○犯 罪被害者等 給付金支給法
昭 和 五十 五 年 五 月 一 日
法 律 第 三 十 六 号

(

)

この法律 は︑人の生 命又は身体 を害する 犯罪行為に より︑不 慮の死を 遂げた者の 遺族又は 重障害を 受けた者に 対し︑国 が

︵趣旨︶
第一条
犯 罪被害者等 給付金を 支給するこ とについ て規定す るものとす る︒
︵定義 ︶

この 法律にお いて﹁犯罪 被害﹂と は︑日本 国内又は日 本国外に ある日本 船舶若しく は日本航 空機内にお いて行われ た人の

この 法律において ﹁犯罪被 害者等給 付金﹂とは ︑第四条 に規定す る遺族給付 金又は障 害給付金 をいう︒

政令 で定める 程度のもの をいう︒

この 法 律に おい て ﹁重 障害 ﹂ とは ︑ 負 傷 又は 疾 病 が 治つ た と き︵ その 症状 が 固定 し たと きを 含 む ︒︶に お ける 身 体上 の 障害で

ない行為及び過失による 行為を除 く︒以下﹁犯罪行為﹂という ︒︶による死亡又は 重障害を いう︒

条 又は第四 十一条の 規定により 罰せられ ない行為を 含むもの とし︑同 法第三十五 条又は第 三十六条 第一項の規定 により罰 せられ

生命又 は身体を 害する罪 に当たる行為 ︵刑法︵ 明治四十 年法律第四 十五号︶ 第三十七 条第一項本 文︑第三 十九条第 一項︑第四 十

第二 条

２
３

国は ︑ 犯罪 被 害を 受け た 者︵ 以 下﹁ 被害 者 ﹂と い う ︒︶が あ ると き は ︑ この 法 律 の 定め る とこ ろに よ り︑ 被 害者 又 は遺 族

︵犯 罪被害者 等給付金 の支給︶
第三条

︵ これらの者 のうち︑ 当該犯罪 被害の原因 となつた 犯罪行為 が行われた 時におい て︑日本 国籍を有せず ︑かつ︑ 日本国内 に住所
を有しない者を除く ︒︶に対し︑犯罪被害者等給 付金を支給す る︒
︵ 犯罪被害 者等給付金 の種類等 ︶
遺族給 付金

犯罪被 害者等給付 金は︑一 時金とし ︑その種類は ︑次の とおりと する︒

一
障害給付 金

遺族 給 付金 は︑ 犯 罪被 害が 死 亡で あ る場 合に ︑ 第 一 順 位遺 族 ︵ 次 条第 三 項及 び第 四 項の 規定 に よる 第 一 順 位の 遺 族を いう ︒︶

二

第四条

２

に対 して支給 する︒

３

障 害給付金 は︑犯罪被 害が重障 害である 場合に︑当該 被害者 に対して 支給する︒
︵遺族の 範囲及び順 位︶
一

被害者の 収入によ つて生計 を維持して いた被害 者の子︑ 父母︑孫︑ 祖父母及 び兄弟姉妹

被害者の配偶者︵婚姻の 届出をしていないが ︑事実上 婚姻関係 と同様の事 情にあつ た者を含 む ︒︶

遺族給 付金の支 給を受け ることがで きる遺族 は︑被害 者の死亡の 時におい て︑次の 各号のいずれ かに該当 する者と する︒

二
前 号に該当 しない被害 者の子︑父 母︑孫︑ 祖父母及び 兄弟姉妹

被 害者を故 意に死亡 させ︑又は 犯罪被害 者の死亡 前に︑その 者の死亡 によつて遺 族給付金の 支給を受 けること ができる先 順位

それぞれ当 該各号に 掲げる順 序とし︑父 母につい ては︑養 父母を先に し︑実父 母を後に する︒

遺 族給付金 の支給を受 けるべき 遺族の順 位は︑第一項 各号の 順序とし︑ 同項第二号 及び第三 号に掲げ る者のうち にあつて は︑

子 とみなす ︒

死亡の 当時被害 者の収入 によつて生 計を維持し ていたと きにあつて は同項第 二号の子 と︑その他 のときに あつては 同項第三号 の

被害者の 死亡の当時 胎児であ つた子が 出生した場 合におい ては︑前 項の規定の 適用につ いては︑ その子は︑そ の母が被 害者の

三

第五条

２

３
４

若しく は同順位の遺 族となる べき者を 故意に死亡 させた者 は︑遺族 給付金の支 給を受け ることが できる遺族 としない ︒遺族給付
金 の支給を受 けること ができる先 順位又は 同順位の 遺族を故意 に死亡さ せた者も ︑同様とする ︒

次に 掲げる場 合には︑国 家公安委 員会規則 で定めると ころによ り︑犯罪 被害者等給 付金の全 部又は一部 を支給しな いこと

︵犯罪 被害者等 給付金を支給 しないこ とができ る場合︶
第六 条

二

一

前二号 に掲げる 場合のほ か︑被害者 又はその 遺族と加害 者との関 係その他 の事情から 判断して ︑犯罪被 害者等給付金 を支給

被害者が犯 罪行為を 誘発した とき︑その他 当該犯罪 被害に つき︑被害者 にも︑そ の責めに 帰すべき行 為があつ たとき︒

被害者 と加害者との間に親族関係︵事実上の婚 姻関係を 含む ︒︶ があるとき ︒

ができ る︒

三

し︑ 又は第九 条の規定によ る額を支 給するこ とが社会通 念上適切 でないと 認められる とき︒

犯罪 被害を原因 として被 害者又は遺 族に対し ︑労働者 災害補償保 険法︵昭 和二十二 年法律第五十 号︶その 他の法令 による

︵他の法 令による給 付等との 関係︶
第七 条

給付等 で政令で定 めるものが 行われる べき場合 には︑その 給付等に 相当する金 額として 政令で定 めるところ により算 定した額 の

限度 において ︑犯罪被害 者等給付 金を支給 しない︒
︵損害賠 償との関係 ︶

犯罪被 害を原因 として被 害者又は遺 族が損害 賠償を受 けたときは ︑その価 額の限度 において︑犯 罪被害者 等給付金 を支給

国は︑犯罪 被害者等 給付金を 支給したと きは︑そ の額の限 度において ︑当該犯 罪被害者 等給付金の支 給を受け た者が有 する損

しない ︒

第八条
２
害賠償 請求権を 取得する︒

犯罪被 害者等給付 金の額は ︑政令で 定めるところ により 算定する給 付基礎額に ︑遺族給 付金にあ つては遺族 の生計維 持の

︵ 犯罪被害 者等給付金 の額︶
第九条

状 況を勘案 し︑障害 給付金にあ つては障 害の程度 を基準とし て政令で 定める倍 数を乗じて 得た額︵ 遺族給付金 の支給を受 けるべ
き遺 族が二人以 上あると きは︑そ の人数で除 して得た額 ︶とす る︒
︵裁定の申 請︶

犯罪被 害者等給 付金の支 給を受けよ うとする 者は︑国 家公安委員 会規則で 定めるとこ ろにより︑ その者の 住所地を 管轄す

前項の申請 は︑当該 犯罪被害 の発生を知 つた日か ら二年を 経過したと き︑又は 当該犯罪被 害が発生し た日から 七年を経 過した

る都道 府県公安委員会︵以下 ﹁公安委員会﹂とい う ︒︶に申請 し︑その裁 定を受けなければ ならない︒

第十条
２
ときは ︑するこ とができない ︒
︵ 裁定等︶

前条第 一項の申 請があつ た場合には︑ 公安委員 会は︑ 速やかに︑犯 罪被害者 等給付金 を支給し︑ 又は支給 しない旨 の裁

犯 罪被害者等 給付金を 支給する 旨の裁定が あつたとき は︑当 該申請をした 者は︑当 該額の犯 罪被害者等 給付金の 支給を受 ける

定︵支給する旨の裁 定にあつては︑その 額の定めを 含む︒以 下同じ ︒︶ を行わなけ ればならない︒

第十一条
２
権利を取得 する︒

公安委員 会は︑第十 条第一項 の申請が あつた場合 において ︑犯罪行為 の加害者 を知るこ とができず ︑又は被 害者の障 害

︵仮 給付金の 支給等︶
第十二条

の程 度が明ら かでない 等当該犯罪 被害に係 る事実関 係に関し︑ 速やかに 前条第一 項の裁定をす ることが できない 事情がある とき

は ︑当該 申 請 をし た者 ︵次 条第 一項 及 び 第三 項 に お い て ﹁ 申 請 者 ﹂ と い う ︒︶ に 対 し ︑政 令 で 定 める 額 の範 囲 内 に お い て ︑仮 給

国は ︑前項の決定 があつた ときは︑ 仮給付金を 支給する ︒

付金 を支給す る旨の決定 をするこ とができ る︒
２

仮 給付金の 支給を受 けた者につ いて犯罪 被害者等 給付金を支 給する旨 の裁定が あつたときは ︑国は︑ 仮給付金 の額の限度 にお

仮給 付金の支 給を受け た者について 犯罪被害 者等給付 金を支給し ない旨の 裁定があ つたときは ︑その者 は︑仮給付 金に相当 す

そ の者は︑そ の差額を 返還しな ければなら ない︒

いて犯 罪被害者等 給付金を支 給する責 めを免れる ︒この場 合におい て︑当該裁 定で定め る額が仮 給付金の額 に満たな いときは ︑

３

４
る 金額を返 還しなけれ ばならな い︒
︵裁定 のための 調査等︶

公 安委員会 は︑裁定 を行うため 必要があ ると認め るときは︑ 申請者そ の他の関 係人に対し て︑報告 をさせ︑文 書その他

申請 者が︑正当 な理由がな くて︑第 一項の規定 による報 告をせず ︑文書その 他の物件 を提出せ ず︑出頭を せず︑又 は医師の 診

して 必要な事 項の報告を 求めるこ とができ る︒

公安委 員会は︑裁 定を行う ため必要が あると認 めるとき は︑犯罪捜 査の権限 のある機 関その他の 公務所又 は公私の 団体に照会

の物 件を提出さ せ︑出頭 を命じ︑ 又は医師の 診断を受け させる ことができる ︒

第 十三条
２
３

断 を拒んだと きは︑公 安委員会は ︑その申 請を却下 することが できる︒

第 十条から 前条までに 定めるも ののほか︑ 裁定の手 続その他 裁定に関し 必要な事 項は︑国 家公安委員会 規則で定 める︒

︵国家 公安委員 会規則への委 任︶
第十 四条
︵不正 利得の徴 収︶

偽 りその他不正の手段により犯罪被害者 等給付金︵仮 給付金を 含む︒以 下この項︑第 十九条及 び第二十 条において同じ︒︶

犯罪 被害者等 給付金の 支給を受け る権利は ︑二年間 行わないと きは︑時 効により 消滅する︒

前 項の規定 による徴収 金の先取 特権の順 位は︑国税 及び地方 税に次ぐ ものとする︒

の額に相当 する金額 の全部又 は一部を徴 収するこ とができる ︒

の支 給を受けた 者がある ときは︑ 国家公安委員 会は︑国 税徴収 の例により︑ その者か ら︑その 支給を受け た犯罪被 害者等給 付金

第十 五条

２
︵時効︶
第十 六条

︵犯罪 被害者等給 付金の支給 を受ける 権利の保 護︶

第十七 条

犯罪 被害者等 給付金の支 給を受け る権利は ︑譲り渡し ︑担保に 供し︑又は 差し押える ことがで きない︒

租税 その他の 公課は︑ この法律に より支給 を受けた 金銭を標準 として︑ 課すること ができない ︒

︵公課の 禁止︶
第十八 条

市 町村長︵特 別区の区 長を含む ものとし︑ 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

︵戸籍 事項の無料 証明︶
第十 九条

指定 都 市に あ つては ︑ 区長と す る ︒︶は ︑ 公安 委 員 会 又 は 犯 罪 被 害 者 等 給 付 金 の 支 給 を 受 けよう と す る者 に 対 し て ︑ 当該 市 ︵ 特

別 区を含む︒︶町村の条例 で定めるところによ り︑被害 者又はその 遺族の戸 籍に関し ︑無料で証 明を行う ことがで きる︒

国 家公安委 員会は︑ 犯罪被害者 等給付金 に関する 事務につい て公安委 員会を指 揮監督する ︒

︵国家 公安委員 会の指揮 監督権︶
第 二十条

第十一条第 一項の裁 定の取消 しを求める 訴えは︑ 当該裁定 についての 審査請求 に対する 国家公安委員 会の裁決 を経た

︵不 服申立てと 訴訟との 関係︶
第二十一条
後で なければ ︑提起する ことがで きない︒

こ の法律の規 定に基づ き政令を制 定し︑又は 改廃す る場合にお いては︑そ の政令で ︑その制定 又は改廃 に伴い合 理的

︵経過 措置︶
第二 十二条

に必要 と判断さ れる範囲内に おいて︑ 所要の経 過措置を定 めること ができる ︒

この法律 に特別の 定めがあ るもののほ か︑この 法律の実 施のための 手続その 他この法 律の施行に 関し必要 な事項は ︑

︵ 政令への 委任︶

則

警察 法︵昭和 二十九年法律 第百六十 二号︶の 一部を次の ように改 正する︒

︵警 察法の一 部改正︶

る︒

こ の法律は ︑昭和五十 六年一月 一日から 施行し︑こ の法律の 施行後に 行われた犯罪 行為によ る死亡又 は重障害に ついて適 用す

︵施行期日 等︶

附

政 令で定め る︒

第二十三 条

１

２

３

第五 条中第三 項を第四項と し︑第二 項の次に 次の一項を 加える︒

前項 に 規 定 する も の の ほか ︑ 国家 公安 委 員会 は ︑ 法 律︵ 法 律に 基づ く 命令 を 含む ︒︶ の 規定 に 基 づ きそ の 権限 に 属さ せ ら
れた 事 務 を つ か さ ど る ︒
第十二条 の次に次 の一条を加 える︒
︵ 専門委員︶

国家公安 委員会に ︑犯罪被 害者等給付金 支給法 ︵昭和五十 五年法律第 三十六号 ︶の規定 による裁定 に係る審 査

犯罪被 害者等給 付金に関 すること︒
犯罪 被害者等給 付金に関 する事務 の処理に要 する経費
第 五条第三 項の規定は︑ 都道府県 公安委員 会の事務に ついて準 用する︒

第 三十八条中 第五項を 第六項とし ︑第四項を 第五項と し︑第三 項の次に次 の一項を 加える︒

九

第三 十七条第 一項中﹁左 に﹂を﹁次 に﹂に改 め︑同項 に次の一号 を加える ︒

四

第二 十二条中﹁ 左に﹂を﹁ 次に﹂に 改め︑同 条に次の一 号を加え る︒

第 十七条中 ﹁つかさ どる﹂を﹁ つかさど り︑及び 同条第三項 の事務に ついて国 家公安委員会 を補佐す る﹂に改 める︒

専 門委員の 任命︑任 期その他専 門委員に関 し必要な 事項は︑政 令で定め る︒

請求について 専門の事項を調査審議させる ため︑専門委 員若干 人を置く ︒

第十二 条の二
２

４

第 四十六条 第二項中﹁及び第五項﹂を﹁及 び第六項﹂ に︑﹁ 第三十八条第五項﹂を﹁第三十 八条第六 項﹂に改め る︒

第四十七 条第二項 中﹁つか さどる﹂を ﹁つかさ どり︑並 びに第三十 八条第四 項におい て準用する 第五条第 三項の事 務につい
て都 道府県公 安委員会 を補佐する ﹂に改め る︒

