原 子爆 弾 被爆 者 に対 する 援 護 に関 する 法律 施 行 令の 一部 を 改正 す る政 令

正

案

新 旧対 照 条文

第 十七条

現

行

（ 傍線部 分は 改正部 分）

平 成二十 九年四 月以 降の月 分の 医療特 別手当 、特 別手当 、

（法第 二十九 条第 一項の 規定 による 手当の 額の 改定 ）

○原子 爆弾被 爆者 に対 する援 護に 関する 法律 施行令 （平 成七年 政令 第二十 六号 ）（抄 ）

改

（法 第二 十九条 第一 項の規 定に よる手 当の 額の改 定）
平 成三十 年四 月以降 の月 分の 医療特 別手 当、特 別手 当、原

原 子爆 弾小頭 症手 当、健 康管 理手当 及び保 健手 当につ いて は、法 第

第 十七条

子爆 弾小頭 症手 当、健 康管 理手当 及び 保健手 当に ついて は、 法第二

るの は「 四万七 千九 百五十 円」 と、法 第二 十七条 第四 項中「 三万 三

二十四 条第 三項中 「十 三万五 千四 百円」 とあ るのは 「十 三万 九千三

八 十円 」と、 法第 二十 七条第 四項 中「三 万三 千三百 円」 とある のは

千三百 円」と ある のは「 三万 四千二 百七 十円」 と、 法第二 十八 条第

十 四条第 三項 中「十 三万 五千四 百円 」とあ るの は「十 四万 円」と 、

「三 万四 千四百 三十 円」と 、法 第二十 八条 第三項 中「 一万六 千七百

三項 中「一 万六 千七百 円」 とある のは 「一 万七千 百八 十円」 と、 「

百 三十円 」と 、法第 二十 五条第 三項 中「五 万円 」とあ るの は「五 万

円 」と あるの は「 一万七 千二 百七十 円」 と、「 三万 三千三 百円 」と

三 万三 千三百 円」 とある のは 「三万 四千二 百七 十円」 とそ れぞれ 読

法第二 十五 条第三 項中 「五万 円」 とある のは 「五 万千七 百円 」と、

ある のは「 三万 四千四 百三 十円 」とそ れぞ れ読み 替え て、法 の規定

み替え て、 法の 規定を 適用 する。

千四百 五十円 」と 、法第 二十 六条 第三項 中「 四万六 千六 百円」 とあ

を 適用す る。

（介護 手当 の支給 ）

法 第二十 六条 第三項 中「 四万六 千六百 円」 とある のは 「四万 八千 百

（ 介護手 当の 支給）

介 護手当 は、 月を単 位と して支 給す るもの とし 、その 額は

、一月 につき 、そ の月に おい て介護 に要 する費 用と して支 出さ れた

第 十八条

、一 月に つき 、その 月に おいて 介護に 要す る費用 とし て支出 された

費用 の額 （その 額が 七万八 十円 を超え ると きは、 七万 八十円 ）と す

介護手 当は 、月を 単位 として 支給 するも のと し、そ の額は

費 用の 額（そ の額 が七万 百九 十円を 超え るとき は、 七万百 九十 円）

る。

第十八 条

とす る。

1

２

その 精神 上又は 身体 上の障 害が 法第三 十一 条ただ し書 に規定 する

厚生労 働省令 で定 めるも のに 該当す る者 に支給 する 介護手 当の 額は

２

厚 生労働 省令 で定め るも のに該 当する 者に 支給す る介 護手当 の額は

、前 項の 規定に かか わらず 、次 の各号 の区 分に従 い、 当該各 号に 掲

そ の精 神上又 は身 体上の 障害 が法第 三十 一条た だし 書に規 定する

、 前項 の規定 にか かわら ず、 次の各 号の 区分に 従い 、当該 各号 に掲

その月 にお いて介 護に 要する 費用 を支出 して 介護を 受け た日が

げ る額 とする 。
一

あ る場 合

そ の月 におい て介 護に要 する 費用と して 支出さ れた 費

ある場 合

用の 額（そ の額 が、十 万五 千百三 十円を 超え るとき は十 万五千 百

その月 におい て介 護に要 する 費用と して 支出さ れた 費

用の 額（ その額 が、 十万五 千二 百九十 円を 超える とき は十万 五千

三 十円と し、 二万千 八百 七十円 に満 たない とき は二万 千八 百七十

ない場 合

二万千 八百 七十円

その 月にお いて 介護に 要す る費用 を支 出して 介護 を受け た日 が

二百九 十円 とし、 二万千 九百 八十円 に満 たない とき は二万 千九 百

二

円と する。 ）

二万千 九百 八十円

そ の月に おい て介護 に要 する費 用を 支出し て介 護を受 けた 日が

八十 円とす る。 ）

その 月に おいて 介護 に要す る費 用を支 出し て介護 を受 けた日 が

げる 額と する。
一

二
ない場 合

2

