
警視庁犯罪被害者等給付金裁定事務取扱規程

昭和５５年１２月２５日

訓 令 甲 第 ２ ０ 号

存 続 期 間

〔沿革〕 平成 ７年 １月 訓令甲第２号（い）

８年 ９月 同第１９号（ろ）

１０年 ３月 同第５号（は）

１３年 ６月 同第２１号（に）

１４年 ３月 同第６号（ほ）

１６年１２月 同第３２号（へ）

１９年 ６月 同第１９号（と）

２０年 ６月 同第２４号（ち）

２６年 ５月 同第２１号（り）

２９年１０月 同第３２号改正

第１章 総則

（目的）

第１条 この規程は、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律

（昭和５５年法律第３６号。以下「法」という。）第１１条の規定に基づき、東京都公安

委員会（以下「公安委員会」という。）が行う犯罪被害者等給付金（以下「給付金」とい

う。）の裁定に関し、適正かつ効率的な事務処理を図るため必要な事項を定めることを目

的とする。（に、ち）

（準拠）

第２条 給付金の裁定に関する事務（以下「裁定事務」という。）の取扱いについては、法、

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令（昭和５５年

政令第２８７号）、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律

施行規則（昭和５５年国家公安委員会規則第６号。以下「規則」という。）等に定めるも



ののほか、この規程の定めるところによる。（に、と、ち）

（取扱い上の心構え）

第３条 裁定事務を取り扱う職員は、給付金の支給を受けようとする者の立場を十分しん

しゃくしながら、懇切に必要な手続を教示するとともに、迅速にして的確な事務処理に

よつて、裁定事務の取扱いが適正に行われるよう配意するものとする。

（取扱責任者）

第４条 警視庁犯罪被害者支援室、警察署及び高速道路交通警察隊に裁定事務取扱責任者

（以下「取扱責任者」という。）を置く。（ろ、に、と）

（取扱責任者の任務）

第５条 取扱責任者の任務は、次のとおりとする。（ろ、に、ち）

(1) 給付金に係る相談に関すること。

(2) 規則様式第１号の遺族給付金支給裁定申請書、規則様式第２号の重傷病給付金支給裁

定申請書及び規則様式第３号の障害給付金支給裁定申請書（以下「申請書」という。）

並びに届出書（規則第１９条に規定する損害賠償の受領の届出に係る書面をいう。以下

同じ。）の記載内容の確認に関すること。

(3) 関係法令等の指導教養に関すること。

第２章 給付制度の教示（は、に）

第６条 警察署長及び高速道路交通警察隊長（以下「警察署長等」という。）は、別表に掲

げるような犯罪により法第２条第２項に規定する犯罪被害に該当すると認められる被害が

発生したときは、犯罪被害者又は遺族（以下「犯罪被害者等」という。）の精神的被害の

状況、捜査の進展状況等を考慮した上で、早期に犯罪被害給付制度（以下「給付制度」と

いう。）を教示するものとする。ただし、犯罪被害者等に給付制度を教示することが好ま

しくないときは、教示しないことができる。（は、に、と、ち）

第３章 申請の受理及び調査等

（申請書等の受理）

第７条 企画課長及び警察署長等は、給付金の支給を受けようとする者から公安委員会に対



して申請書（添付書類を含む。以下同じ。）又は届出書が提出されたときは、これを受理

するものとする。（ろ、に、と）

２ 企画課長及び警察署長等は、申請書又は届出書を受理したときは、速やかに公安委員会

に送付するものとする。この場合、警察署長等は、企画課長を経由して送付するものとす

る。

（相互連絡）

第８条 企画課長及び申請書又は届出書を受理した警察署長等は、相互に緊密な連絡を行い、

裁定事務の適正を期するものとする。（ろ、に、と）

（裁定のための調査等）

第９条 企画課長は、法第１３条第１項及び第２項に規定する裁定のための調査等を行う

ものとする。（ろ、に）

（照会に対する回答）

第１０条 所属長は、道府県公安委員会から裁定に必要な事項についての照会を受けたとき

は、その旨を総務部長（企画課長経由。以下同じ。）に速報した後、速やかに回答する

ものとする。ただし、照会事項に疑義があると認めるとき又は回答することに著しい支障

があると認めるときは、事前に企画課長及び照会事項を主管する所属の長と協議しなけれ

ばならない。（ろ、に）

２ 前項に規定する回答を行つた所属長は、回答内容を記載した書面の写しを総務部長に

送付するものとする。

（申請の却下）

第１１条 企画課長は、申請者に法第１３条第３項の規定に該当する事由があると認めると

きは、当該申請に係る事件を主管する課長（以下「事件主管課長」という。）と協議した

後、公安委員会に報告するものとする。（ろ、に、と）

２ 企画課長は、申請が却下されたときは、規則様式第５号の犯罪被害者等給付金支給裁定

申請却下通知書（以下「申請却下通知書」という。）により申請者に通知するものとする。

３ 企画課長は、前項に規定する申請の却下が警察署長等の受理に係るものであるときは、

当該警察署長等を経由して通知するものとする。



第４章 給付金の裁定

（裁定原案の作成）

第１２条 企画課長は、公安委員会の裁定に必要な資料が整つたときは、裁定原案を作成し、

これを事件主管課長と協議するものとする。（ろ、に）

（裁定原案の報告）

第１３条 企画課長は、事件主管課長と協議した裁定原案を公安委員会に報告するもの

とする。（ろ、に）

（裁定の通知）

第１４条 企画課長は、給付金の支給に関する裁定があつたときは、規則様式第４号の犯罪

被害者等給付金支給裁定通知書（以下「裁定通知書」という。）により申請者に通知する

ものとする。この場合、給付金の支給を受けるべき者には、規則様式第７号の犯罪被害者

等給付金支払請求書を併せて交付するものとする。（ろ、に、と）

２ 企画課長は、前項に規定する裁定が警察署長等の受理に係るものであるときは、当該警

察署長等を経由して通知するものとする。

第５章 仮給付金の決定

第１５条 企画課長は、法第１２条第１項の規定による仮給付金の支給を必要と認めるとき

は、事件主管課長と協議した後、公安委員会に報告するものとする。（ろ、は、に、と、ち）

２ 企画課長は、仮給付金を支給する旨の決定があつたときは、規則様式第６号の仮給付金

支給決定通知書（以下「決定通知書」という。）により申請者に通知するものとする。

この場合、規則様式第７号の仮給付金支払請求書を併せて交付するものとする。

３ 企画課長は、前項に規定する決定が警察署長等の受理に係るものであるときは、当該警

察署長等を経由して通知するものとする。

第６章 報告等

（発生報告）

第１６条 警察署長等は、第６条に規定する被害が発生したときは、速やかにその概要を総



務部長に報告するとともに、事後、関係資料を送付するものとする。（ろ、は、に、と）

（警察庁への送付）

第１７条 総務部長は、給付金の支給に関する裁定、申請の却下又は仮給付金を支給する旨

の決定があつたときは、直ちに、次の書類の写しを警察庁長官官房給与厚生課長（犯罪被

害者支援室長経由）に送付するものとする。（ろ、に、ほ、ち）

(1) 裁定通知書、申請却下通知書又は決定通知書

(2) 検討調書

(3) 検討票

附 則

（施行期日）

１ この訓令は、昭和５６年１月１日から施行する。

２ 略〔警視庁本部の課長代理の担当並びに係の名称及び分掌事務に関する規程の一部改

正〕

３ 略〔警視庁警察署組織規程の一部改正〕

４ 略〔東京都公安委員会の権限に属する事務の部長等の事務処理に関する規程の一部改

正〕

５ 略〔刑法の一部改正〕



別表（第６条、第１６条関係）

給付金の支給対象となる犯罪態様

態 様 根拠法 罪 名 罰 条

殺人 第１９９条

傷害 第２０４条

刑法
強盗殺人 第２４０条

強盗傷人 第２４０条

殺人又は傷害と同様の罪 強盗・強制性交等殺人 第２４１条

暴力行為等処罰ニ関
銃砲・刀剣類使用に

第１条の２

スル法律
よる傷害

常習的暴行 第１条の３

人質による強要行為
人質殺害 第４条

等の処罰に関する法律

その他 上記以外の殺人又は傷害と同様の罪

ガス等漏出等致死傷 第１１８条第２項

往来妨害致死傷 第１２４条第２項

汽車等転覆等致死 第１２６条第３項

浄水汚染等致死傷 第１４５条

水道毒物等混入致死 第１４６条

刑法
強制わいせつ等致死傷 第１８１条

傷害致死 第２０５条

不同意堕胎致死傷 第２１６条

遺棄等致死傷 第２１９条

逮捕等致死傷 第２２１条

結 果 的 加 重 犯 強盗致死傷 第２４０条

強盗・強制性交等致死 第２４１条

建造物等損壊致死傷 第２６０条



盗犯等ノ防止及処分 常習強盗致傷 第４条

ニ関スル法律

航空機の強取等の処 航空機強取等致死 第２条

罰に関する法律

航空の危険を生じさ
航空中の航空機を墜 第２条第３項

せる行為等の処罰に
落させる等の罪

関する法律
業務中の航空機の破 第３条第２項

壊等の罪

自動車の運転により 危険運転致死傷 第２条第３項

人を死傷させる行為

等の処罰に関する法 無免許運転による加 第６条第１項及び

律 重 第２項

その他 上記以外の結果的加重犯

刑法
現住建造物等放火 第１０８条

激発物破裂 第１１７条第１項

公共危険罪による死傷
爆発物取締罰則 爆発物使用 第１条

航空機の強取等の処 航空機の強取等 第１条

罰に関する法律

その他 上記以外の公共危険罪による死傷




