び第六十五

十四条までにおいて同じ。）が受けた食事療養（同法第五十三条第

にかかわらず、同項第一号に規定する額及び同法第六十一条第二項

に相当する保険外併用療養費を除く。）の額は、同条第二項の規定

被保険者又は被保険者であった者であって、東日本大震災による被

二項第一号に規定する食事療養をいう。第六十三条から第六十五条

害を受けたことにより療養の給付について船員保険法第五十七条第

までにおいて同じ。）につき同法第六十一条第一項の規定により当
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に相当する保険外併用療養費を除く。）の額は、同条第二項の規定

保被保険者に対して支給する保険外併用療養費（下船後の療養補償

る。）につき船員保険法第六十三条第一項の規定により当該被災船

選定療養（これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限

２ 協会が、特例対象期間に被災船保被保険者が受けた評価療養又は

第六十二条第二項の額の算定））の例による。ただし、その額は、

けた食事療養又は生活療養については、同法第六十一条第二項又は

算定（第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受

療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の費用の額の

は同法第六十三条第二項第一号の費用の額の算定（前項に規定する

の額の算定）、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合において

日の翌日以降に受けた生活療養については、同法第六十二条第二項

二条の費用の額の算定（第五十条に規定する厚生労働大臣が定める

にかかわらず、同項第一号に規定する額及び同法第六十二条第二項

に規定する入院時食事療養費算定額の合算額とする。

に規定する入院時生活療養費算定額の合算額とする。

現に療養に要した費用の額を超えることができない。

給する療養費（下船後の療養補償に相当する療養費を除く。）の額

法第六十四条第一項の規定により当該被災船保被保険者に対して支

二十九日までの間に被災船保被保険者が受けた療養につき船員保険

きものの被扶養者をいう。以下この条において同じ。）が受けた療

族療養費の支給について同法第七十七条第一項の措置が採られるべ

害を受けたことにより船員保険法第七十六条第一項の規定による家

被保険者又は被保険者であった者であって、東日本大震災による被

第六十五条 協会が、特例対象期間に被災船保被扶養者（船員保険の

（船員保険の家族療養費の額の特例）

（船員保険の療養費の額の特例）

は、同条第二項の規定にかかわらず、当該療養（食事療養及び生活

養（食事療養が含まれている療養に限る。）につき同法第七十六条

第六十四条 協会が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月

療養につき算定した費用の額を基準として、協会が定める額とす

療養を除く。）につき算定した費用の額及び当該食事療養又は生活

第一項の規定により当該被災船保被扶養者に係る船員保険の被保険

族療養費の額は、同法第七十六条第二項の規定にかかわらず、当該

ことができる者を含む。次項において同じ。）に対して支給する家

者（同法第八十二条第一項の規定により家族療養費の支給を受ける

る。
においては船員保険法第五十八条第二項の費用の額の算定、入院時

療養（食事療養を除く。）につき算定した費用の額及び当該食事療

前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合

食事療養費の支給を受けるべき場合においては第六十一条の費用の

２

額の算定（第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降

２ 協会が、特例対象期間に被災船保被扶養者が受けた療養（生活療

養につき算定した費用の額の合算額とする。

定）、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第六十

に受けた食事療養については、同法第六十一条第二項の額の算
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対して支給する家族療養費の額は、同条第二項の規定にかかわら

項の規定により当該被災船保被扶養者に係る船員保険の被保険者に

養が含まれている療養に限る。）につき船員保険法第七十六条第一

る。

項の規定により船員保険の被保険者及び当該被保険者を使用する船

項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）
、第三項及び第四

険の保険料（船員保険法第百二十五条第一項（同法附則第九条第一

当該船舶所有者の船舶に係る事業が東日本大震災による被害を

る事務所若しくは仮住所を有していたこと。

平成二十三年三月十一日において特定被災区域に住所又は主た

舶所有者が負担すべき保険料をいう。）の額を免除することができ

二

一

該生活療養につき算定した費用の額の合算額とする。
前二項に規定する療養についての費用の額の算定に関しては、保

ず、当該療養（生活療養を除く。）につき算定した費用の額及び当
３
険医療機関等（船員保険法第五十三条第六項各号に掲げる病院若し

受けたことにより、当該船舶所有者に使用される船員保険の被保

くは診療所又は薬局をいう。以下この項において同じ。）から療養

険者に対する報酬の支払に著しい支障が生じていること。

二号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を厚生労働大臣に届

は、平成二十四年二月までの間において、当該船舶所有者が同項第

前項の規定により船員保険の保険料の額を免除された船舶所有者

（評価療養及び選定療養を除く。）を受ける場合にあっては同法第
２

五十八条第二項の規定を、保険医療機関等から評価療養又は選定療
第一項に規定する食事療養についての費用の額の算定に関しては第

養を受ける場合にあっては同法第六十三条第二項第一号の規定を、
六十一条の規定を、前項に規定する生活療養についての費用の額の

け出なければならない。
第六十七条

国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保

（国民健康保険の入院時食事療養費の額の特例）

算定に関しては第六十二条の規定を、それぞれ準用する。
前条の規定は、船員保険法第七十六条第六項において準用する同

険者（国民健康保険の被保険者であって、東日本大震災による被害

法第六十四条の規定により被災船保被扶養者に係る家族療養費を支

４
給する場合について準用する。

三年法律第百九十二号）第四十四条第一項第二号の措置が採られる

を受けたことにより療養の給付について国民健康保険法（昭和三十

厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する船舶所

（船員保険の保険料の免除の特例）
第六十六条

が受けた食事療養（同法第三十六条第二項第一号に規定する食事療

養をいう。以下この条及び第六十九条から第七十一条までにおいて

べきものをいう。以下この条から第七十二条までにおいて同じ。）

同じ。）につき同法第五十二条第一項の規定により当該被災国保被

有者から申請があった場合において、必要があると認めるときは、
が同号に該当しなくなるに至った月の前月（その月が平成二十四年

当該船舶所有者が第二号に該当するに至った月から当該船舶所有者
三月以後であるときは、同年二月）までの期間に納付すべき船員保
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額（その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、

の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の

定にかかわらず、当該食事療養につき健康保険法第八十五条第二項

保険者に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第二項の規

る。

超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額）の合算額とす

算定した費用の額（その額が現に当該食事療養に要した費用の額を

八十五条第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により

ず、同項第一号に規定する額及び当該食事療養につき健康保険法第

国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者が受

ているものに限る。）につき国民健康保険法第五十三条第一項の規

けた評価療養又は選定療養（これらの療養のうち生活療養が含まれ

２

当該現に食事療養に要した費用の額）とする。
（国民健康保険の入院時生活療養費の額の特例）

定により当該被災国保被保険者に対して支給する保険外併用療養費

国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保

険者が受けた生活療養（国民健康保険法第三十六条第二項第二号に

の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額

第六十八条
規定する生活療養をいう。以下この条から第七十一条までにおいて

よる厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額（その

及び当該生活療養につき健康保険法第八十五条の二第二項の規定に

額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に

保被保険者に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第二項
の規定にかかわらず、当該生活療養につき健康保険法第八十五条の

同じ。）につき同法第五十二条の二第一項の規定により当該被災国

二第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定し

生活療養に要した費用の額）の合算額とする。

国民健康保険の保険者が、平成二十三年三月十一日から平

た費用の額（その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超える

第七十条

（国民健康保険の療養費の額の特例）

（国民健康保険の保険外併用療養費の額の特例）

ときは、当該現に生活療養に要した費用の額）とする。

条第二項第四号に規定する選定療養をいう。次項において同じ。）

規定する評価療養をいう。次項において同じ。）又は選定療養（同

険者が受けた評価療養（国民健康保険法第三十六条第二項第三号に

十四条の三第五項において準用する場合を含む。）の規定にかかわ

に対して支給する療養費の額は、同法第五十四条第三項（同法第五

四条の三第三項若しくは第四項の規定により当該被災国保被保険者

につき国民健康保険法第五十四条第一項若しくは第二項又は第五十

成二十四年二月二十九日までの間に被災国保被保険者が受けた療養

（これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。）につ

費用の額及び当該食事療養又は生活療養につき算定した費用の額を

らず、当該療養（食事療養及び生活療養を除く。）につき算定した

国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保

き同法第五十三条第一項の規定により当該被災国保被保険者に対し

第六十九条

て支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわら

18

基準として、国民健康保険の保険者が定める額とする。
前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合

一

当該療養（食事療養を除く。）につき、被保険者証が交付され

けることができる場合は同法第八十六条第二項第一号の規定によ

被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受

第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例により、

ているならば療養の給付を受けることができる場合は健康保険法

療養費の支給を受けるべき場合においては第六十七条の規定（第五

においては国民健康保険法第四十五条第二項の規定を、入院時食事

２

十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療

に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要

る厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額（その額が現
した費用の額）

当該食事療養につき健康保険法第八十五条第二項の規定による

が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に

厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額（その額

の規定（前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれると

けた特別療養費に係る療養（生活療養が含まれている療養に限

国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者が受

食事療養に要した費用の額）

費の支給を受けるべき場合においては同法第五十三条第二項第一号

ついては、同法第五十二条の二第二項の規定）を、保険外併用療養

に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養に

養については、同法第五十二条第二項の規定）を、入院時生活療養

二

費の支給を受けるべき場合においては第六十八条の規定（第五十条

２

きは、前条の規定（第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の
条第二項又は第五十二条の二第二項の規定））を、それぞれ準用す

該被災国保被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第二

る。）につき国民健康保険法第五十四条の三第一項の規定により当

翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、同法第五十二

できない。

に限る。）につき国民健康保険法第五十四条の三第一項の規定によ

被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受

第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例により、

ているならば療養の給付を受けることができる場合は健康保険法

当該療養（生活療養を除く。）につき、被保険者証が交付され

り当該被災国保被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条

けることができる場合は同法第八十六条第二項第一号の規定によ

一

額の合算額とする。

項の規定にかかわらず、第一号に規定する額及び第二号に規定する

る。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることが
（国民健康保険の特別療養費の額の特例）
国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保

第二項の規定にかかわらず、第一号に規定する額及び第二号に規定

険者が受けた特別療養費に係る療養（食事療養が含まれている療養

第七十一条

する額の合算額とする。
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二

る厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額（その額が現

（後期高齢者医療の入院時食事療養費の額の特例）

額を控除した額を補助する。

当該生活療養につき健康保険法第八十五条の二第二項の規定に

療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第六十九条第

震災による被害を受けたことにより療養の給付について高齢者の医

齢者医療被保険者（後期高齢者医療の被保険者であって、東日本大

第七十三条 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高

に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要

よる厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額（そ

一項第二号の措置が採られるべきものをいう。以下この条から第七

した費用の額）

の額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該

二項第一号に規定する食事療養をいう。以下この条及び第七十五条

十八条までにおいて同じ。）が受けた食事療養（同法第六十四条第

現に生活療養に要した費用の額）
東日本大震災に際し国民健康保険法第四十四条第一項第

（国民健康保険における国の負担等の特例）
第七十二条

療養につき同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の

院時食事療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該食事

の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する入

災国保被保険者に係る同法第七十条第一項第一号に規定する療養の

から第七十七条までにおいて同じ。）につき同法第七十四条第一項

給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額

額（その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、

二号及び第六十七条から前条までの規定（以下この項において「一

を控除した額並びに同号に規定する入院時食事療養費、入院時生活

（後期高齢者医療の入院時生活療養費の額の特例）

当該現に食事療養に要した費用の額）とする。

部負担金免除等規定」という。）が適用される場合においては、被

療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養

齢者医療被保険者が受けた生活療養（高齢者の医療の確保に関する

第七十四条 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高

費の支給に要する費用の額は、一部負担金免除等規定の適用がない
としたならばこれらの保険給付に要することとなる費用の額（次項

法律第六十四条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下この

において「免除前給付費用額」という。
）に相当する額とする。
前項の場合において、国は、国民健康保険法第四十四条第一項第

２

項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する

入院時生活療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該生

条から第七十七条までにおいて同じ。）につき同法第七十五条第一

活療養につき同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用

二号の措置を採る国民健康保険の保険者に対し、予算の範囲内にお
費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養

いて、当該被災国保被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養
費若しくは特別療養費の支給に要する費用の額から免除前給付費用
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の額（その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるとき

（後期高齢者医療の療養費の額の特例）

きは、当該現に生活療養に要した費用の額）の合算額とする。

者が受けた療養につき高齢者の医療の確保に関する法律第七十七条

ら平成二十四年二月二十九日までの間に被災後期高齢者医療被保険

第七十六条 後期高齢者医療広域連合が、平成二十三年三月十一日か

第一項若しくは第二項又は第八十二条第三項若しくは第四項の規定

（後期高齢者医療の保険外併用療養費の額の特例）

は、当該現に生活療養に要した費用の額）とする。

齢者医療被保険者が受けた評価療養（高齢者の医療の確保に関する

第七十五条 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高

により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する療養費の

する場合を含む。）の規定にかかわらず、当該療養（食事療養及び

法律第六十四条第二項第三号に規定する評価療養をいう。次項にお

生活療養を除く。）につき算定した費用の額及び当該食事療養又は

額は、同法第七十七条第三項（同法第八十二条第五項において準用

れているものに限る。）につき同法第七十六条第一項の規定により

生活療養につき算定した費用の額を基準として、後期高齢者医療広

をいう。次項において同じ。）（これらの療養のうち食事療養が含ま
当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する保険外併用療養

いて同じ。）又は選定療養（同条第二項第四号に規定する選定療養

費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する

前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合

域連合が定める額とする。

においては高齢者の医療の確保に関する法律第七十一条第一項の療

２

要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の

とし、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第七十

養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定するもの

後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療

額）の合算額とする。

定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該食事療養に

額及び当該食事療養につき同法第七十四条第二項の厚生労働大臣が

２

三条の規定（第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以

条の規定（第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降

降に受けた食事療養については、同法第七十四条第二項の規定）

に受けた生活療養については、同法第七十五条第二項の規定）を、

被保険者が受けた評価療養又は選定療養（これらの療養のうち生活

保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規

保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては同法第七十六

を、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第七十四

定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び当該生活療養につき

条第二項第一号の規定（前項に規定する療養に食事療養又は生活療

する法律第七十六条第一項の規定により当該被災後期高齢者医療被

同法第七十五条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した

療養が含まれているものに限る。）につき高齢者の医療の確保に関

費用の額（その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えると
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当該現に食事療養に要した費用の額）

被保険者が受けた特別療養費に係る療養（生活療養が含まれている

２ 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療

養が含まれるときは、前条の規定（第五十条に規定する厚生労働大
は、同法第七十四条第二項又は第七十五条第二項の規定））を、そ

第一項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給

療養に限る。）につき高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条

臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養について
れぞれ準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を

する特別療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号に

超えることができない。
（後期高齢者医療の特別療養費の額の特例）

当該療養（生活療養を除く。）につき、被保険者証が交付され

療の確保に関する法律第七十一条第一項の療養の給付に要する費

ているならば療養の給付を受けることができる場合は高齢者の医

一

規定する額及び第二号に規定する額の合算額とする。

れている療養に限る。）につき高齢者の医療の確保に関する法律第

齢者医療被保険者が受けた特別療養費に係る療養（食事療養が含ま

第七十七条 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高

八十二条第一項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対
して支給する特別療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、

用の額の算定に関する基準により、被保険者証が交付されている

第七十六条第二項第一号の厚生労働大臣が定める基準により算定

した費用の額（その額が現に当該療養に要した費用の額を超える

当該療養（食事療養を除く。）につき、被保険者証が交付され

ているならば療養の給付を受けることができる場合は高齢者の医

ならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法

当該現に生活療養に要した費用の額）

（その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、

条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

当該生活療養につき高齢者の医療の確保に関する法律第七十五

ときは、当該現に療養に要した費用の額）

第七十六条第二項第一号の厚生労働大臣が定める基準により算定

六十九条第一項第二号及び第七十三条から前条までの規定（以下こ

東日本大震災に際し高齢者の医療の確保に関する法律第

（後期高齢者医療における国の負担等の特例）

の項において「一部負担金免除等規定」という。）が適用される場

第七十八条

条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

当該食事療養につき高齢者の医療の確保に関する法律第七十四

ときは、当該現に療養に要した費用の額）

した費用の額（その額が現に当該療養に要した費用の額を超える

用の額の算定に関する基準により、被保険者証が交付されている

療の確保に関する法律第七十一条第一項の療養の給付に要する費

一

ならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法

二

第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合算額とする。

二

（その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、
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合においては、被災後期高齢者医療被保険者に係る同法第九十三条
第一項に規定する療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震

適用の特例）

食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問

時期が分からない場合には、中小企業退職金共済法（昭和三十四年

合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の

による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場

第八十条

看護療養費及び特別療養費の支給に要する費用の額は、一部負担金

法律第百六十号）の死亡に係る退職金の支給に関する規定の適用に

一部負担金に相当する額を控除した額並びに同項に規定する入院時

免除等規定の適用がないとしたならばこれらの給付に要することと

（労働保険の保険料の免除の特例）

ついては、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

政府は、次の各号のいずれにも該当する労働保険の適用

法（昭和四十九年法律第百十六号）第五条第一項の適用事業をい

事業（労働者災害補償保険法第三条第一項の適用事業又は雇用保険

第八十一条

当する額とする。
前項の場合において、国は、高齢者の医療の確保に関する法律第

なる費用の額（次項において「免除前給付費用額」という。）に相
２

し、予算の範囲内において、当該被災後期高齢者医療被保険者に係

第三十五条第一項第一号の規定により同法第三条第一項の適用事業

う。以下この条において同じ。）の事業主（労働者災害補償保険法

六十九条第一項第二号の措置を採る後期高齢者医療広域連合に対

用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に要

る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併

ら申請があった場合において、必要があると認めるときは、労働保

の事業主とみなされた団体を除く。以下この条において同じ。）か

以下この条及び第八十四条において「徴収法」という。）第十五条

険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号。

する費用の額から免除前給付費用額を控除した額を補助する。

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地

（労働者災害補償保険法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適
用の特例）
第七十九条

適用事業が第二号に該当するに至った月から当該労働保険の適用事

法第十一条第一項に規定する一般保険料の額のうち当該労働保険の

業が同号に該当しなくなるに至った月の前月（その月が平成二十四

第一項及び第二項並びに第十九条第三項の規定にかかわらず、徴収

の時期が分からない場合には、労働者災害補償保険法（昭和二十二

年三月以後であるときは、同年二月）までの期間（以下この項にお

震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない

年法律第五十号）の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用につ

いて「免除対象期間」という。）に当該労働保険の適用事業の事業

場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡

（中小企業退職金共済法の死亡に係る退職金の支給に関する規定の

いては、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
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２

主がその事業に使用する全ての労働者に支払う賃金の総額（その額

団体をいう。第四項において「第二種特別加入者の団体」とい

関して労働者災害補償保険の適用を受けることにつき承認を受けた

補償保険法第三十五条第一項の規定により当該第二種特別加入者に

は、徴収法第十五条第一項及び第二項並びに第十九条第三項の規定

う。）から申請があった場合において、必要があると認めるとき

収法第十二条第一項に規定する一般保険料に係る保険料率を乗じて
得た額に相当する部分、徴収法第十三条に規定する第一種特別加入

に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。）に徴

保険料の額のうち免除対象期間に係る部分として厚生労働省令で定
める額及び徴収法第十四条の二第一項に規定する第三種特別加入保

るに至った月の前月（その月が平成二十四年三月以後であるとき

入者について第二号に該当するに至った月から同号に該当しなくな

にかかわらず、第二種特別加入保険料の額のうち当該第二種特別加

額を免除することができる。

は、同年二月）までの期間に係る部分として厚生労働省令で定める
一

平成二十三年三月十一日において特定被災区域に住所を有して

一日において特定被災区域に所在していたこと（事業の期間が予

当該第二種特別加入者が東日本大震災による被害を受けたこと

いたこと。

により、第二種特別加入保険料の支払が困難であると認められる

二

事情が生じていること。

業が同項第二号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を厚生労

事業の事業主は、平成二十四年二月までの間において、当該適用事

第一項の規定により労働保険料の額を免除された労働保険の適用

とにより、当該労働保険の適用事業に使用される労働者に対する

当該労働保険の適用事業が東日本大震災による被害を受けたこ

務所が特定被災区域に所在していたこと。）
。

定される労働保険の適用事業にあっては、当該事業の事業主の事

当該労働保険の適用事業の行われる場所が平成二十三年三月十

険料の額のうち免除対象期間に係る部分として厚生労働省令で定め

二

一

る額を免除することができる。

３

賃金の支払に著しい支障が生じていることその他の徴収法第十条
加入保険料（以下この条において「第二種特別加入保険料」とい

働大臣に届け出なければならない。

第二項に規定する労働保険料（同項第三号に規定する第二種特別
う。）
、同項第四号に規定する印紙保険料及び同項第五号に規定す

第二項の規定により第二種特別加入保険料の額を免除された第二

二号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を厚生労働大臣に届

第二種特別加入保険料の額の免除に係る第二種特別加入者が同項第

種特別加入者の団体は、平成二十四年二月までの間において、当該

４

る特例納付保険料を除く。第三項において「労働保険料」とい
う。
）の支払が困難であると認められる事情が生じていること。
下この条において「第二種特別加入者」という。）が次の各号のい

政府は、徴収法第十四条第一項に規定する第二種特別加入者（以
ずれにも該当し、かつ、当該第二種特別加入者の団体（労働者災害
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数（当該受給資格者が同法第二十条第一項及び第二項の規定による

期間内に基本手当の支給を受けた日数が当該所定給付日数に満たな

を受けた日に限る。）について、同条第一項に規定する所定給付日

い場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。）を超え

け出なければならない。
第八十二条 雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者（平成

て、基本手当を支給することができる。

（雇用保険の基本手当の給付日数の延長の特例）
二十三年三月十一日において特定被災区域内に所在する事業所に雇

前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する

第二項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期

間は、雇用保険法第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、

４

日数は、六十日を限度とするものとする。

３

用されていた労働者に限る。）であって、当該事業所の事業が東日
本大震災の被害を受けたため離職を余儀なくされたもの（同法第二
十二条第二項に規定する受給資格者以外の受給資格者のうち同法第
に限る。）である者及び同法第二十三条第二項に規定する特定受給

る。

これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とす

十三条第三項に規定する特定理由離職者（厚生労働省令で定める者
資格者に限る。）についての同法附則第五条の規定の適用について

第二項の規定が適用される場合における雇用保険法第二十八条、

適用については、同法第二十八条第一項中「広域延長給付を受けて

第二十九条、第三十二条、第三十三条及び第七十九条の二の規定の

５

は、同条第二項中「六十日」とあるのは「百二十日」と、「三十
日」とあるのは「九十日」と、同条第三項中「前項」とあるのは

いる受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなけ

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する
法律（平成二十三年法律第四十号）第八十二条第一項の規定により

れば」とあるのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助

読み替えて適用される前項」とする。
２ 雇用保険法第二十二条第二項に規定する受給資格者（平成二十三

及び助成に関する法律（平成二十三年法律第四十号）第八十二条第

わつた後でなければ広域延長給付、
」と、「行わず」とあるのは「行

年三月十一日において特定被災区域内に所在する事業所に雇用され

わず、広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域

う。）を受けている受給資格者については、当該特例延長給付が終

延長給付が終わつた後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付は

二項の規定による基本手当の支給（以下「特例延長給付」とい

知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援

安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして当該受給資格者の

行わず」と、同条第二項中「広域延長給付又は」とあるのは「特例

ていた労働者に限る。）であって、当該事業所の事業が東日本大震

を計画的に行う必要があると認めたものについては、第四項の規定

災の被害を受けたため離職を余儀なくされたもののうち、公共職業

による期間内の失業している日（失業していることについての認定
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延長給付、広域延長給付又は」と、「広域延長給付が行われるこ

拠出金の免除の特例）

なつたときは、特例延長給付が行われる間は、その者について広域

付を受けている受給資格者について特例延長給付が行われることと

が行われる間」と、「行わない」とあるのは「行わず、広域延長給

康被害の救済に関する法律第三十七条第一項に規定する一般拠出金

の規定にかかわらず、平成二十三年度の一般拠出金（石綿による健

は、同法第三十八条第一項において準用する徴収法第十九条第三項

じ。）から申請があった場合において、必要があると認めるとき

に規定する労災保険適用事業主に限る。以下この条において同

事業主（石綿による健康被害の救済に関する法律第三十五条第一項

延長給付は行わない」と、同法第二十九条第一項及び第三十二条第

第八十四条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する事業の

一項中「又は全国延長給付」とあるのは「、全国延長給付又は特例

をいう。以下この条において同じ。）の額を免除することができ

と」とあるのは「特例延長給付又は広域延長給付が行われること」

延長給付」と、同法第三十三条第五項中「広域延長給付」とあるの

一

る。

と、「広域延長給付が行われる間」とあるのは「これらの延長給付

は「特例延長給付、広域延長給付」と、同法第七十九条の二中「、

あっては、当該事業の事業主の事務所が特定被災区域に所在して

定被災区域に所在していたこと（事業の期間が予定される事業に

当該事業の行われる場所が平成二十三年三月十一日において特

第五十八条第一項」とあるのは「、第五十八条第一項及び東日本大
震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十

事業に使用される労働者に対する賃金の支払に著しい支障が生じ

当該事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該

いたこと。）
。

二条第二項」とする。
（石綿による健康被害の救済に関する法律の死亡に係る給付の支給
二

ていることその他の一般拠出金の支払が困難であると認められる

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地

に関する規定の適用の特例）

事情が生じていること。

第八十三条

震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない

東日本大震災による被害を受けた施設給付決定保護者

（児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十四条の三第

第八十五条

（障害児施設給付費の支給に要する費用に係る国の負担の特例）

場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡
の時期が分からない場合には、石綿による健康被害の救済に関する
法律（平成十八年法律第四号）の死亡に係る給付の支給に関する規

おいて同じ。）が受ける同法第二十四条の二第一項に規定する障害

六項に規定する施設給付決定保護者をいう。以下この条及び次条に

定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定す
（石綿による健康被害の救済のため支給される給付等に充てる一般

る。

26

児施設給付費（以下この条及び次条において「障害児施設給付費」
という。）の支給について同法第二十四条の五の規定が適用される

都道府県等は、特例対象期間に当該都道府県等の被災施

（指定知的障害児施設等における食費及び居住費に関する補助）
第八十六条

場合（特定被災地方公共団体その他東日本大震災による被害の状況

よる被害を受けたことにより障害児施設給付費の支給について児童

設給付決定保護者（施設給付決定保護者であって、東日本大震災に

勘案して厚生労働大臣が定める費用の額から当該被災施設給付決定

保護者に対し支給する同法第二十四条の七第一項に規定する特定入

所障害児食費等給付費の額（当該特定入所障害児食費等給付費が支

国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、前項の規定に

給されない場合には、零とする。）を控除した額を支給する。

八、第五十七条の二第一項及び第五十七条の五の規定は、第一項の

３ 児童福祉法第二十四条の三第八項から第十項まで、第二十四条の

よる支給に要する費用の額に相当する額を補助する。

２

児施設等における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を

の提供に要した費用及び居住に要した費用について、指定知的障害

対し、当該指定施設支援を行う指定知的障害児施設等における食事

する指定施設支援を受けたときは、当該被災施設給付決定保護者に

う。）に入所し、当該指定知的障害児施設等から同条第一項に規定

害児施設等（以下この項において「指定知的障害児施設等」とい

に係る障害児が、同法第二十四条の二第一項に規定する指定知的障

る額が零であるものに限る。）をいう。以下この項において同じ。）

読み替えられた同法第二十四条の二第二項の当該都道府県等が定め

福祉法第二十四条の五の規定が適用されたもの（同条の規定により

その他の事情をしん酌して厚生労働大臣が定める都道府県、指定都
市又は同法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市（以
下この条及び次条において「都道府県等」という。）において、平
成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間にお
いて特定被災区域における災害救助法第二条に規定する救助の実施
状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間（第
八十七条において「国庫負担特例適用期間」という。）に児童福祉
法第二十四条の五の規定が適用される場合であって、同条の規定に
より読み替えられた同法第二十四条の二第二項の当該都道府県等が

前項の場合において、国は、都道府県等に対し、予算の範囲内に

額とする。

定の適用がないとしたならば国が負担することとなる額に相当する

に要する費用に対して国が負担する額は、同法第二十四条の五の規

規定により当該施設給付決定保護者に係る障害児施設給付費の支給

定める額が零であるときに限る。）においては、同法第五十三条の

２

おいて、児童福祉法第二十四条の五の規定が適用された施設給付決
定保護者に係る障害児施設給付費の支給に要する費用の額から同条
の規定の適用がないとしたならば当該施設給付決定保護者に係る障
害児施設給付費の支給に要する費用の額となる額を控除した額を補
助する。
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規定による支給について準用する。この場合において、必要な技術
（介護給付費等の支給に要する費用に係る国の負担等の特例）

的読替えは、政令で定める。

市町村は、特例対象期間に当該市町村の被災支給決定障

（指定障害者支援施設等における食費及び居住費に関する補助）

害者等（支給決定障害者等であって、東日本大震災による被害を受

第八十八条

けたことにより介護給付費等の支給について障害者自立支援法第三

十一条の規定が適用されたもの（同条の規定により読み替えられた

東日本大震災による被害を受けた支給決定障害者等（障

害者自立支援法第五条第十八項第二号に規定する支給決定障害者等

同法第二十九条第三項の当該市町村が定める額が零であるものに限

第八十七条
をいう。以下この条及び次条において同じ。）が受ける同法第十九

スに係る支給決定を受けたものに限る。以下この項において同

る。）のうち、同法第三十四条第一項に規定する特定入所等サービ

じ。）が、同法第五条第十二項に規定する施設入所支援を受けたと

う。）の支給について同法第三十一条の規定が適用される場合（特
定被災地方公共団体（市町村に限る。）その他東日本大震災による

事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、当該指定障

同法第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等における食

害者支援施設等における食事の提供及び居住に要する平均的な費用

きは、当該被災支給決定障害者等に対し、当該施設入所支援を行う

第二十九条第三項の当該市町村が定める額が零であるときに限る。）

が適用される場合であって、同条の規定により読み替えられた同法

被害の状況その他の事情をしん酌して厚生労働大臣が定める市町村

においては、同法第九十四条第一項及び第九十五条第一項の規定に

額（当該特定障害者特別給付費が支給されない場合には、零とす

定障害者等に対し支給する同項に規定する特定障害者特別給付費の

に対して国及び都道府県が負担する額は、同法第三十一条の規定の

る。）及び同法第三十五条第一項に規定する特例特定障害者特別給

の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額から当該被災支給決

適用がないとしたならば国及び都道府県が負担することとなる額に

国は、市町村に対し、予算の範囲内において、前項の規定による

十九条第四項から第六項まで及び第八項の規定は、第一項の規定に

３ 障害者自立支援法第八条第一項、第十三条、第十四条並びに第二

支給に要する費用の額に相当する額を補助する。

２

は、零とする。
）を控除した額を支給する。

付費の額（当該特例特定障害者特別給付費が支給されない場合に

前項の場合において、国は、市町村に対し、予算の範囲内におい

相当する額とする。

より当該支給決定障害者等に係る介護給付費等の支給に要する費用

（特別区を含む。）において、国庫負担特例適用期間に同条の規定

条第一項に規定する介護給付費等（以下「介護給付費等」とい

２

て、障害者自立支援法第三十一条の規定が適用された支給決定障害
者等に係る介護給付費等の額から同条の規定の適用がないとしたな
らば当該支給決定障害者等に係る介護給付費等の額となる額を控除
した額を補助する。
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付に要することとなる費用の額（次項において「免除前給付費用

前項の場合において、国は、市町村に対し、予算の範囲内におい

よる支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替
２

額」という。）に相当する額とする。

（介護給付及び予防給付に要する費用に係る国の負担等の特例）

えは、政令で定める。

て、当該介護保険の被保険者に係る介護給付及び予防給付に要する

費用の額から免除前給付費用額を控除した額を補助する。

東日本大震災による被害を受けた介護保険の被保険者が

受ける介護給付（介護保険法第十八条第一号に規定する介護給付を

第八十九条

市町村は、特例対象期間に当該市町村の被災介護保険被保

（介護保険施設等における食費及び居住費等に関する補助）

る場合（特定被災地方公共団体（市町村に限る。）その他東日本大

えられた同法第五十条各号に定める規定又は同法第六十条各号に定

又は第六十条の規定が適用されたもの（これらの規定により読み替

けたことにより介護給付又は予防給付について介護保険法第五十条

険者（介護保険の被保険者であって、東日本大震災による被害を受

第九十条

いう。以下この条及び次条において同じ。）又は予防給付（同法第
十八条第二号に規定する予防給付をいう。以下この条及び次条にお

震災による被害の状況その他の事情をしん酌して厚生労働大臣が定

いて同じ。）について同法第五十条又は第六十条の規定が適用され

める市町村（特別区を含む。以下この条から第九十二条までにおい

一条の三第一項に規定する特定介護サービスを受けたときは、当該

める規定により当該市町村が定めた割合が百分の百であるものに限

被災介護保険被保険者に対し、当該特定介護サービスを行う同法第

る。
）をいう。以下この条及び次条において同じ。）が、同法第五十

条に規定する救助の実施状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣

八条第二十二項に規定する介護保険施設、同法第四十一条第一項に

月二十九日までの間において特定被災区域における災害救助法第二
が定める日までの間に介護保険法第五十条又は第六十条の規定が適

て同じ。）において、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二

用される場合であって、これらの規定により読み替えられた同法第

規定する指定居宅サービス事業者又は同法第四十二条の二第一項に

三第二項第一号に規定する食費の基準費用額及び同項第二号に規定

規定する指定地域密着型サービス事業者における食事の提供に要し

する居住費の基準費用額の合計額から当該被災介護保険被保険者に

五十条各号に定める規定又は同法第六十条各号に定める規定により

第一項、第百二十四条第一項及び第百二十五条第一項に規定する介

対し同条第一項の規定により支給する特定入所者介護サービス費の

た費用及び居住又は滞在に要した費用について、同法第五十一条の

護給付及び予防給付に要する費用の額のうち当該介護保険の被保険

額（当該特定入所者介護サービス費が支給されない場合には、零と

は、同法第百二十一条第一項、第百二十二条第二項、第百二十三条

者に係る介護給付及び予防給付に要する費用の額は、同法第五十条

当該市町村が定めた割合が百分の百であるときに限る。）において

又は第六十条の規定の適用がないとしたならば介護給付及び予防給
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する。）又は同法第五十一条の四第一項の規定により支給する特例

護予防サービス費の額（当該特例特定入所者介護予防サービス費が

国は、市町村に対し、予算の範囲内において、前項の規定による

支給されない場合には、零とする。
）を控除した額を支給する。

の規定による支給について準用する。この場合において、必要な技

六十一条の三第四項、第五項、第七項及び第九項の規定は、第一項

３ 介護保険法第二十二条第一項、第二十五条、第二十六条並びに第

支給に要する費用の額に相当する額を補助する。

２

特定入所者介護サービス費の額（当該特例特定入所者介護サービス
費が支給されない場合には、零とする。）を控除した額を支給す
国は、市町村に対し、予算の範囲内において、前項の規定による

る。
支給に要する費用の額に相当する額を補助する。

術的読替えは、政令で定める。

介護保険法第二十二条第一項、第二十五条、第二十六条並びに第
五十一条の三第四項、第五項、第七項及び第九項の規定は、第一項

２
３

（特定介護老人福祉施設における食費及び居住費に関する補助）

市町村は、特例対象期間に当該市町村の介護保険法施行

の規定による支給について準用する。この場合において、必要な技

法（平成九年法律第百二十四号）第十三条第三項に規定する要介護

第九十二条

福祉施設サービスを受けた場合であって、東日本大震災による被害

所者生活介護又は同法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護

護保険法第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入

旧措置入所者が、同項に規定する特定介護老人福祉施設において介

保険者が、介護保険法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予

を受けたことによりこれらのサービスに必要な費用を負担すること

市町村は、特例対象期間に当該市町村の被災介護保険被

（特定介護予防サービス事業者における食費及び滞在費に関する補

術的読替えは、政令で定める。
助）

防サービスを受けたときは、当該被災介護保険被保険者に対し、当

が困難であると認めたときは、当該要介護旧措置入所者に対し、当

第九十一条

該特定介護予防サービスを行う同法第五十三条第一項に規定する指

該特定介護老人福祉施設における食事の提供に要した費用及び居住

規定する食費の特定基準費用額及び同項第二号に規定する居住費の

定介護予防サービス事業者における食事の提供に要した費用及び滞

特定基準費用額の合計額から当該要介護旧措置入所者に対し介護保

に要した費用について、介護保険法施行法第十三条第五項第一号に

額の合計額から当該被災介護保険被保険者に対し同条第一項の規定

険法第五十一条の三第一項の規定により支給する特定入所者介護サ

する食費の基準費用額及び同項第二号に規定する滞在費の基準費用
により支給する特定入所者介護予防サービス費の額（当該特定入所

ービス費の額（当該特定入所者介護サービス費が支給されない場合

在に要した費用について、同法第六十一条の三第二項第一号に規定

同法第六十一条の四第一項の規定により支給する特例特定入所者介

者介護予防サービス費が支給されない場合には、零とする。）又は
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には、零とする。）を控除した額を支給する。
国は、市町村に対し、予算の範囲内において、前項の規定による

適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の同月から平成二

十四年二月までのいずれかの月に受けた報酬（同法第三条第一項第

五十一条の三第四項、第五項、第七項及び第九項の規定は、第一項

介護保険法第二十二条第一項、第二十五条、第二十六条並びに第

著しく低下した月から、厚生年金保険の標準報酬月額を改定するこ

と認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その

った報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、必要がある

の額が、その者のその月の厚生年金保険の標準報酬月額の基礎とな

三号に規定する報酬をいう。以下この条及び次条において同じ。）

の規定による支給について準用する。この場合において、必要な技

とができる。

支給に要する費用の額に相当する額を補助する。

２
３

（戦傷病者戦没者遺族等援護法の死亡に係る援護に関する規定の適

厚生労働大臣は、前項の規定により厚生年金保険の標準報酬月額

震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない

月額に比べて、著しく上昇した場合において、必要があると認める

その者のその月の厚生年金保険の標準報酬月額の基礎となった報酬

月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、

が改定された厚生年金保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌

場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡

ときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上

２

術的読替えは、政令で定める。
用の特例）

の時期が分からない場合には、戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭和

昇した月から、厚生年金保険の標準報酬月額を改定することができ

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地

二十七年法律第百二十七号）の死亡に係る援護に関する規定の適用

る。

第九十三条

（厚生年金保険の標準報酬月額の改定の特例）

年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第六条第一項第三号に

規定する七十歳以上の使用される者（次項において「七十歳以上の

一項中「厚生年金保険の被保険者」とあるのは「同法第二十七条に

額に相当する額を算定する場合に準用する。この場合において、第

前三項の規定は、厚生年金保険法第四十六条第一項の標準報酬月

規定する船舶所有者（次条第一項第一号において単に「船舶所有

使用される者」という。）」と、第二項中「厚生年金保険の被保険

４

改定された厚生年金保険の標準報酬月額について準用する。

３ 厚生年金保険法第二十三条第二項の規定は、前二項の規定により

については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
第九十四条 厚生労働大臣は、平成二十三年三月十一日において特定
被災区域に所在した厚生年金保険の適用事業所（同日において特定

者」という。）に係る同法第六条第一項第三号に規定する船舶を含

被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた厚生

む。）の事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該
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者」とあるのは「七十歳以上の使用される者」と読み替えるものと

第一項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生

年金保険の被保険者が厚生年金基金（以下この項において「基金」

３

じ。）又は徴収金（同法第百四十条第一項の規定による徴収金をい

第百三十八条第一項に規定する掛金をいう。以下この項において同

という。）の加入員である場合においては、掛金（厚生年金保険法

金保険の適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要

第九十五条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する厚生年

金の額を免除した基金の加入員の費用の負担に関し必要な事項につ

う。以下この項において同じ。）の額の免除及び当該掛金又は徴収

（厚生年金保険の保険料の免除の特例）

する。

があると認めるときは、厚生年金保険法第八十二条第一項の規定に

いては、同法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることが

かかわらず、当該適用事業所が第二号に該当するに至った月から当
該適用事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月（その月が

（老齢厚生年金の裁定の特例）

できる。

第九十六条 厚生労働大臣は、平成二十三年三月一日から第一号に規

平成二十四年三月以後であるときは、同年二月）までの期間に納付
保険者及び当該被保険者を使用する事業主が負担すべき保険料をい

すべき厚生年金保険の保険料（同項の規定により厚生年金保険の被

平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在していた

二条の規定による老齢厚生年金を受ける権利については、その権利

て次の各号のいずれにも該当するものに係る厚生年金保険法第四十

して厚生労働大臣が定める日までの間に六十五歳に達する者であっ

定する厚生労働大臣が定める区域における災害の復旧の状況を勘案

こと（当該適用事業所が船舶であるときは、船舶所有者が同日に

を有する者の同法第三十三条の請求がない場合であっても、必要が

特定被災区域のうち交通、郵便その他の事情を勘案して厚生労

働大臣が定める区域に住所を有すること。

平成二十三年三月十一日前に厚生年金保険法附則第八条の規定

による老齢厚生年金その他の政令で定める給付を受ける権利に係
る裁定を受けたこと。

（厚生年金保険法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特

二

一

あると認めるときは、同条の裁定を行うことができる。

おいて特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有
当該適用事業所の事業が東日本大震災による被害を受けたこと

していたこと。
）。

う。
）の額を免除することができる。
一

二

により、当該適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者に
対する報酬の支払に著しい支障が生じていること。
前項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年

金保険の適用事業所の事業主は、平成二十四年二月までの間におい

２

は、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

て、当該適用事業所が同項第二号に該当しなくなるに至ったとき
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例）

場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡

の時期が分からない場合には、国民年金法の死亡に係る給付の支給

に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したもの

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地

震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない

第九十七条

（確定給付企業年金法の遺族給付金の支給に関する規定の適用の特

と推定する。

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に

場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡
例）

の時期が分からない場合には、厚生年金保険法の死亡に係る給付の
支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡した

第九十八条 厚生労働大臣は、平成二十三年三月一日から第九十六条

五十号）の遺族給付金の支給に関する規定の適用については、同日

期が分からない場合には、確定給付企業年金法（平成十三年法律第

又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時

よる災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合

第百条

に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に六十五歳に達する者

（老齢基礎年金の裁定の特例）

ものと推定する。

であって次の各号のいずれにも該当するものに係る国民年金法（昭

（確定拠出年金法の死亡一時金の支給に関する規定の適用の特例）

に、その者は、死亡したものと推定する。

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別

措置法（平成二十三年法律第百七号。以下この条において「平成二

第百二条

により適用される児童手当法等の拠出金の免除の特例）

（平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法

に、その者は、死亡したものと推定する。

十八号）の死亡一時金の支給に関する規定の適用については、同日

時期が分からない場合には、確定拠出年金法（平成十三年法律第八

合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の

による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震

和三十四年法律第百四十一号）第二十六条の規定による老齢基礎年

第九十六条第一号に規定する厚生労働大臣が定める区域に住所
を有すること。
平成二十三年三月十一日前に厚生年金保険法附則第八条の規定
による老齢厚生年金その他の政令で定める給付を受ける権利に係

第百一条

金を受ける権利については、その権利を有する者の同法第十六条の
請求がない場合であっても、必要があると認めるときは、同条の裁
一

定を行うことができる。

二
る裁定を受けたこと。

（国民年金法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例）
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地

震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない

第九十九条
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十三年度子ども手当支給特別措置法」という。）第二十条第一項、
年二月）まで

った月の前月（その月が平成二十四年三月以後であるときは、同

災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和四十八年法律第八

十二号）第十条第一項の災害援護資金であって、東日本大震災によ

第百三条

（災害弔慰金の支給等に関する法律の特例）

第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法（昭和四十六
年法律第七十三号）第二十条第一項（平成二十二年度等における子
ども手当の支給に関する法律（平成二十二年法律第十九号。以下こ
の条において「平成二十二年度子ども手当支給法」という。）第二

令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条第三項及び

第四項並びに同法第十三条第一項の規定の適用については、同法第

り著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政

各号に掲げる者については、平成二十三年度子ども手当支給特別措

十条第三項中「十年」とあるのは「十三年」と、同条第四項中「年

十条第一項の規定により適用される児童手当法第二十条第一項を含

置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児

ころにより保証人を立てる場合にあつては、年零パーセント）」

三パーセント」とあるのは「年一・五パーセント（政令で定めると

と、同法第十三条第一項中「受けたため」とあるのは「受けたこと

童手当法第二十条第二項（平成二十二年度子ども手当支給法第二十

その他政令で定める事由により」とする。

律第十一条第一項の貸付け及び国が行う同法第十二条第一項の貸付

前項の資金に係る都道府県が行う災害弔慰金の支給等に関する法

成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及

条第一項の規定により適用される児童手当法第二十条第二項を含

む。以下この条において同じ。）に規定する一般事業主のうち次の

２

む。）の規定にかかわらず、当該各号に定める期間に納付すべき平
び第五項の規定により適用される児童手当法第二十条第一項に規定

けについての同法第十一条第二項及び第十二条第二項の規定の適用

する拠出金の額（第二号に掲げる者にあっては、第四十二条第一項
第一号に規定する学校等に勤務する私学共済加入者の標準給与及び

については、同法第十一条第二項中「十一年」とあるのは「十四

年」と、同法第十二条第二項中「十二年」とあるのは「十五年」

と、
「十一年」とあるのは「十四年」とする。

同項第二号に該当

次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機

除された厚生年金保険の適用事業所の事業主

一

第四十九条第一項及び第二項の規定による標準報酬月額の改定

構に行わせるものとする。

第百四条

（日本年金機構等への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任）

同項第二号に該当するに至った月から同号に該当しなくなるに至

第四十二条第一項の規定により掛金を免除された学校法人等

の月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月）まで

するに至った月から同号に該当しなくなるに至った月の前月（そ

第九十五条第一項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免

標準賞与に係る拠出金の額とする。
）を免除するものとする。
一

二
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二

第五十七条第一項（同条第三項において準用する場合を含

む。）の規定による申請の受理及び処分並びに同条第二項（同条

第六十六条第一項の規定による申請の受理及び処分並びに同条

第五十九条第一項及び第二項の規定による標準報酬月額の改定

第三項において準用する場合を含む。）の規定による届出の受理
三

第九十五条第一項の規定による申請の受理及び処分並びに同条

いて準用する場合を含む。
）の規定による標準報酬月額の改定

第九十四条第一項及び第二項（これらの規定を同条第四項にお

第二項の規定による届出の受理

四
五
六
第二項の規定による届出の受理
前項の場合においては、日本年金機構法（平成十九年法律第百九

る。

規定は、第一項各号に掲げる厚生労働大臣の権限について準用す

３ 厚生年金保険法第百条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の

第一項各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定め

る。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
４

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省

るところにより、地方厚生局長に委任することができる。

令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ

５

る。

第四十九条、第五十七条、第五十九条、第六十六条、第八

（適用）
第百五条

十一条、第八十四条、第九十四条、第九十五条及び第百二条の規定

は平成二十三年三月一日から、第五十条から第五十六条まで、第六

２

「ホ 厚生年金保険の保険給付及び
号）第二十七条第二項第四号中
二十一年法律第三十七号）第十
る事務及び同法第十八条第一項

十三条から第七十七条まで、第八十二条、第八十六条、第八十八

第二条

則

抄

この法律は、公布の日〔平成二十三年五月二日〕から施行す

障害者自立支援法附則第二十二条第一項に規定する特定旧法

（経過措置）

る。
〔以下略〕

第一条

（施行期日）

附

から適用する。

条、第九十条から第九十二条まで及び第百三条の規定は同月十一日

十一条から第六十五条まで、第六十七条から第七十一条まで、第七

国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律（平
三条第一項に規定する権限に係る事務、同法第十七条第一項に規定
に規定する収納に係る事務
「ホ 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給
十一年法律第三十七号）第十三条第一項に規
成
務及び同法第十八条第一項に規定する収納に
す とあるのは、
」
ヘ 東日本大震災に対処するための特別の財政
第百四条第一項に規定する権限に係る事務
付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する 法 律（平 成 二
定する権限に係る事務、同法第十七条第一項に規 定 す る 事
係る事務
とす
援助及び助成に関する法律（平成二十三年法律 第 四 十 号）
」
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受給者（同法第五条第十八項第二号に規定する支給決定障害者等で
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に限り、

あるものを除く。）は、この法律の施行の日から障害者自立支援法
第八十七条及び第八十八条第一項の規定の適用については、同法第
五条第十七項第二号に規定する支給決定障害者等とみなす。
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