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防衛省組織令（昭和二十九年政令第百七十八号）（第一条関係）

（傍線の部分は改正部分）

行

（装備政策部の所掌事務）
第百七十三条 装備政策部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一～三 （略）
四 装備品等の標準化の促進に関すること。
五・六 （略）

現

（装備政策部の所掌事務）
第百七十三条 装備政策部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一～三 （略）
（削る）
四・五 （略）

（調達管理部の所掌事務）
第百七十六条 調達管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一～六 （略）
（新設）

案

（調達管理部の所掌事務）
第百七十六条 調達管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一～六 （略）
七 装備品等の標準化の促進に関すること。

（長官官房に置く課長に準ずる職）
第百八十条 長官官房に、総務官一人、人事官一人、会計官一人
、監察監査・評価官一人、装備開発官四人及び艦船設計官一人
を置く。

正

（長官官房に置く課長に準ずる職）
第百八十条 長官官房に、総務官一人、人事官一人、会計官一人
、監察監査・評価官一人、装備開発官五人及び艦船設計官一人
を置く。

（装備政策部に置く課等）
第百八十七条 装備政策部に、次の二課及び装備制度管理官一人
を置く。
装備政策課
国際装備課

改

（装備政策部に置く課等）
第百八十七条 装備政策部に、次の二課及び装備保全管理官一人
を置く。
装備政策課
国際装備課
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四 前三号に掲げるもののほか、装備政策部の所掌事務で他の
所掌に属しないものに関すること。

（装備政策課の所掌事務）
第百八十八条 装備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 （略）
二 装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調
達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。

（装備政策課の所掌事務）
第百八十八条 装備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 （略）
二 装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調
達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること（装備
保全管理官の所掌に属するものを除く。）。
三 装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調
達に関する制度の総合調整に関すること。
四 装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の
企画及び立案に関すること。
五 装備政策部の所掌事務に必要な情報の収集、整理及び分析
に関すること（装備保全管理官の所掌に属するものを除く。
）。
六 前各号に掲げるもののほか、装備政策部の所掌事務で他の
所掌に属しないものに関すること。

（装備制度管理官の職務）
第百九十条 装備制度管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調
達に関する制度の総合調整に関すること。
二 装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の
企画及び立案に関すること。
装備品等の標準化の促進に関すること。
秘密の保全に関すること。
三
四

三 装備政策部の所掌事務に必要な情報の収集、整理及び分析
に関すること。

（新設）

（新設）

（装備保全管理官の職務）
第百九十条 装備保全管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 秘密の保全に関すること。
二 装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調
達に関する総合的な政策のうち科学技術の管理に関するもの
の企画及び立案に関すること。
三 装備政策部の所掌事務のうち科学技術の管理に関する必要
な情報の収集、整理及び分析に関すること。
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（プロジェクト管理部に置く課長に準ずる職）
第百九十一条 プロジェクト管理部に、事業計画官一人、統合装
備計画官一人、事業監理官三人及び装備技術官三人を置く。

（略）

（プロジェクト管理部に置く課長に準ずる職）
第百九十一条 プロジェクト管理部に、事業計画官一人、事業監
理官四人及び装備技術官三人を置く。

二

（事業監理官の職務）
第百九十四条 事業監理官は、命を受けて、プロジェクト管理（
前条第一号に規定するものを除く。）の実施に関する事務（事
業計画官及び装備技術官の所掌に属するものを除く。）を分掌

。

（統合装備計画官の職務）
第百九十三条 統合装備計画官は、次に掲げる事務をつかさどる
。
一 プロジェクト管理（誘導武器及びこれに付随する器材その
他陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊のうち二以上の自
衛隊において共通して使用される装備品等に係るものに限る
。）の実施に関すること（事業計画官及び装備技術官の所掌
に属するものを除く。）。
プロジェクト管理の実施に関する事務の総括に関すること

五

（事業計画官の職務）
第百九十二条 事業計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一～四 （略）
（新設）

（略）

削除

（事業計画官の職務）
第百九十二条 事業計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一～四 （略）
五 プロジェクト管理の実施に関する事務の総括に関すること
。
六

第百九十三条

（事業監理官の職務）
第百九十四条 事業監理官は、命を受けて、プロジェクト管理の
実施に関する事務（事業計画官及び装備技術官の所掌に属する
ものを除く。）を分掌する。
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する。

事務

（調達企画課の所掌事務）
第二百一条 調達企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一～五 （略）
（新設）
六 （略）

期間

（略）

（調達企画課の所掌事務）
第二百一条 調達企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一～五 （略）
六 装備品等の標準化の促進に関すること。
七 （略）

事務

（略 ）

附 則
１～４ （略）
５ 第十条の三第一項の審議官（前項に規定するものを除く。）
のうち一人は、平成三十三年三月三十一日まで置かれるものと
する。
（大臣官房参事官の設置期間の特例）
６ 第十条の四第一項の参事官のうち一人は、平成三十三年三月
三十一日まで置かれるものとする。
７・８ （略）
（地方協力局地方協力企画課の所掌事務の特例）
９ 地方協力局地方協力企画課は、第四十一条各号に掲げる事務
のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲
げる事務をつかさどる。

期間

（略）

附 則
１～４ （略）
５ 第十条の三第一項の審議官（前項に規定するものを除く。）
のうち一人は、令和三年三月三十一日まで置かれるものとする
。
（大臣官房参事官の設置期間の特例）
６ 第十条の四第一項の参事官のうち一人は、令和三年三月三十
一日まで置かれるものとする。
７・８ （略）
（地方協力局地方協力企画課の所掌事務の特例）
９ 地方協力局地方協力企画課は、第四十一条各号に掲げる事務
のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲
げる事務をつかさどる。

（略）
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一～四

（略）

平成三十九
年三月三十
一日までの
間

（略）

令和九年三
月三十一日
までの間

（地方協力局周辺環境整備課の所掌事務の特例）
地方協力局周辺環境整備課は、第四十三条各号に掲げる事務
のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲
げる事務をつかさどる。

一～四

（地方協力局周辺環境整備課の所掌事務の特例）
地方協力局周辺環境整備課は、第四十三条各号に掲げる事務
のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲
げる事務をつかさどる。

期間

事務

期間

事務

令和四年三 （略）
月三十一日
までの間

（略）

（略 ）

（略）

（略）

期間

事務

（地方協力局施設管理課の所掌事務の特例）
地方協力局施設管理課は、第四十六条各号に掲げる事務のほ
か、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる
事務をつかさどる。

期間

事務

（地方協力局施設管理課の所掌事務の特例）
地方協力局施設管理課は、第四十六条各号に掲げる事務のほ
か、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる
事務をつかさどる。

平成三十四 （略）
年三月三十
一日までの
間

10

11
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10

11

（地方協力局労務管理課の所掌事務の特例）
地方協力局労務管理課は、第四十八条に規定する事務のほか
、令和五年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置
法（昭和三十三年法律第百五十八号）の規定による特別給付金
に関する事務をつかさどる。
（地方協力局沖縄調整官の職務の特例）
地方協力局沖縄調整官は、第四十九条に規定する事務のほか
、令和四年三月三十一日までの間、駐留軍用地跡地利用特別措
置法第八条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用地跡
地利用特別措置法第十九条の規定による駐留軍用地の返還につ
いての見通しの通知に関する事務をつかさどる。
（沖縄防衛局の次長の設置期間の特例）
第百六十七条第一項の沖縄防衛局の次長のうち一人は、令和
三年三月三十一日まで置かれるものとする。

令和四年三月三十一日までの間 （略）

（地方協力局労務管理課の所掌事務の特例）
地方協力局労務管理課は、第四十八条に規定する事務のほか
、平成三十五年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時
措置法（昭和三十三年法律第百五十八号）の規定による特別給
付金に関する事務をつかさどる。
（地方協力局沖縄調整官の職務の特例）
地方協力局沖縄調整官は、第四十九条に規定する事務のほか
、平成三十四年三月三十一日までの間、駐留軍用地跡地利用特
別措置法第八条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用
地跡地利用特別措置法第十九条の規定による駐留軍用地の返還
についての見通しの通知に関する事務をつかさどる。
（沖縄防衛局の次長の設置期間の特例）
第百六十七条第一項の沖縄防衛局の次長のうち一人は、平成
三十三年三月三十一日まで置かれるものとする。

平成三十四年三月三十一日まで （略）
の間
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12

13

14

12

13

14

○

正

案

現

（傍線の部分は改正部分）

行

（課長の官職に準ずる官職）
第五十一条の六 法第三十条の二第一項第七号に規定する政令で
定める官職は、次に掲げる官職とする。
一～十九 （略）
二十 装備制度管理官
二十一 （略）
二十二 統合装備計画官
二十三～三十六 （略）

自衛隊法施行令（昭和二十九年政令第百七十九号）（第二条関係）

改
（課長の官職に準ずる官職）
第五十一条の六 法第三十条の二第一項第七号に規定する政令で
定める官職は、次に掲げる官職とする。
一～十九 （略）
二十 装備保全管理官
二十一 （略）
（削る）
二十二～三十五 （略）
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○

現

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令（昭和二十七年政令第三百六十八号）（第三条関係）

案

（傍線の部分は改正部分）

行

（航空機乗員等の範囲）
第十一条の三 （略）
２ 法第十六条第一項第二号に掲げる艦船乗組員として政令で定
める自衛官（以下「乗組員」という。）は、居住施設を有し、
かつ、港外行動を行うことを本務とする自衛艦その他の自衛隊
（自衛隊法第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。
）の使用する船舶（以下「艦船」という。総トン数五トン未満
のものを除く。）として防衛大臣の定めるものに乗り組んでい
る海上自衛官とする。ただし、防衛大臣は、これにより難い特
別の事情があると認める場合には、乗組員の範囲について特例
を定めることができる。
３～６ （略）

正

（航空機乗員等の範囲）
第十一条の三 （略）
２ 法第十六条第一項第二号に掲げる艦船乗組員として政令で定
める自衛官（以下「乗組員」という。）は、居住施設を有し、
かつ、港外行動を行うことを本務とする自衛艦その他の自衛隊
（自衛隊法第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。
）の使用する船舶（以下「艦船」という。総トン数五トン未満
のものを除く。）として防衛大臣の定めるものに乗り組んでい
る陸上自衛官及び海上自衛官とする。ただし、防衛大臣は、こ
れにより難い特別の事情があると認める場合には、乗組員の範
囲について特例を定めることができる。
３～６ （略）

（航空手当等の月額）
第十二条 （略）
２ 法第十六条第三項の乗組手当の月額は、防衛大臣の定める乗
組員にあつては、その者の受けている俸給月額に百分の三十三
（潜水艦の乗組員にあつては百分の四十五・五、防衛大臣の定
める艦船の乗組員にあつては百分の二十七・五）を乗じて得た
額（一円未満の端数は、切り捨てる。）とし、その他の乗組員
にあつては、防衛大臣の定めるところにより、その者の属して

改

（航空手当等の月額）
第十二条 （略）
２ 法第十六条第三項の乗組手当の月額は、防衛大臣の定める乗
組員にあつては、その者の受けている俸給月額に百分の三十三
（潜水艦の乗組員にあつては百分の四十五・五、防衛大臣の定
める艦船の乗組員にあつては百分の二十七・五）を乗じて得た
額（一円未満の端数は、切り捨てる。）とし、その他の乗組員
にあつては、防衛大臣の定めるところにより、その者の属して
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いる階級における最低の号俸の額（その階級が三等陸佐又は三
等海佐以上の階級である場合にあつては、その額に百分の九十
四・二の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額
）に百分の三十三、百分の二十六・四又は百分の十六・五をそ
れぞれ乗じて得た額（一円未満の端数は、切り捨てる。）とす
る。
３～８ （略）

（食事の無料支給）
第十四条 次の各号に掲げる職員（予備自衛官等を含む。以下こ
の条、次条、第十七条及び第十七条の二において同じ。）に対
しては、食事を無料で支給する。ただし、これらの者が休暇そ
の他の防衛大臣の定める事由により防衛大臣の指定する場所に
いない場合には、支給しないことができる。
一 （略）
二 乗組員である海曹長等
三～六 （略）
２～４ （略）

３～８

いる階級における最低の号俸の額（その階級が三等海佐以上の
階級である場合にあつては、その額に百分の九十四・二の範囲
内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額）に百分の二
十六・四又は百分の十六・五をそれぞれ乗じて得た額（一円未
満の端数は、切り捨てる。）とする。

（食事の無料支給）
第十四条 次の各号に掲げる職員（予備自衛官等を含む。以下こ
の条、次条、第十七条及び第十七条の二において同じ。）に対
しては、食事を無料で支給する。ただし、これらの者が休暇そ
の他の防衛大臣の定める事由により防衛大臣の指定する場所に
いない場合には、支給しないことができる。
一 （略）
二 乗組員である陸曹長等及び海曹長等
三～六 （略）
２～４ （略）

附 則
１～５ （略）
６ 新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス
属のコロナウイルス（令和二年一月に、中華人民共和国から世
界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに
報告されたものに限る。）であるものに限る。）の発生に際し
て、自衛隊法第八十三条の規定により派遣された職員及びこれ

（略）

附 則
１～５ （略）
６ 新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス
属のコロナウイルス（令和二年一月に、中華人民共和国から世
界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに
報告されたものに限る。）であるものに限る。）の発生に際し
て、自衛隊法第八十三条の規定により派遣された職員及びこれ
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に準ずる者として防衛大臣が定める者に対する災害派遣等手当
の支給については、別表第五災害派遣等手当の項中「災害対策
基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）に基づく災害対策
本部の設置に係る災害、原子力災害対策特別措置法（平成十一
年法律第百五十六号）に基づく原子力災害対策本部の設置に係
る災害（以下「原子力災害」という。）その他の防衛大臣の定
める大規模な災害（原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの及
び災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定による緊急災害
対策本部の設置に係る災害（以下「特定大規模災害」という。
）を除く。）が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又
は第八十三条の三」とあるのは「自衛隊法第八十三条」と、「
であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路若しくは水路
の啓開」とあるのは「及びこれに準ずる者として防衛大臣が定
める者であつて、医療活動（防疫活動を含む。）、患者の輸送
」と、「引き続き二日以上従事するもの又は特に生命に著しい
危険を伴う作業として防衛大臣の定めるものに従事するもの（
引き続き二日以上従事する者を除く。以下「一日従事職員」と
いう。）」とあるのは「従事するもの」と、「千六百二十円（
災害対策基本法に基づく警戒区域及び原子力災害対策特別措置
法に基づく緊急事態応急対策実施区域並びにこれらに準ずる危
険な区域として防衛大臣の定めるものにおける作業並びに特に
生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるもの（一
日従事職員の作業を除く。）にあつては、三千二百四十円）」
とあるのは「四千円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額」
と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合においては、
感染症看護等手当は、支給しない。

に準ずる者として防衛大臣が定める者に対する災害派遣等手当
の支給については、別表第五災害派遣等手当の項中「災害対策
基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）に基づく災害対策
本部の設置に係る災害、原子力災害対策特別措置法（平成十一
年法律第百五十六号）に基づく原子力災害対策本部の設置に係
る災害（以下「原子力災害」という。）その他の防衛大臣の定
める大規模な災害（原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの及
び災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定による緊急災害
対策本部の設置に係る災害（以下「特定大規模災害」という。
）を除く。）が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又
は第八十三条の三」とあるのは「自衛隊法第八十三条」と、「
であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路若しくは水路
の啓開」とあるのは「及びこれに準ずる者として防衛大臣が定
める者であつて、医療活動（防疫活動を含む。）、患者の輸送
」と、「引き続き二日以上従事するもの又は人命の救助の作業
で特に生命に著しい危険を伴うものとして防衛大臣の定めるも
のに従事するもの（引き続き二日以上従事する者を除く。以下
「一日従事職員」という。）」とあるのは「従事するもの」と
、「千六百二十円（災害対策基本法に基づく警戒区域及び原子
力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域並び
にこれらに準ずる危険な区域として防衛大臣の定めるものにお
ける作業並びに人命の救助の作業で特に生命に著しい危険を伴
うものとして防衛大臣の定めるもの（一日従事職員の作業を除
く。）にあつては、三千二百四十円）」とあるのは「四千円を
超えない範囲内で防衛大臣の定める額」と読み替えて、同項の
規定を適用する。この場合においては、感染症看護等手当は、
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官 職

防衛技監
部長
装備官
審議官
プロジェクト管理総括官
革新技術戦略官
調達総括官
総務官
人事官
会計官
監察監査・評価官
艦船設計官
課長
装備保全管理官
事業計画官

別表第三（第八条の三関係）
組織の区分

防衛装備庁内部部局

事業監理官
装備技術官

種 別

一種

支給しない。
別表第三（第八条の三関係）
組織の区分

防衛装備庁内部部局

官 職

防衛技監
部長
装備官
審議官
プロジェクト管理総括官
革新技術戦略官
調達総括官
総務官
人事官
会計官
監察監査・評価官
艦船設計官
課長
装備制度管理官
事業計画官
統合装備計画官
事業監理官
装備技術官

種 別

一種
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（略）
備考 （略）

装備開発官

（略）

二種（防
衛大臣の
定める者
にあつて
は、一種
）

技術計画官
技術振興官
原価管理官
企業調査官
需品調達官
武器調達官
電子音響調達官
艦船調達官
通信電気調達官
航空機調達官
輸入調達官

（略）

別表第五（第九条の七関係）

（略）
備考 （略）

技術計画官
技術振興官
原価管理官
企業調査官
需品調達官
武器調達官
電子音響調達官
艦船調達官
通信電気調達官
航空機調達官
輸入調達官

装備開発官

（略）

別表第五（第九条の七関係）

二種

（略）
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種

類

支給される職員の範囲

災害派遣等 災害対策基本法（昭和三十
手当
六年法律第二百二十三号）
に基づく災害対策本部の設
置に係る災害、原子力災害
対策特別措置法（平成十一
年法律第百五十六号）に基
づく原子力災害対策本部の
設置に係る災害（以下「原
子力災害」という。）その
他の防衛大臣の定める大規
模な災害（原子力災害のう
ち防衛大臣の定めるもの及
び災害対策基本法第二十八
条の二第一項の規定による
緊急災害対策本部の設置に
係る災害（以下「特定大規
模災害」という。）を除く
。）が発生した場合におい
て、自衛隊法第八十三条又
は第八十三条の三の規定に
より派遣された職員であつ
て、遭難者等の捜索救助、

支

給

額

作業一日につき千
六百二十円（災害
対策基本法に基づ
く警戒区域及び原
子力災害対策特別
措置法に基づく緊
急事態応急対策実
施区域並びにこれ
らに準ずる危険な
区域として防衛大
臣の定めるものに
おける作業並びに
特に生命に著しい
危険を伴う作業と
して防衛大臣の定
めるもの（一日従
事職員の作業を除
く。）にあつては
、三千二百四十円
）

種

類

支給される職員の範囲

災害派遣等 災害対策基本法（昭和三十
手当
六年法律第二百二十三号）
に基づく災害対策本部の設
置に係る災害、原子力災害
対策特別措置法（平成十一
年法律第百五十六号）に基
づく原子力災害対策本部の
設置に係る災害（以下「原
子力災害」という。）その
他の防衛大臣の定める大規
模な災害（原子力災害のう
ち防衛大臣の定めるもの及
び災害対策基本法第二十八
条の二第一項の規定による
緊急災害対策本部の設置に
係る災害（以下「特定大規
模災害」という。）を除く
。）が発生した場合におい
て、自衛隊法第八十三条又
は第八十三条の三の規定に
より派遣された職員であつ
て、遭難者等の捜索救助、

支

給

額

作業一日につき千
六百二十円（災害
対策基本法に基づ
く警戒区域及び原
子力災害対策特別
措置法に基づく緊
急事態応急対策実
施区域並びにこれ
らに準ずる危険な
区域として防衛大
臣の定めるものに
おける作業並びに
人命の救助の作業
で特に生命に著し
い危険を伴うもの
として防衛大臣の
定めるもの（一日
従事職員の作業を
除く。）にあつて
は、三千二百四十
円）
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備考

（略）

水防活動、道路若しくは水
路の啓開その他の防衛大臣
の定める危険若しくは困難
等を伴う救援等の作業に引
き続き二日以上従事するも
の又は特に生命に著しい危
険を伴う作業として防衛大
臣の定めるものに従事する
もの（引き続き二日以上従
事する者を除く。以下「一
日従事職員」という。）

別表第七（第十二条の三関係）

備考

水防活動、道路若しくは水
路の啓開その他の防衛大臣
の定める危険若しくは困難
等を伴う救援等の作業に引
き続き二日以上従事するも
の又は人命の救助の作業で
特に生命に著しい危険を伴
うものとして防衛大臣の定
めるものに従事するもの（
引き続き二日以上従事する
者を除く。以下「一日従事
職員」という。）

（略）

別表第七（第十二条の三関係）
階

級

階

海将
海将補

級

陸将
海将
陸将補
海将補
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陸曹長
海曹長
一等陸曹
一等海曹

准陸尉
准海尉

二等陸尉
二等海尉
三等陸尉
三等海尉

一等陸尉
一等海尉

二等陸佐
二等海佐
三等陸佐
三等海佐

一等陸佐
一等海佐

海曹長
一等海曹

准海尉

二等海尉
三等海尉

一等海尉

二等海佐
三等海佐

一等海佐

二等陸曹
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陸士長
海士長

二等海曹
三等陸曹
三等海曹

海士長

二等海曹
三等海曹

備考 （略）

一等海士
二等海士

（略）

一等陸士
一等海士
二等陸士
二等海士
備考
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○

現

防衛省職員の災害補償に関する政令（昭和四十一年政令第三百十二号）（第四条関係）

案

（傍線の部分は改正部分）

行

（傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例の適用範囲）
第二条 （略）
２ 船員法（昭和二十二年法律第百号）第一条に規定する船員で
ある海上自衛官の準用補償法第二十条の二に規定する公務上の
災害に係る遺族補償一時金の額については、船員法第一条に規
定する船員である海上保安官の例による。

正

（傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例の適用範囲）
第二条 （略）
２ 船員法（昭和二十二年法律第百号）第一条に規定する船員で
ある陸上自衛官及び海上自衛官の準用補償法第二十条の二に規
定する公務上の災害に係る遺族補償一時金の額については、船
員法第一条に規定する船員である海上保安官の例による。

（公務で外国旅行中の職員等に係る傷病補償年金、障害補償又
は遺族補償の特例）
第三条 公務で外国旅行中の職員が、その生命又は身体に対する
高度の危険が予測される状況の下において、重要影響事態に際
して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律
（平成十一年法律第六十号）第三条第一項第二号に規定する後
方支援活動若しくは同項第三号に規定する捜索救助活動、重要
影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律（平成
十二年法律第百四十五号）第二条に規定する船舶検査活動、海
賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律（平成二十一
年法律第五十五号）第七条第一項の規定による海賊対処行動若
しくは国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国
の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律（平成二十七年
法律第七十七号）第三条第一項第二号に規定する協力支援活動

改

（公務で外国旅行中の職員等に係る傷病補償年金、障害補償又
は遺族補償の特例）
第三条 公務で外国旅行中の職員が、その生命又は身体に対する
高度の危険が予測される状況の下において、重要影響事態に際
して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律
（平成十一年法律第六十号）第三条第一項第二号に規定する後
方支援活動若しくは同項第三号に規定する捜索救助活動、重要
影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律（平成
十二年法律第百四十五号）第二条に規定する船舶検査活動、海
賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律（平成二十一
年法律第五十五号）第七条第一項の規定による海賊対処行動若
しくは国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国
の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律（平成二十七年
法律第七十七号）第三条第一項第二号に規定する協力支援活動
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若しくは同項第三号に規定する捜索救助活動に従事し、そのた
め公務上の災害を受けた場合又は国際連合平和維持活動等に対
する協力に関する法律（平成四年法律第七十九号）第二十七条
第一項の規定により派遣された自衛官として同法第二十八条に
おいて準用する国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等
に関する法律（平成七年法律第百二十二号）第六条第一項の規
定により公務とみなされる国際連合の業務に従事し、そのため
業務上の災害を受けた場合におけるこれらの災害に係る傷病補
償年金、障害補償又は遺族補償（船員法第一条に規定する船員
である陸上自衛官及び海上自衛官に係る遺族補償一時金を除く
。）については、準用補償法第十二条の二第二項の規定による
額、準用補償法第十三条第三項若しくは第四項の規定による額
、準用補償法第十七条第一項の規定による額又は準用補償法第
十七条の六第一項の政令で定める額は、それぞれ当該額に百分
の五十（傷病補償年金のうち、準用補償法第十二条の二第一項
第二号の政令で定める第一級の傷病等級に該当する障害に係る
ものにあつては百分の四十、同号の政令で定める第二級の傷病
等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五、障害
補償のうち、準用補償法第十三条第二項に規定する第一級の障
害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、同項
に規定する第二級の障害等級に該当する障害に係るものにあつ
ては百分の四十五）を乗じて得た額を加算した額とする。
２ 船員法第一条に規定する船員である陸上自衛官及び海上自衛
官の準用補償法第二十条の三に規定する公務で外国旅行中の職
員の公務上の災害に係る遺族補償一時金の額については、船員
法第一条に規定する船員である海上保安官の例による。

若しくは同項第三号に規定する捜索救助活動に従事し、そのた
め公務上の災害を受けた場合又は国際連合平和維持活動等に対
する協力に関する法律（平成四年法律第七十九号）第二十七条
第一項の規定により派遣された自衛官として同法第二十八条に
おいて準用する国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等
に関する法律（平成七年法律第百二十二号）第六条第一項の規
定により公務とみなされる国際連合の業務に従事し、そのため
業務上の災害を受けた場合におけるこれらの災害に係る傷病補
償年金、障害補償又は遺族補償（船員法第一条に規定する船員
である海上自衛官に係る遺族補償一時金を除く。）については
、準用補償法第十二条の二第二項の規定による額、準用補償法
第十三条第三項若しくは第四項の規定による額、準用補償法第
十七条第一項の規定による額又は準用補償法第十七条の六第一
項の政令で定める額は、それぞれ当該額に百分の五十（傷病補
償年金のうち、準用補償法第十二条の二第一項第二号の政令で
定める第一級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては
百分の四十、同号の政令で定める第二級の傷病等級に該当する
障害に係るものにあつては百分の四十五、障害補償のうち、準
用補償法第十三条第二項に規定する第一級の障害等級に該当す
る障害に係るものにあつては百分の四十、同項に規定する第二
級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十
五）を乗じて得た額を加算した額とする。
２ 船員法第一条に規定する船員である海上自衛官の準用補償法
第二十条の三に規定する公務で外国旅行中の職員の公務上の災
害に係る遺族補償一時金の額については、船員法第一条に規定
する船員である海上保安官の例による。
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