事務連絡
令和2年7月17日
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障害保健福祉主管部(局)御中

核
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課
精神・障害保健課

令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及び
れに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について

「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 N却という。)第3条第1項及び第2項の
規定により、特定非常災害の被害者の権利利益であって、その存続期間が特定非
常災害の発生日以後に満了するものについては、告示で定めるところにより、当
該権利利益に係る満了日を延長する措置をとることができるものとされていま
す。

今般、「令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対
し適用すべき措置の指定に関する政令」(令和2年政令第223号)により、令和

2年7月豪雨(以下「当該豪雨」という。)が特定非常災害に指定されるととも
に、法第3条第2項の規定に基づく厚生労働省告示(「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第三条第二項の規定に基
づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を

令和二年十二月二十八日とする措置を指定する件」(令和2年厚生労働省告示第
264号。以下「告示」という。))により、厚生労働省関係の一定の権利利益に
関する満了日について、当該豪雨の被害者による延長の申出を必要とせずに、

律に令和2年12月28日まで延長する措置を講ずることとしました。
これに伴う障害保健福祉に関する法令の運用における留意点等は下記のとお
りとなりますので、御了知の上、管内市町村、障害福祉サービス等事業者、医療
機関等への周知をよろしくお願いいたします。

収受
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記

第1 満了日の延長を行った権利利益
1 告示により満了日を延長した権利利益については、別添のとおりであり、そ
のうち障害保健福祉に関する権利利益の延長を行ったものは次のとおりであ
る。

(1)児童福祉法(昭和22年法律第164号)関係
0 指定障害児通所支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係る
ものに限る。)(第21条の 5 の 3第 1項)
0 障害児通所給付費等の通所給付決定(特定被災区域内に居住地を有する
者に係るものに限る。)(第21条の5の5第1項)
0 指定障害児入所施設の指定(特定被災区域内に在る施設に係るものに限
る。)(第24条の 2第 1項)

0 障害児入所給付費の入所給付決定(特定被災区域内に居住地を有する者
に係るものに限る。)(第24条の3第4項)
0 指定障害児相談支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係る
ものに限る。)(第24条の26第1項第1号)
2)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)関係
0 精神障害者保健福祉手帳の交付(特定被災区域内に居住地を有する者に
係るものに限る。)(第妬条第2項)
3)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(平成17年
法律第123号)関係

0 介護給付費等の支給決定(特定被災区域内に居住地を有する者に係るも
のに限る。)(第19条第1項)
0 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(特定被災
区域内に在る事業所又は施設に係るものに限る。)(第29条第1項)
0 地域相談支援給付費等の支給決定(特定被災区域内に居住地を有する者
に係るものに限る。)(第51条の5第1項)
0 指定一般相談支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るも
のに限る。)(第51条の14第1項)
0 指定特定相談支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るも
のに限る。)(第51条の17第 1項第 1号)
0 自立支援医療費の支給認定(特定被災区域内に居住地を有する者に係る
ものに限る。)(第52条第1項)
0 指定自立支援医療機関の指定(特定被災区域内に指定自立支援医療機関
を有する者に係るものに限る。)(第54条第2項)

第2 留意事項

1 特定被災区域内に居住地を有する者については、現に介護給付費等の支給
決定等が行われており、かつ、当該支給決定等の有効期間が令和2年7月3
日から令和2年12月27日までの間に満了する場合には、当該有効期間を令和
2年12月28日まで延長するとととなる。なお、現に障害支援区分の認定を受

けており、「介護給付費等の支給決定について」(平成19年3月23日付け障発
第0323002号)において示している障害支援区分の認定の有効期間が、令和2
年7月3日から令和2年12月27日までの間に満了する場合においても、当該
有効期間を令和2年12月28日まで延長することとする。

また、特定被災区域内に事業所を有する者、特定被災区域内の施設の開設者
及び特定被災区域内に指定自立支援医療機関を有する者については、現に指
定を受けており、かつ、当該指定の有効期間が令和2年7月3日から令和2年
12月27日までの間に満了する場合には、当該有効期間を令和2年12月28日ま
で延長することとなる。

2 特定権利利益に係る満了日の延長措置は、法に基づく特別措置であり、当該
災害の発生前と同様に、障害保健福祉に関する法令により許可等の更新を行
うことのできるものについては、告示による満了日の延長措置にかかわらず、

障害保健福祉に関する法令に基づき許可等の更新を行うこととするよう御配
慮願いたい。

3 自立支援医療費の支給認定(特定被災区域内に居住地を有する者に係るも
のに限る。)については、児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和
2年厚生労働省令第92号)により受給者証の有効期限が1年間延長されてい

る場合には、当該省令による措置を優先し、上記1の対応は行わないものと
する。

(資料)

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
律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長
に関し当該延長後の満了日を令和二年十二月二十八日とする措置を指定する
件(令和2年厚生労働省告示第264号)
令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用す
べき措置の指定に関する政令(令和2年政令第223号)

(参考:参照条文)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条)中劣
(行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置)
第3条次に掲げる権利利益(以下「特定権利利益」という。)に係る法律、
政令又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項若しくは
第五十八条第四項(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項
において準用する場合を含む。)若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法
律第百二十号)第十二条第一項若しくは第十三条第一項の命令若しくは内閣
府設置法第七条第五項若しくは第五十八条第六項若しくは宮内庁法第八条第
五項若しくは国家行政組織法第十四条第一項の告示(以下「法令」とい
う。)の施行に関する事務を所管する国の行政機関(内閣府、宮内庁並びに
内閣府設置法第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組
織法第三条第二項に規定する機関をいう。以下同じ。)の長(当該国の行政
機関が内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項又は国家行政組織法第
三条第二項に規定する委員会である場合にあっては、当該委員会)は、特定
非常災害の被害者の特定権利利益であってその存続期間が満了前であるもの
を保全し、又は当該特定権利利益であってその存続期間が既に満了したもの
を回復させるため必要があると認めるときは、特定非常災害発生日から起算
して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「延長期日」とい
う。)を限度として、これらの特定権利利益に係る満了日を延長する措置を
とることができる。

法令に基づく行政庁の処分(特定非常災害発生日以前に行ったものに限
る。)により付与された権利その他の利益であって、その存続期間が特定
非常災害発生日以後に満了するもの
二

法令に基づき何らかの利益を付与する処分その他の行為を当該行為に係

る権限を有する行政機関(国の行政機関及びこれらに置かれる機関並びに
地方公共団体の機関に限る。)に求めることができる権利であって、その
存続期間が特定非常災害発生日以後に満了するもの
2 前項の規定による延長の措置は、告示により、当該措置の対象となる特定
権利利益の根拠となる法令の条項ごとに、地域を単位として、当該措置の対

象者及び当該措置による延長後の満了日を指定して行うものとする。
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特定非常災筈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(平成八年法律第八

0厚生労働省告示第二百六十四号

十五号)第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期問の延長に関し当該延長

厚生労働大臣加藤勝信

対象者

職業安定法(昭和二十二年法律第百四十言ぢ)第三卜条第一項の規
定に基づく有料の職業紹介事業の許可

特定被災区域内に主たる
事務所を有する者(令和
二年十月三日までに当該
許可の有効期問が満了す
る者を除くJ

児童福祉法第十九条の三第三項の規定に基づく小児慢性特定疾病医
療費の支給認定

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第言ぢ又
は第二号の規定に基づく養育里親名薄又は養子縁組里親名簿への登

特定被災区域内に居住地
を有する者

特定被災区域内に居住地
を有する者

特定被災区域内に居住地
を有する者

許可

職業安定法第三十三条第一項の規定に基づく無料の職業紹介事業の

児童福祉法第二十条第一項の規定に基づく療育の給付

特定被災区域内に事業所
を有する者

児童福祉法第二十四条の三第四項の規定に基づく障害児入所給付費
の給付決定

児童福祉法第二十四条の二第一項の規定に基づく指定障害児入所施
設の指定(特定被災区域内に在る施設に係るものに限るJ

児童福祉法第二十一条の五の五第一項の規定に基づく障害児通所給
付費等の給付決定

特定被災区域内に居住地
を有する者

特定被災区域内に施設を
有する者

特定被災区域内に居住地
を有する者

るJ

児童福祉法第二十一条の五の三第一項の規定に基づく指定障害児通
所支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限

る者を除く︒)

特定被災区域内に主たる
事務所を有する者(令和
二年十月三日までに当該
許可の有効期間が満了す

関又は保険薬局に係るものに限る︒)

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号の 特定被災区域内に保険医
規定に基づく保険医療機関又は保険薬局の指定(令和二年七月豪雨 療機関又は保険薬局を有
に際し︑災害救助法 (昭和二十二年法律第百十八号)が適用された する者
市町村の区域(以下 ﹁埒定被災区域﹂という)内に在る保険医療機

対象となる特定権利利益

令和二年七月十七日

後の満了日を令和二年十二月二十八日とする措置を次のように指定する︒

(号外特第85号)
令和2年7月17日金曜日

のに限る︒)

児童福祉法第二十四条の二十六第一項第石ぢの規定に基づく指定障
害児相談支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るも

のに限るJ

特定被災区域内に事業所
を有する者

食品衛生法(昭和ニトニ年法律第二百三士舌ぢ)第五士条第一項 特定被災区域内に営業所
の規定に基づく営業の許可(特定被災区域内に在る営業所に係るも を有する者

の請求

特定被災区域内において
経営される旅館業を承継
する者

予防接種法(昭和ニトニ年法律第六十八=ぢ)第十五条第一項の規定 特定被災区域内に居住地
に基づく同法第十六条第二項第石ぢの医療費及ぴ医療手当︑祠項第 を有する者
四号の遺族年金若しくは遺族一時金又は同項第五号の葬祭料の給付

旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条の三第一項の規
定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の申請(特定被災区域
内において経営される旅館業に係るものに限るJ

特定被災区域内に指定医
療機関を有する者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百 特定被災区域内に居住地
二十三号)第四十五条第二項の規定に基づく精神障害者保健福祉手 を有する者
帳の交付

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条の規定に
基づく指定医療機関の指定(特定被災区域内に在る指定医療機関に
係るものに限るJ

特定被災区域内に製造所
若しくは営業所又は店舗
を有する者
ものに限る︒)

特定被災区域内に向精神
薬営業所を有する者

毒物及ぴ劇物取締法(昭和二十五年法律第三百一言互第四条第一項
の規定に基づく毒物又は劇物の製造業若しくは輸入業又は販売業の
登録(特定被災区域内に在る製造所若しくは営業所又は店舗に係る

麻薬及ぴ向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条第
一項の規定に基づく向精神薬輸入業者向精神薬輸出業者︑恂精神
薬製造製剤業者若しくは向精神薬使用業者又は向精神薬卸売業者若
しくは向精神薬小売業者の免許(特定被災区域内に在る向精神薬営
業所に係るものに限るJ

障害者の雇用の促進等に関する法律第五十一条第一項の規定に基づ
く特例給付金の支給

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五作法律第百二十三
号)第五十条第一項の規定に基づく障害者雇用調整金の支給

特定被災区域内に主たる
事務所を有する者

特定被災区域内に主たる
事務所を有する者

特定被災区域内に主たる
事務所を有する者

あへん法(昭和二十九年法律第七十一 号)第十二条第一項又は第二特定被災区域内に栽培地
を有する者
項の規定に基づくけしの栽培の許可

障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の二第二項の規定に
基づく在宅就業障害者特例調整金の支給

報
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官

(号外特第85号)

令和2年7月17日金曜日

障害者の雇用の促進等に関する法律附則第四条第三項の規定に基づ
く報奨金の支給

特定被災区域内に主たる
事務所を有する者

特定被災区域内に薬局を
有する者

障筈者の雇用の促進等に関する法律附則第四条第四項の規定に基づ 特定被災区域内に主たる
事務所を有する者
く在宅就業障害者特例報奨金の支給

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^(昭知三十五年法律第百四十五号︒以下戻薬品医療機器等法
という︒)第四条第一項の規定に基づく薬局の開設の許可(埒定被災
区域内に在る薬局に係るものに限る︒)

医薬品医療機器等法第十二条第一項の規定に基づく医薬品(体外診 特定被災区域内に事務所
断用医薬品を除く︒)︑医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可(特 を有する者

定被災区域内に在る事務所に係るものに限る)

医薬品医療機器等法第十三条第一項の規定に基づく医薬品(体外診 特定被災区域内に製造所
断朔医薬品を除く︒)︑医薬部外品又は化粧保の製造業の許可 (特定 を有する者
被災区域内に在る製造所に係るものに限るJ
医薬品医療機器等法第十三条の=第一項の規定に基づく医薬品等外 特定被災区域内にその製
造する医薬品等の製造販
国製造業者の認定
売業者の主たる事務所が
在る者

医薬品医療機器等法第二十三条の露一項の規定に基づく医療機器 特定被災区域内に事務所
又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可(特定被災区域内に在る を有する者
事務所に係るものに限るJ
医薬品阪療機器等法第二十三条の二の三第一項の規定に基づく医療 特定被災区域内に製造所
機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録(特定被災区域内に在る を有する者
製造所に係るものに限るJ
医薬品医療機器等法第二十三条の二の四第一項の規定に基づく医療 特定被災区域内にその製
造する医療機器等の製造
機器等外国製造業者の登録
販売業者の主たる事務所
が在る者
医薬品医療機器等法第二十三条の六第一項の規定に基づく指定高度 特定被災区域内において
管理医療機器等に係る登録認証機関の登録(特定被災区域内に在る 登録認証機関の登録の申
請をする者
事業所に係るものに限る︒)

医薬品医療撥器等法第二十三条の干第一項の規定に基づく再生医 特定被災区域内に事務所
療等製品の製造販売業の許可(特定被災区域内に在る事務所に係る を有する者
ものに限る︒)

のに限る︒)

医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第一項の規定に基づく再生 特定被災区域内に製造所
医療等製品の製造業の許可(特定被災区域内に在る製造所に係るも を有する者

医薬品医療機器等法第二十三条の二十四第一項の規定に基づく再生 特定被災区域内にその製
造する再生医療等製品の
医療等製品外国製造業者稔定
製造販売業者の主たる事
務所が在る者

ものに限る︒)

医薬品医療機器等法第二十四条第一項の規定に基づく医薬品の販売 特定被災区域内に店舗を
業(配置販売業を除く︒)の許可(特定被災区域内に在る店舗に係る 有する者

医薬品医療機器等法第二十四条第一項の規定に基づく医薬品の販売 特定被災区域内において
業︑(配置販売業に限る︒)の許可(埒定被災区域内において行われる 業務を行う者
業務に係るものに限る︒)

係るものに限る︒)

特定被災区域内に事業所
を有する者

医薬品医療機器等法第二十九条第一項の規定に基づく高度管理医療 特定被災区域内に営業所
機器等の販売業又は貸与業の許可蒋定被災区域内に在る首業所に を有する者

医薬品医療機器等法第四十条の二第一項の規定に基づく医療機器の
修理業の許可(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る︒)

る︒)

医薬品医療機器等法第四十条の万第一項の規定に基づく再生医療等 特定被災区域内に営業所
製品の販売業の許可(特定被災区域内に在る営業所に係るものに限 を有する者

母子保健法(昭和四十年法律第百四十盲ぢ)第二十条第一項の規定 特定被災区域内に居住地
を有する者
に基づく養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給

建築物における衛生的環境の確保に関する弦律(昭和四十五年法律 特定被災区域内に営業所
第二十号)第十二条の二第一項の規定に基づく建築物における衛生 を有する者
的環境の確保に関する事業の登録(特定被災区域内に在る営業所に
係るものに限るJ

る者を除く︒)

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 特定被災区域内に主たる
る法律(昭和六十年法律第八十八号)第五条第項の規定に基づく 事務所を有する者(令和
二年十月三日までに当該
労働者派遣事業の許可
許可の有効期間が満了す

介護保険法(平成九年法律第百二士舌ぢ)第四十一条第一項本文の 特定被災区域内に事業所
規定に墓づく指定居宅サービス事業者の指定(特定被災区域内に在 を有する者
る事業所に係るものに限るJ

に限るJ

介護保険法第四十二条の二第一項本文の規定に基づく指定地域密着 特定被災区域内に事業所
型サービス事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るもの を有する者

特定被災区域内に施設を
有する者

介護保険法第四十六条第一項の規定に基づく指定居宅介護淡援事業 特定被災区域内に事業所
を有する者
者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限るJ

介護保険法第四十八条第一項第一号の規定に基づく指定介護老人福
祉施設の指定(特定被災区域内に在る施設に係るものに限る︒)

報

官

(号外特第85号)

令和2年7月17日金曜日

るJ

价護保険法第玉十三条第一項本文の規定に基づく指定介護予防サー特定被災区域内に事業所
ビス事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限を有する者
ものに限る︒)

障^者般合支援法第玉十ヒ一条の第.区域内に在る事判祈に糸酎を有す知者ι︑P

障害者総合支援法第五十二条第一項の規定に基づく自立支援医療費特定被災区域内に居住地

の支給認定を有する者

療護効シ

特定被災区域内に施設を
有する者

施保力'
設険を
の法有ノ
指第す
定四るー
(十も叩
特八の

特定被災区域内に事業所
を有する者

定六第を
に条一、
基の項
づ規の
く定規る
指に定'
定よに'・
介るよ
護改りΨ
療正な
^月1」t3
型のそノ
医介の

障害者総^一支援^第五汁四条第^項の^ー^︑く階療機関に係る立支援圓療懐関樹削する

ものに限る︒)者

る施設に係るものに限る︒)

の二のー

同法第四条第石ぢの医樹費及び阪療手当︑同条第四号の遺族年金若
しくは遺族時金又は同条第五号の葬祭料の給付の請求

置法軍咸二十一年法律第九〒八邑第三条鮪.項の規定に基づく

特侘B型肝炎ウィルス感染者給付金等の生給に関する特刑措置舷

費の合御W定j

︑一条更第1凶条第ノ項又は痢十b条第︑一項)規定に基づ
く追加給付金︑定期検査費母了感染防止医療費︑世帯内感染防止
医療費又は定期検査手当の支給の請求

難病の患者ι文する医療^1関する1

を有す知者{イー

︑︑

特定被災区域内に事業所
を有する者

nネ︑"ノヨ︑,薬の譲渡し務祈を春す^者1

民問あっせん機関による養イ縁組のあっせ入に絲る児童の保護等に
関する法律(平成二ーハ年法律第百十号)第人条第一項の規定に基
づく養子縁組あっせん事業の許可

支給の申請

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し仇中国残留邦 特定被災区域内に居住地
人等及び特徒配偶者の自立の立援に関する法倒施行規則軍成六年 を有する者

の許可

麻薬及び向*神薬取締沙^,觀則

特定被災区域内に居住地
を有する者

新型インフルエンザ予防接種による健康被唐の救済に関する特別措 特定被災区域内に居住地
を有する者

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤にはるC型 特定被災区域内に居住地
肝唆感染被害者を救済するため⑦給付金の支給に関する特別措置法 を有する者
(〒成二十年法律第石ぢ)第七条第一項の規定に基づく追加給付金
の支給の請求

規十二部

介護保険法第五十四条の二第一項本文の規定に基づく指定地域密着
型介護予防サーYス事業者の指定 (特定被災区域内に在る事業所に
係るものに限るJ

特定被災区域内に居住地
を有する者

区項た百険
4
同三'
内 二法十
に 号第条の

介護保険法第五十八条第一項の規定に基づく指定介護予防凌援事業 時定被災区域内に事業所
を有する者
者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る︒)

の交付

介護保険法第六十九条の七第一項の規定に基づく介護支援専門員証

特定被災区域内に居住地
を有する者又は牡定被災
区域を包括する都道府県
の知事から介護支援専門
員の登録を受けている者

介護保険法第九十四条第一項の規定に基づく介護老人保槌施設の開 特定被災区域内に施設を
有する者
設の許可(埒定被災区域内に在る施設に係るものに限るJ

介護保険法第百ヒ条第一項切規定に基づく介護医療院の開設の許可 特定被災区域内に施設を
有する者
(特定被災区域内に在る施設に係るものに限る︒)

のに限るJ

j医︑

介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の規定に基づく第盲ぢ事特定被災区域内に事業所
業に係る指定事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るもを有する者

1立行政法叺医薬﹃医療機^合機構法(,四年j

手当︑同項第四 号 の 遺 族 年 金 若 し く は 遺 族 一 時 金 若 し く は 同 項 五 号
の葬祭料の給付又は同法第二十条第一項の規定に基づく同項第.号
の医療贄及び圓 療 手 当 ︑ 同 項 第 四 号 の 遺 族 年 金 若 し く は 遺 族 一 時 金
若しくは同項第五号の葬祭料の給付の請求
障害者の日常注活及び社会吽活を総合的に凌援するための聴律0(泙 特定被災区域内に居住地
成十七年法律第百二十三号︒以下{障害者総合支援法﹂というJ第 を有する者
十九条第一項の規定に基づく介護給付費等の支給決定

特定被災区域内に居住地
を有する者

障害者総合支援法第二十九条第一項の規定に基づく指定障害福祉 特定被災区域内に事業所
サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定(特定被災区域内に 又は施設を有する者
在る事業所又は 施 設 に 係 る も の に 限 る ︒ )

障告者総合支援法第五十一条の五第一項の規定に基づく地域相談支
援給付費等の給付決定

を有する者

障害者蓉支援法第五十一条の十四第一項の規定に陛づK指定般 特定被災区域内に事業所
隈るJ

相談支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに

定条と附健
被第さ則康
災一れ第保

報

官

内閣総理大臣安倍晋三

令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関す
る政令をここに公布 す る ︒

御名御璽
令和二年七月十四日

附

則

この政令は︑公布の日から施行する︒

内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣

安倍
高市
三好

晋三
早苗
雅子

2 第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める日は︑令和三年三月三十一日とする︒
(調停の申立ての手数料の特例に関する措置に係る地区及び期旦
第七条第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地区は︑令和二年七月豪雨に際し
災害救助法が適用された同法第二条に規定する災害発生市町村の区域とする︒
2 第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める日は︑令和五年六月三十日とする︒

区域とする︒

(相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置に係る地区及び期旦
第六条第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は︑令和二年七月豪雨に際し
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する災害発生市町村の

する︒

第四条第一条の特定非常災害についての法第四条第一項の政令で定める特定義務の不履行につぃて
の免責に係る期限は︑令和二年十月三十日とする︒
(法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置に係る期旦
第五条第一条の特定非常災害についての法第五条第一項の政令で定める日は︑令和四年七月二日と

(特定義務の不 履 行 に つ い て の 免 責 に 係 る 期 限 )

八日とする︒

(行政上の権利利益に係る満了日の延長期旦
第三条第一条の特定非常災害についての法第三条第一項の政令で定める日は︑令和二年十二月二十

を指定する︒

第二条前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として︑法第三条から第七条までに規定する措置

という︒)第二条第一項の特定非常災害として令和二年七月豪雨による災害を指定し︑同月三日を同
項の特定非常災害発生日として定める︒
(特定非常災害 に 対 し 適 用 す ぺ き 措 置 の 指 定 )

第一条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(以下﹁法一

(特定非常災害の指定)

条並びに第七条の規定に基づき︑この政令を制定する︒

内閣は︑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(平成八年
法律第八十五号)第二条第一項及び第二項前段︑第三条第一項第四条第一項第五条第一項︑第六

政令第二百二十三号
令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に
関する政令

(号外特第84号)
令和2年7月14日火曜日

