戦没者等の遺 族に対する特 別弔慰金支給 法の一部を 改正する法 律案参照条 文
○戦没者等 の遺族に対 する特別弔 慰金支給法（ 昭和四十年法 律第百号）（ 抄）

（定義）
第二条 この法律に おいて「戦没 者等の遺族」 とは、死亡 した者の死 亡に関し、 平成二十一年 四月一日まで に戦傷病者戦 没者遺族等 援
護法 （昭和二十七 年法律第百 二十七号。 以下「遺族援 護法」とい う。）による 弔慰金（以下 「弔慰金」 という。）を 受ける権利 を取
得した者で 、同日におい て日本の国籍 を有している もの（同日 において離縁 によつて死 亡した者と の親族関係が 終了している ものを
除く。）を いう。ただ し、当該死 亡した者の死 亡の当時に おける配偶者 （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 。以下同じ。 ）で、次の各 号の一に該 当するものを 除く。
一 死亡した者 の死亡の日以 後遺族援護 法第三十五 条第一項に規 定する遺族（ 以下この項及 び次条にお いて「遺族 」という。 ）以外
の者と婚姻 （届出をし ないが事実上 婚姻関係と同 様の事情に入 つていると 認められる 場合を含む 。以下同じ。 ）をした配偶 者のう
ち、同法 第三十六条第 一項第一号 括弧中のた だし書の規 定に該当した ため同号の順 位の遺族とし て弔慰金を 受ける権利 を取得した
配偶 者（遺族以 外の者と法律 上の婚姻をし た配偶者を除 く。）で、 その権利を 取得した当 時同項第二号 から第九号ま でに掲げるい
ず れかの者があ つたもの
二 弔慰金 を受ける権利 を取得した後 平成二十一 年四月一日 前に遺族以 外の者と婚姻 をした配偶者 （死亡した者 と同じ氏を 称してい
た配偶者 で、その氏 を改めない で法律上の 婚姻をしたも のを除く。）
２ 次 の各号に掲げ る者は、前 項の規定の 適用につい ては、弔慰金 を受ける権利 を取得した者 とみなす。
一 死亡した 者が昭和十 六年十二月八 日以後に死亡 したとしたな らば、弔慰 金を受ける 権利を取得 したこととな る者
二 昭和六 年九月十八日 から昭和十 二年七月六 日までの間 に負傷し、又 は疾病にかか り、これによ り死亡した 者が同月七 日以後負傷
し、又 は疾病にか かつたとし 、昭和十六年 十二月八日以 後に死亡した としたなら ば、弔慰金 （遺族援護法 第三十四条 第一項の規定
に より支給する もの（同条第 二項の規定 の適用によ るものを除く 。）に限る 。）を受ける 権利を取得し たこととな る者
３ 弔慰金を 受ける権利を 取得した者（ 前項の規定 により弔慰 金を受ける 権利を取得し た者とみなさ れる者を含む 。次条にお いて同じ
。）が次の 各号の一に 該当する場 合において 、平成二十一 年四月一日に 当該死亡した 者の子があ るときは、当 該死亡した 者の子は、
第一 項の規定の適 用については 、弔慰金を受 ける権利を 取得した者 とみなす。
一 平成二十一 年四月一日 において、死 亡している とき、日本の 国籍を有して いないとき 、又は離縁に よつて死亡 した者との 親族関
係が終了し ているとき 。
配偶 者について は、第一項各 号の一に該 当するとき。
二
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第二条の二 弔慰金を受け る権利を取得 した者が前 条第三項各 号の一に該 当する場合に おいて、平成 二十一年四月 一日に当該 死亡した
者の子がな かつたとき （当該死亡 した者の子 が同日におい て日本の国籍 を有していな かつたとき 、又は離縁 によつて当該 死亡した者
との 親族関係が終 了していたと きを含む。） は、遺族援 護法第二十 四条第一項 に規定する父 母、孫若しく は祖父母又は 同法第三十 一
条第 一項第六号 に規定する 兄弟姉妹（ 死亡した者の 死亡の当時日 本の国籍を有 していた者 に限る。） で、同日にお いて次の各 号に該
当しなかつ たもののうち 、父母、孫、 祖父母、兄 弟姉妹の順 序による先順 位者を戦没 者等の遺族と みなす。
一 日本 の国籍を有 していない 者
二 離縁によつて 死亡した者と の親族関係 が終了して いる者
三 死亡した 者の死亡の日 以後縁組し たことにより 遺族以外の者 の養子とな つている者
四 死亡し た者の死亡の 日以後遺族 以外の者と婚 姻（氏を改 めない法律 上の婚姻を除 く。）し、当 該婚姻の解消 若しくは取 消しをし
ていな いか、又は当 該婚姻の解 消若しくは 取消しをした 後死亡した者 の死亡の当時 称していた 氏に復して いない者
２ 弔 慰金を受け る権利を取 得した者が前 条第三項各 号の一に該当 し、かつ、平 成二十一年四 月一日に当 該死亡した 者の子がな かつた
場 合（当該死 亡した者の 子が同日にお いて日本の国 籍を有してい なかつた場 合又は離縁 によつて当 該死亡した者 との親族関係 が終了
していた場 合を含む。次 項において 同じ。）で あつて、同 日において前 項の規定によ り戦没者等の 遺族とみな される者が なかつたと
きは、 遺族援護法 第三十五条第 一項に規定す る父母、孫、 祖父母又は 兄弟姉妹で 、同日にお いて前項第一 号又は第二号 に該当しなか
つた もののうち、 父母、孫、 祖父母、兄 弟姉妹の順 序による先順 位者を戦没者 等の遺族とみ なす。
３ 弔慰金を 受ける権利を 取得した者が 前条第三項 各号の一に 該当し、か つ、平成二十 一年四月一日 に当該死亡し た者の子が なかつた
場合におい て、同日に おいて前二 項の規定に より戦没者等 の遺族とみな される者がな かつたとき は、遺族援 護法第三十 五条第一項に
規定 する配偶者、 子、父母、孫 、祖父母及び 兄弟姉妹以 外の三親等 内の親族（ 死亡した者の 死亡の日まで 引き続く一年 以上その者 に
よつ て生計を維 持し、又は その者と生 計を共にして いた者（死亡 した者の遺族 援護法第二 条第一項に 規定する軍 人軍属たるこ とによ
る勤務がな く、又はその 者が同条第三 項に規定す る準軍属と ならなかつ たならば、こ の条件に該当 していたもの と認められ る者を含
む。）に 限る。）で 、同日にお いて第一項第 一号又は第二 号に該当しな かつたもの のうち、死 亡した者の葬 祭を行つた 者、その他の
者の 順序による先 順位者を戦没 者等の遺族 とみなす。
第 二条の三 戦没者等の遺 族が平成二十 一年四月一日 において生 死不明であ り、かつ、 同日以後引き 続き二年以上 生死不明の場 合にお
いて、その 者が同日にお いて死亡し ていたとし たならば戦没 者等の遺族 となるべき者 があるときは 、その者の 申請により、 その者を
戦没者 等の遺族と みなすことが できる。
２ 前 項の規定に より戦没者 等の遺族と なるべき者が 生死不明であ る場合も、同 項と同様と する。
（特別弔慰金 の支給）
第三条 戦 没者等の遺 族には、特別 弔慰金を支 給する。ただ し、死亡した 者の死亡に 関し、平成二 十一年四月 一日におい て、当該戦没
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者等の遺族 が恩給法（大 正十二年法律 第四十八号） 第七十五条 第一項第二 号に規定す る扶助料、遺 族援護法第二 十三条第一項 第一号
又は第二項 第一号に掲 げる遺族に 支給される 同法による遺 族年金又は遺 族給与金その 他これらに 相当する給 付を受ける権 利を有する
場合 又は他にこれ らの権利を有 する者がある 場合は、こ の限りでな い。
（特 別弔慰金の 額及び記名 国債の交付 ）
第五条 特別 弔慰金の額は 、死亡した 者一人につ き二十四万 円とし、六年 以内に償還す べき記名国債 をもつて交 付する。
２ 前項 の規定によ り交付するた め、政府は、 必要な金額を 限度として 国債を発行 することがで きる。
３ 前 項の規定によ り発行する 国債は、無 利子とする 。
４ 第二項の 規定により発 行する国債に ついては、政 令で定める 場合を除く ほか、譲渡、 担保権の設 定その他の処 分をすること ができ
ない。
５ 前 各項に定める もののほか、 第二項の規定 により発行 する国債に関 し必要な事 項で、都道 府県知事が処 理しなければ ならないもの
は政 令で、その他 のものは財 務省令で定め る。
※ 第五項は 地域の自主性 及び自立性を 高めるため の改革の推進 を図るため の関係法律 の整備に関す る法律（平成 二十六年法律 第五十
一号）にて 改正。（平成 二十七年四 月一日施行 ）
地域の 自主性及び自 立性を高める ための改革の 推進を図る ための関係 法律の整備 に関する法律 （抄）
（戦 没者等の妻に 対する特別 給付金支給 法等の一部 改正）
第二十三条 次に掲げる法 律の規定中「 前四項」を 「前各項」 に、「事項 は、」を「事 項で、都道府 県知事が処理 しなければ ならない
ものは政令 で、その他 のものは」 に改める。
一 （略）
二 戦没者等の 遺族に対す る特別弔慰 金支給法（昭 和四十年法律 第百号）第五 条第五項
三 （略）
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