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○上尾市重度心身障害者医療費支給条例施行規則 

昭和48年10月25日規則第32号 

改正 

昭和50年９月１日規則第22号 

昭和52年９月28日規則第21号 

昭和56年３月31日規則第８号 

昭和58年１月31日規則第２号 

昭和59年12月27日規則第20号 

昭和62年９月22日規則第28号 

平成３年２月22日規則第５号 

平成４年８月13日規則第31号 

平成６年３月29日規則第12号 

平成６年11月29日規則第44号 

平成８年10月１日規則第37号 

平成９年５月２日規則第20号 

平成９年８月29日規則第36号 

平成９年９月24日規則第37号 

平成10年６月23日規則第30号 

平成12年12月28日規則第72号 

平成13年10月22日規則第48号 

平成17年３月31日規則第21号 

平成18年１月18日規則第１号 

平成18年３月31日規則第28号 

平成18年９月28日規則第47号 

平成18年12月28日規則第69号 

平成20年３月31日規則第26号 

平成25年４月１日規則第23号 

平成25年12月24日規則第47号 

平成26年４月１日規則第24号 

平成26年12月25日規則第53号 
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平成28年３月31日規則第38号 

平成28年５月31日規則第49号 

平成29年３月29日規則第21号 

平成30年３月27日規則第８号 

平成30年12月28日規則第44号 

令和元年８月１日規則第12号 

令和３年４月１日規則第40号 

上尾市重度心身障害者医療費支給条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、上尾市重度心身障害者医療費支給条例（昭和48年上尾市条例第36号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（規則で定める施設等） 

第２条 条例第３条第１項第１号アの規則で定める施設等は、本市の区域内に設置している施設等

のうち、次に掲げる施設等とする。 

(１) 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（平成17年法律第123号）第

５条第11項に規定する障害者支援施設 

(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第５条第17項に規定する共

同生活援助を行う住居 

（受給資格の登録） 

第３条 条例第５条に規定する受給資格の登録は、当該受給資格の登録を受けようとする者が、重

度心身障害者医療費受給資格登録申請書（第１号様式）を市長に提出し、認定を受けることによ

り、行うものとする。 

２ 前項の申請書には、前年の所得（１月から９月までの間に当該申請書を提出する場合にあって

は、前々年の所得）を証明する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）に規定する身体障害者手帳、埼玉県療育手帳制

度要綱（平成14年埼玉県告示第1365号）に規定する療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律（昭和25年法律第123号）に規定する精神障害者保健福祉手帳 

(２) 前号の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を特別の理由により所持し

ていない場合は、当該理由及び障害の程度を証する書類 

(３) 条例第２条第３項に規定する医療保険各法の被保険者証、組合員証又は加入者証 
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(４) その他市長が必要と認める書類 

３ 前項の規定にかかわらず、第１項の申請書を提出する者が前項に規定する書類により証明すべ

き事実を市長が公簿等によって確認することについて同意した場合にあっては、当該書類の添付

を省略することができる。 

（受給資格証） 

第４条 条例第６条第１項に規定する受給資格証は、重度心身障害者医療費受給資格証（第２号様

式）とする。ただし、条例第２条第１項第３号に規定する重度心身障害者に交付する受給資格証

は、重度心身障害者医療費受給資格証（第２号様式の２）のとおりとする。 

２ 条例第６条第２項の規定による通知は、重度心身障害者医療費受給資格登録申請却下決定通知

書（第２号様式の３）により、行うものとする。 

３ 受給資格証を破損し、又は紛失したときは、重度心身障害者医療費受給資格証再交付申請書（第

３号様式）を市長に提出して受給資格証の再交付を受けなければならない。 

４ 受給資格証は、昭和62年から起算して５年ごとに更新するものとする。 

５ 前項の規定による更新は、当該更新を実施する年の10月１日（以下「更新日」という。）に行

うこととし、更新日の属する年の９月に第２条第１項に規定する申請書に受給資格証を添えて、

市長に提出しなければならない。 

６ 市長は、前項の規定に基づき提出される申請書の内容を住民基本台帳その他市が有する公簿等

によって確認することができるときは、当該申請書の提出を省略させることができる。 

７ 受給資格証の有効期間は、第３条第１項の規定による登録の申請をした日（次項において「申

請日」という。）又は更新日から、それ以後最初に到来する更新日の前日又は受給資格の消滅す

る日のうちいずれか早い日までとする。ただし、身体障害者手帳に再認定年月の記載があり、若

しくは療育手帳に次回判定年月の記載がある場合又は受給者（条例第６条第１項に規定する受給

者をいう。）の所持する第３条第２項各号に掲げる書類が精神障害者保健福祉手帳である場合の

有効期限は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

(１) 身体障害者手帳に再認定年月の記載がある場合 更新日の前日、再認定年月の末日又は受

給資格の消滅する日のうちいずれか早い日まで 

(２) 療育手帳に次回判定年月の記載がある場合 更新日の前日、次回判定年月の末日又は受給

資格の消滅する日のうちいずれか早い日まで 

(３) 精神障害者保健福祉手帳の場合 更新日の前日、精神障害者保健福祉手帳の有効期限又は

受給資格の消滅する日のうちいずれか早い日まで 
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８ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる対象者（条例第３条の規定により重度心身障害者

医療費の支給（同条第１項に規定する重度心身障害者医療費の支給をいう。）の対象となる者を

いう。以下同じ。）のいずれかに該当する者にあっては、当該対象者の区分に応じ、当該各号に

定める日を申請日とみなす。 

(１) 新たに身体障害者手帳（条例第２条第１項第１号に規定する重度心身障害者に交付された

身体障害者手帳に限る。）、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳（条例第２条第１項第３号

に規定する重度心身障害者に交付された精神障害者保健福祉手帳に限る。）の交付を受けた対

象者 当該身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた日の属する

月の初日 

(２) 対象者（前号に掲げる者及び条例第２条第１項第４号又は第５号に掲げる者に該当する重

度心身障害者であって、65歳に達する日前に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）別表に定める程度の障害の状態にあった旨の市長の認定を受けたものを除く。）

となった日から15日以内（当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じ

た場合は、災害その他やむを得ない理由がやんだ日から15日以内）に条例第５条の規定による

登録の申請をした対象者 対象となった日 

(３) 前２号に掲げるもののほか、災害その他やむを得ない理由により条例第５条の規定による

登録の申請をすることができなかった場合において、その理由がやんだ日から15日以内にその

申請をした対象者 災害その他やむを得ない理由により当該登録の申請をすることができなく

なった日 

（医療費の申請等） 

第５条 条例第８条第１項に規定する申請は、重度心身障害者医療費支給申請書（第４号様式）を

市長に提出することにより、行うものとする。 

２ 条例第８条第２項の規定による医療機関等に対する一部負担金等の支払は、当該医療機関等か

ら提出された重度心身障害者医療費請求書（第４号様式の２）により、行うものとする。ただし、

同項に規定する場合において、受給者が国民健康保険法（昭和33年法律第192号）の規定による被

保険者であるときは、他の方法によることができるものとする。 

３ 市長は、第１項の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定

したときは、重度心身障害者医療費支給決定通知書（第５号様式）により、申請者に通知するも

のとする。 

４ 医療費は、口座振替の方法により申請者に支給するものとする。この場合において、当該申請
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者の死亡等により申請者に支給することができないときは、市長が定める者に支給する。 

（預金口座） 

第６条 前条第１項の規定により医療費の支給の申請をしようとする者は、市長が指定する金融機

関にあらかじめ預金口座を設け、市長に届け出なければならない。 

（届出事項） 

第７条 条例第９条の規定による登録事項変更の届出は、重度心身障害者医療費受給資格内容等変

更届（第６号様式）により、行うものとする。 

（受給資格証の返還） 

第８条 受給者が、その資格を喪失したことを知ったときは、重度心身障害者医療費受給資格証返

還届（第７号様式）に受給資格証を添えて速やかに市長に返還しなければならない。 

２ 第４条第３項の規定により、損傷した場合における再交付を受けたときは、損傷した当該受給

資格証についても、前項と同様とする。 

（受給資格消滅の通知） 

第９条 市長は、受給者が対象者に該当しなくなったと認めた場合で受給資格証が返還されていな

いときは、重度心身障害者医療費受給資格消滅通知書（第８号様式）により、当該対象者に該当

しなくなった者（死亡した者を除く。）に通知するものとする。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和50年規則第22号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和52年規則第21号） 

この規則は、昭和52年10月１日から施行する。 

附 則（昭和56年規則第８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和58年規則第２号） 

この規則は、昭和58年２月１日から施行する。 

附 則（昭和59年規則第20号） 

この規則は、昭和60年１月１日から施行する。 

附 則（昭和62年規則第28号） 

この規則は、昭和62年10月１日から施行する。 



6/22 

附 則（平成３年規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成４年規則第31号） 

この規則は、平成４年10月１日から施行する。 

附 則（平成６年規則第12号） 

この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年規則第44号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成８年規則第37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 第１条の規定による改正後の上尾市乳幼児医療費支給条例施行規則第４号様式の規定、第２条

の規定による改正後の上尾市重度心身障害者医療費支給条例施行規則第４号様式及び第４号様式

の２の規定並びに第３条の規定による改正後の上尾市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則第

６号様式の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後に行われる食事療養に

係る標準負担額について適用し、施行日前に行われた食事療養に係る標準負担額については、な

お従前の例による。 

附 則（平成９年規則第20号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年規則第36号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成９年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の上尾市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の規定は、平成９年９月１日以後の診

療に係る医療費の申請及び請求から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請及び請求について

は、なお従前の例による。 

附 則（平成９年規則第37号） 

この規則は、平成10年１月１日から施行する。 

附 則（平成10年規則第30号） 
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（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 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、

この規則による改正後の様式によるものとみなす。 

附 則（平成12年規則第72号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成13年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第４号様式及び第４号様式の２の規定は、この規則の施行の日（以下この項において

「施行日」という。）以後の診療に係る医療費の支給の申請について適用し、施行日前の診療に

係る医療費の支給の申請については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現にある改正前の第４号様式及び第４号様式の２による用紙は、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13年規則第48号） 

この規則は、平成14年１月１日から施行する。 

附 則（平成17年規則第21号） 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年規則第28号） 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年規則第47号） 

この規則は、平成18年10月１日から施行する。 

附 則（平成18年規則第69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 改正後の第４号様式及び第４号様式の２の規定は、平成18年10月１日以後の診療に係る医療費

の支給の申請について適用し、同日前の診療に係る医療費の支給の申請については、なお従前の
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例による。 

３ 改正後の第４号様式の３の規定は、平成18年10月１日以後の診療に係る医療費の請求について

適用し、同日前の診療に係る医療費の請求については、なお、従前の例による。 

４ この規則の施行の際現に存する改正前の第４号様式から第４号様式の３までによる申請書及び

請求書は、改正後のそれぞれの様式の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することが

できる。 

附 則（平成20年規則第26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４条及び第７条の改正規定並びに第

１号様式から第２号様式の２まで、第４号様式及び第５号様式から第７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 この規則の施行の際この規則による改正前の上尾市重度心身障害者医療費支給条例施行規則第

２号様式により交付された重度心身障害者医療費受給資格証で現に効力を有するものは、この規

則による改正後の上尾市重度心身障害者医療費支給条例施行規則第２号様式により交付された重

度心身障害者医療費受給資格証とみなす。 

附 則（平成25年規則第23号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関

係法律の整備に関する法律（平成24年法律第51号）の施行の日（平成25年４月１日）から施行す

る。 

附 則（平成25年規則第47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 この規則の施行の際現に使用されているこの規則による改正前の上尾市重度心身障害者医療費

支給条例施行規則（次項において「旧規則」という。）の様式による書類は、この規則による改

正後の上尾市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の様式によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧規則の様式により作成した用紙については、当分の間、なおこ

れを使用することができる。 
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附 則（平成26年規則第24号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成26年規則第53号） 

この規則は、平成27年１月１日から施行する。 

附 則（平成28年規則第38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 改正後の第４条第８項第２号及び第３号の規定は、平成28年４月１日以降に対象者となった者

について適用し、同日前に対象者となったものについては、なお従前の例による。 

附 則（平成28年規則第49号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年６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使用されているこの規則による改正前の上尾市重度心身障害者医療費

支給条例施行規則（次項において「旧規則」という。）の様式による書類は、この規則による改

正後の上尾市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の様式によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧規則の様式により作成した用紙については、当分の間、なおこ

れを使用することができる。 

附 則（平成29年３月29日規則第21号） 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月27日規則第８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成30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この規則による改正前の上尾市重度心身障害者医療費支給条例施行規則第

２号様式又は第２号様式の２により交付された重度心身障害者医療費受給資格証で現に効力を有

するものは、この規則による改正後の上尾市重度心身障害者医療費支給条例施行規則第２号様式

又は第２号様式の２により交付された重度心身障害者医療費受給資格証とみなす。 

附 則（平成30年12月28日規則第44号） 
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（施行期日） 

１ この規則は、平成31年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第１号様式及び第６号様式の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）

以後の受給資格登録の申請及び受給資格登録事項変更の届出について適用し、施行日前の受給資

格登録の申請及び受給資格登録事項変更の届出については、なお従前の例による。 

附 則（令和元年８月１日規則第12号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年４月１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 この規則による改正後の上尾市重度心身障害者医療費支給条例施行規則（以下「新規則」とい

う。）第１号様式、第３号様式及び第６号様式の規定は、この規則の施行の日以後に提出する新

規則第３条第１項若しくは第４条第３項の申請書又は新規則第７条の届出書について適用し、同

日前に提出したこの規則による改正前の上尾市重度心身障害者医療費支給条例施行規則（以下「旧

規則」という。）第３条第１項若しくは第４条第３項の申請書又は旧規則第７条の届出書につい

ては、なお従前の例による。 
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第１号様式（第３条関係） 
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第２号様式（第４条関係） 

 

第２号様式の２（第４条関係） 
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第２号様式の３（第４条関係） 
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第３号様式（第４条関係） 
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第４号様式（第５条関係） 
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第４号様式の２（第５条関係） 
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第５号様式（第５条関係） 
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第６号様式（第７条関係） 
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第７号様式（第８条関係） 
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第８号様式（第９条関係） 

 


