
船橋市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則 

1/19 

○船橋市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則 
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令和２年６月30日規則第92号 

船橋市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第1条 この規則は、船橋市重度心身障害者医療費の助成に関する条例（昭和55年船橋市

条例第７号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定める。 

（その他の法律） 

第2条 条例第３条第１項第２号に規定する「その他の法律」とは、次に掲げる法律をいう。 

(1) 船員保険法（昭和14年法律第73号） 

(2) 私立学校教職員共済法（昭和28年法律第245号） 

(3) 国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号） 

(4) 地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号） 

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号） 

（昭59規則48・昭59規則67・平10規則40・平20規則９・平30規則103・一部改正） 

（生計を一にする者） 

第3条 条例第３条第１項第３号の規則で定めるもの（以下「生計を一にする者」という。）

は、重度心身障害者の加入している国民健康保険法（昭和33年法律第192号）の規定に

よる被保険者（当該重度心身障害者以外の者であって、かつ、当該重度心身障害者と同

一の世帯に属する者に限る。）又は当該重度心身障害者の加入している同項第２号に規

定する社会保険の規定による被保険者（当該重度心身障害者以外の者であって、かつ、

健康保険法（大正11年法律第70号）の規定による被保険者（同法第３条第２項の規定に

よる日雇特例被保険者を除く。）、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済
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組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共

済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、健康保険法第126条の規定に基づ

き日雇特例被保険者手帳の交付を受けてその手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白

がなくなるに至るまでの間にある者又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による

被保険者（当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に限る。）をいう。）とする。 

２ 重度心身障害者が、生計を一にする者（当該重度心身障害者の配偶者を除く。）の扶

養親族及び被扶養者に該当しないときは、前項の規定の適用については、生計を一にす

る者を当該重度心身障害者の配偶者のみであるものとすることができる。 

（平19規則26・追加、平20規則９・平30規則77・一部改正） 

（所得割の額の算定方法） 

第4条 条例第３条第１項第３号に規定する所得割の額の算定方法は、次に掲げる方法によ

るものとする。 

(1) 地方税法（昭和25年法律第226号）第314条の７並びに附則第５条の４第６項及び

第５条の４の２第５項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を

加算するものとする。 

(2) 地方税法等の一部を改正する法律（平成22年法律第４号）第１条の規定による改正

前の地方税法第292条第１項第８号に規定する扶養親族（16歳未満の者に限る。以下

「扶養親族」という。）及び同法第314条の２第１項第11号に規定する特定扶養親族

（19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。）があるときは、同号に規定

する額（扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの（扶養親族に係る額に相当

するものを除く。）に限る。）に同法第314条の３第１項に規定する所得割の税率を

乗じて得た額を控除するものとする。 

(3) 重度心身障害者又は生計を一にする者が地方税法第318条に規定する賦課期日にお

いて指定都市（地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項の指定都市を

いう。以下同じ。）の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市

以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとす

る。 

(4) 重度心身障害者又は生計を一にする者が地方税法第292条第１項第11号イ中「夫と

死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者

で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に

婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又

は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の

生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となっ

た男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所

得割の納税義務者であるときは、同法第314条の２第１項第８号に規定する額（当該

者が同法第292条第１項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をし

ていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻に

よらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合

に同法第314条の２第３項に該当する者であるときは、同項に規定する額）に同法第

314条の３第１項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。 

(5) 重度心身障害者又は生計を一にする者が、次のア又はイに該当する場合は、所得割

の額を零円として算定するものとする。 

ア 市町村の条例で定めるところにより市町村民税（条例第３条第１項第３号に規定

する市町村民税をいう。以下同じ。）を免除された者である場合 
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イ 地方税法第292条第１項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻

をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚

姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替え

た場合に同法第295条第１項（第２号に係る部分に限る。以下この号において同じ。）

の規定により市町村民税が課されないこととなる者又は同法第292条第１項第12号

中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明ら

かでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子で

あって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第１項の規

定により市町村民税が課されないこととなる者である場合 

２ 条例第３条第１項第３号の合算した額の算定については、次の各号に掲げる重度心身

障害者の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。 

(1) 重度心身障害者が国民健康保険法の規定による被保険者である場合 当該重度心

身障害者の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第１項第２号に掲げる所

得割（条例第３条第１項第３号に規定する所得割をいう。以下同じ。）の額及び当該

重度心身障害者に関する生計を一にする者の市町村民税の所得割の額 

(2) 重度心身障害者が条例第３条第１項第２号に規定する社会保険（次号に掲げるもの

を除く。）の被保険者である場合 当該重度心身障害者の市町村民税の所得割の額 

(3) 重度心身障害者が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者である

場合 当該重度心身障害者及び当該重度心身障害者と同一の世帯に属する同法の規定

による被保険者の市町村民税の所得割の額 

(4) 重度心身障害者が前３号のいずれにも該当しない者である場合 当該重度心身障

害者に関する生計を一にする者の市町村民税の所得割の額 

（平19規則26・追加、平20規則９・平24規則104・平30規則77・平30規則103・

令２規則92・一部改正） 

（認定の申請等） 

第5条 条例第５条第１項の受給資格の認定を受けようとする者は、船橋市重度心身障害者

医療費助成受給資格認定申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に申請

しなければならない。ただし、第２号に掲げる書類にあっては、市長が市町村民税の課

税の状況を確認することができるときは、その添付を要しない。 

(1) 被保険者証又は組合員証（日雇特例被保険者手帳を含む。以下「被保険者証等」と

いう。）の写し 

(2) 助成事由の生じた月の属する年度分（助成事由の生じた月が４月から７月までの場

合にあっては、前年度分）の市町村民税の課税の状況を証する書類 

(3) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決

定し、受給資格に該当すると認めた者（条例第５条第３項の規則で定めるものに限る。）

に対しては船橋市重度心身障害者医療費助成受給券（第２号様式。以下「受給券」とい

う。）を交付するものとし、受給資格に該当しないと認めた者に対しては船橋市重度心

身障害者医療費助成受給資格認定申請却下通知書（第３号様式）によりその旨を通知す

るものとする。 

３ 前項の規定による受給券の交付は、条例第５条第２項の規定による通知とみなす。 

（平27規則77・追加） 

（条例第５条第３項の規則で定めるもの） 

第6条 条例第５条第３項の規則で定めるものは、前条第２項の規定による認定を受けた者
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（船橋市子ども医療費の助成に関する規則（平成15年船橋市規則第58号）の規定による

助成その他これに類する助成として市長が認める助成の対象となる者（以下「子ども医

療費等助成対象者」という。）を除く。）とする。 

（平27規則77・追加） 

（受給券の有効期間及び更新等） 

第7条 受給券の有効期間は、条例第７条に規定する助成の始期からその日以後の最初に到

来する７月31日までとし、１年ごとに更新する。ただし、市長が必要があると認めると

きは、この限りでない。 

２ 市長は、毎年７月１日時点の重度心身障害者及び生計を一にする者の市町村民税の課

税状況を確認し、受給券を交付するものとする。 

（平27規則77・追加） 

（条例第６条第１項の規則で定める保険医療機関等） 

第8条 条例第６条第１項の規則で定める保険医療機関等は、健康保険法及び第４条第２項

各号に掲げる法律（以下「社会保険各法」という。）の規定により、医療に関する給付

（以下「保険給付」という。）を受けることができる病院及び診療所、薬局、指定訪問

看護事業者その他市長が認めるもの（同項の規定により助成を行う場合にあっては、市

長から重度心身障害者医療費の助成事業の実施について委託を受けたものに限る。）と

する。 

（平27規則77・追加、平30規則77・一部改正） 

（助成の方法） 

第9条 条例第６条第３項の規定による申請は、船橋市重度心身障害者医療費助成申請書

（第４号様式）に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、第１号に掲

げる書類にあっては、子ども医療費等助成対象者は、その添付を要しない。 

(1) 受給券の写し 

(2) 被保険者証等の写し 

(3) 保険医療機関等が証明する船橋市重度心身障害者医療費証明書（第５号様式）又は

医療費の領収を証する書類 

(4) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、その

旨を船橋市重度心身障害者医療費助成可否決定通知書（第６号様式）により、当該申請

をした者に通知する。 

３ 市長は、前項の規定により助成する旨の決定をした者に対し、１箇月を単位として医

療費を助成する。 

（昭59規則67・平７規則４・一部改正、平19規則26・旧第３条繰下・一部改正、

平23規則73・一部改正、平27規則77・旧第５条繰下・一部改正） 

（変更の届出） 

第10条 条例第５条第３項に規定する助成対象者（以下「助成対象者」という。）又は現

に助成対象者を保護している者（以下これらを「助成対象者等」という。）は、船橋市

重度心身障害者医療費助成受給資格認定申請書又は第５条第１項に掲げる書類の記載事

項に変更が生じた場合は、速やかに船橋市重度心身障害者医療費助成受給資格事項変更

届（第７号様式）により市長に届け出なければならない。 

（平27規則77・追加） 

（受給資格の消滅） 

第11条 助成対象者が死亡したとき又は条例第３条に規定する助成の要件を欠いたときは、
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受給資格は、消滅する。 

（平27規則77・追加） 

（受給券の返納） 

第12条 助成対象者等は、前条の規定により受給資格が消滅したときは、速やかに、船橋

市重度心身障害者医療費助成受給券返納届（第８号様式）及び受給券を市長に提出しな

ければならない。 

（平27規則77・追加） 

（受給券の再交付） 

第13条 助成対象者等は、受給券を紛失し、汚損し、又は損傷したことにより受給券の再

交付を受けようとする場合は、船橋市重度心身障害者医療費助成受給券再交付申請書（第

９号様式）により、市長に申請しなければならない。この場合において、紛失したとき

を除き、当該受給券を添付しなければならない。 

（平27規則77・追加） 

（助成の額の精算） 

第14条 医療費の助成を受けた助成対象者は、保険給付、社会保険各法の規定に基づく規

則若しくは定款等による付加給付又は損害賠償等を受けたことにより当該助成の額に変

更が生じたときは、その旨を市長に申し出て、当該変更により生じた差額を精算しなけ

ればならない。 

（平27規則77・追加） 

（第三者行為による被害の届出） 

第15条 医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、助成対象者

等は、速やかに船橋市重度心身障害者医療費助成第三者行為被害届（第10号様式）によ

り、市長に届け出なければならない。 

（平19規則26・旧第４条繰下、平23規則73・一部改正、平27規則77・旧第６条

繰下・一部改正） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和55年４月１日から施行する。 

（平19規則26・旧附則・一部改正） 

（高額治療継続者） 

２ 船橋市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例（平成19年船

橋市条例第８号）附則第３項の高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者

として規則で定めるものは、次に掲げる者とする。 

(1) 当該重度心身障害者及び生計を一にする者に対し、助成事由の生じた月以前の12月

以内に高額療養費多数回該当の場合（健康保険法施行令（大正15年勅令第243号）、

船員保険法施行令（昭和28年政令第240号）、国家公務員共済組合法施行令（昭和33

年政令第207号）、国民健康保険法施行令（昭和33年政令第362号）、地方公務員等共

済組合法施行令（昭和37年政令第352号）又は高齢者の医療の確保に関する法律施行

令（平成19年政令第318号）の規定（他の法令によって準用する場合を含む。）によ

る高額療養多数回該当の場合をいう。）に該当すべき者 

(2) 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施行令（平成18年政

令第10号）第１条の２第１号に規定する育成医療又は同条第２号に規定する更生医療

の該当者で心臓機能障害（心臓移植後の抗免疫療法を受けている場合に限る。）、腎

臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害（肝臓移植後の抗免疫療法を受けている場
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合に限る。）又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害を有するもの 

(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施行令第１条の２

第３号に規定する精神通院医療の該当者で疾病及び関連保健問題の国際統計分類（世

界保健機関が世界保健機関憲章第２条(s)及び(t)に基づき作成する分類をいう。以下

「国際統計分類」という。）の第５章中F０、F１、F２若しくはF３に分類されるも

の若しくは国際統計分類の第６章中G40に分類されるもの又は３年以上の精神医療の

経験を有する医師により、情動及び行動の障害若しくは不安及び不穏状態を示すこと

から入院によらない計画的かつ集中的な精神医療（状態の維持、悪化予防のための医

療を含む。）を継続的に要すると判断されたもの 

（平19規則26・追加、平20規則９・平21規則61・平22規則48・平25規則43・一

部改正） 

附 則（昭和59年６月30日規則第48号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和59年12月１日規則第67号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成５年３月31日規則第43号） 

この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年３月31日規則第26号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用する

ことができる。 

附 則（平成７年１月６日規則第４号） 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行し、改正後の第３条第１項の規定は、平成６年10月１

日から適用する。 

（経過措置） 

２ 改正前の第２号様式の規定により調製した用紙は、当分の間所要の調整をして使用す

ることができる。 

附 則（平成７年９月27日規則第73号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の第２号様式の規定により調製した用紙は、当分の間所要の調整をして使用す

ることができる。 

附 則（平成10年３月31日規則第40号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の第２号様式の規定により調製した用紙は、当分の間所要の調整をして使用す

ることができる。 

附 則（平成16年３月31日規則第66号） 

（施行期日） 
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１ この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用する

ことができる。 

附 則（平成19年３月30日規則第26号） 

この規則は、平成19年10月１日から施行する。 

附 則（平成20年３月31日規則第９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成20年４月１日から施行する。ただし、第１号様式の改正規定（「船

橋市長  様」を「船橋市長 あて」に改める部分に限る。）及び第３号様式から第５

号様式までの改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に助成事由の生じた者に係る改正後の第２条第５号、第３条第１項

及び第４条第３号並びに附則第２項第１号の規定の適用については、なお従前の例によ

る。 

３ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用する

ことができる。 

附 則（平成21年５月22日規則第61号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の船橋市重度心身障害者医療費の助成に関す

る条例施行規則の規定は、平成21年４月１日から適用する。 

附 則（平成22年３月31日規則第48号） 

この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年８月25日規則第73号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年６月29日規則第104号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成24年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の船橋市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則第４条第１項の規

定は、平成24年７月１日以後に助成事由の生じた医療費の助成について適用する。 

附 則（平成25年３月29日規則第43号）抄 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年６月30日規則第77号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成27年８月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、公布の

日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用する

ことができる。 

（準備行為） 

３ 改正後の第５条第１項に規定する認定の申請に関する手続その他の行為は、この規則

の施行前においても、行うことができる。 

附 則（平成27年12月28日規則第141号） 

（施行期日） 
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１ この規則は、平成28年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用する

ことができる。 

附 則（平成28年３月31日規則第104号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用する

ことができる。 

附 則（平成30年７月31日規則第77号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成30年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の船橋市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則第４条第１項第３

号の規定は、平成30年８月１日以後に助成事由の生じた医療費の助成について適用する。 

附 則（平成30年10月31日規則第103号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の船橋市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則第４条第１項第４

号及び第５号の規定は、平成30年９月１日以後に助成事由の生じた医療費の助成につい

て適用する。 

附 則（令和２年６月30日規則第92号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用する

ことができる。 
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第1号様式 

（平27規則77・追加、平27規則141・令２規則92・一部改正） 

第2号様式 

（平27規則77・追加） 

第3号様式 

（平27規則77・追加、平28規則104・一部改正） 

第4号様式 

（平６規則26・全改、平16規則66・平20規則９・一部改正、平27規則77・旧第

１号様式繰下・一部改正、令２規則92・一部改正） 

第5号様式 

（平27規則77・追加） 

第6号様式 

（平６規則26・平20規則９・一部改正、平27規則77・旧第３号様式繰下、平28

規則104・令２規則92・一部改正） 

第7号様式 

（平27規則77・追加、平27規則141・一部改正） 

第8号様式 

（平27規則77・追加） 

第9号様式 

（平27規則77・追加） 

第10号様式 

（昭59規則67・平５規則43・平20規則９・一部改正、平23規則73・旧第５号様

式繰上、平27規則77・旧第４号様式繰下・一部改正、令２規則92・一部改正） 

 


