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令和元年６月１２日規則第２号  

（趣旨）  

第１条 この規則は、桶川市重度心身障害者医療費支給条例（昭和４９年

桶川市条例第１２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。  

（社会保険各法）  

第２条 条例第２条第３項に規定する規則で定める社会保険各法は、次に

掲げる法律とする。  

（１） 健康保険法（大正１１年法律第７０号）  

（２） 船員保険法（昭和１４年法律第７３号）  

（３） 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）  

（４） 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）  

（５） 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）  

（昭和５９規則２４・追加、平成９規則２５・平成１０規則２９・

平成１３規則４７・一部改正）  

（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、様式第１号の重度心身障害者医療費受給資格登録

申請書を市長に提出し、認定を受けることにより行うものとする。  

２  市長は、前項の申請書が提出された場合には、条例第２条第１項各号

のいずれかに該当するかどうか次の各号に掲げる書類により確認するも

のとする。  

（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１

３６５号）に基づく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） 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）、高齢者の医療

の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）及び社会保険各法に

規定する被保険者証、組合員証又は加入者証  

（４） 受給資格の登録を受けようとする者の所得証明書その他の収入

の額を証する書類  

（５） その他市長が必要と認める書類  

（昭和５３規則１３・昭和５８規則１０・一部改正、昭和５９規則

２４・旧第２条繰下・一部改正、平成１０規則２９・平成２０規則

２０・平成２５規則１０・平成２６規則２７・令和元規則２・一部

改正）  

（受給者証等）  

第４条 条例第６条第１項に規定する受給者証（以下「受給者証」という。）

は、様式第２号の重度心身障害者医療費受給者証とする。  

２  条例第６条第２項に規定する通知は、様式第３号の重度心身障害者医

療費受給資格登録申請却下決定通知書により行うものとする。  

３  受給者証を破損し、又は紛失したときは、様式第４号の重度心身障害

者医療費受給者証再交付申請書を市長に提出し、再交付を受けなければ

ならない。  

４  受給者証の有効期間は、前条第１項の規定による申請をした日（以下

次項において「申請日」という。）又は次条に規定する更新する日（以

下この項において「更新日」という。）からそれ以後最初の更新日の前

日又は受給資格消滅日のうち早い方の日までとする。ただし、身体障害

者手帳に再認定年月の記載がある場合、療育手帳に次回判定年月の記載

がある場合又は精神障害者保健福祉手帳の場合の有効期限は、次のとお



りとする。  

（１） 身体障害者手帳に再認定年月がある場合は、更新日の前日、再

認定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日  

（２） 療育手帳に次回判定年月がある場合は、更新日の前日、次回判

定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日  

（３） 精神障害者保健福祉手帳の場合は、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消滅日のいずれか早く到達する

日  

５  前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当

該各号に規定す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

交付された手帳に限る。）の交付を受けたときは、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の日の属する月の初

日  

（２） 条例第３条に規定する対象者（以下「対象者」という。）とな

つた後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には、災害その他やむを得ない理由がやんだ

後１５日以内）に第３条第１項に規定する申請をしたときは、対象と

なつた日  

（３） 前２号に掲げるもののほか、対象者が災害その他やむを得ない

理由により条例第５条に規定する登録の申請をすることができなかつ

た場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後１５日以内

にその申請をしたときは、災害その他やむを得ない理由により当該申

請をすることができなくなつた日  

（平成１３規則４７・全改、平成１８規則２４・平成２０規則２０・



平成２１規則２１・平成２４規則２９・平成２５規則１０・平成２

６規則４・平成２６規則２７・平成２８規則３１・一部改正）  

（受給者証の更新）  

第５条 受給者証は、昭和６２年から起算して５年ごとに更新するものと

する。  

２  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日に行う

こととし、更新を受けようとする者は、更新する日の属する月の前月に

第３条第１項に規定する申請書に受給者証を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。  

（昭和６２規則２０・全改）  

（支給の方法）  

第６条 条例第７条第１項に規定する支給は、様式第５号の重度心身障害

者医療費請求書（償還払）に基づき行うものとする。ただし、条例第２

条第１項第４号及び第５号に規定する者については、様式第６号の（後

期）重度心身障害者医療費請求書（償還払）により行うものとする。  

２  条例第７条第２項の規定による支払の請求は、様式第６号の２の重度

心身障害者医療費請求書（現物給付）（条例第２条第１項第４号及び第

５号に規定する者については、様式第６号の３の（後期）重度心身障害

者医療費請求書（現物給付））を市長に提出することにより行うものと

する。ただし、当該支払の額の審査及び支払に関する事務を次条の規定

により社会保険診療報酬支払基金埼玉支部又は埼玉県国民健康保険団体

連合会に委託している場合は、この限りでない。  

３  第１項の請求に係る医療費は、口座振替の方法により、条例第６条第

１項に規定する受給者（以下「受給者」という。）に支給するものとす

る。この場合において、当該受給者の死亡等により受給者に支給するこ

とができないときは、市長が定める者に支給する。  

（昭和５３規則１３・旧第４条繰下、昭和５８規則１０・一部改正、



昭和５９規則２４・旧第５条繰下、平成１３規則４７・平成１８規

則２４・平成２０規則２０・平成２５規則１０・平成２６規則４・

平成２６規則２７・一部改正）  

（支払事務の委託）  

第６条の２  市長は、条例第７条第２項の規定により市長の指定する医療

機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬

支払基金埼玉支部又は埼玉県国民健康保険団体連合会に委託することが

できる。  

（平成２６規則４・追加）  

（届出事項）  

第７条 受給者又はその保護者は、条例第８条に規定する資格を喪失した

ときは様式第７号の重度心身障害者医療費受給資格喪失届を、登録事項

に変更があつたときは様式第８号の重度心身障害者医療費受給資格内容

等変更届を速やかに市長に届け出なければならない。  

（平成１３規則４７・全改）  

（受給者証の返還）  

第８条 受給者が、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を市長

に返還しなければならない。  

（昭和５９規則２４・追加、平成１３規則４７・平成２０規則２０・

一部改正）  

（資格消滅の通知）  

第９条 市長は、受給者が対象者でなくなつたと認めたときは、様式第９

号の重度心身障害者医療費受給資格消滅通知書により、当該受給者であ

つた者に通知する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、こ

の限りでない。  

（１） 受給者が第７条の規定による届出をした場合  

（２） 受給者が死亡した場合  



（平成１８規則２４・追加、平成２８規則３１・一部改正）  

附  則  

この規則は、昭和４９年４月１日から施行する。  

附  則（昭和５３年規則第１３号）  

この規則は、昭和５３年１０月１日から施行する。  

附  則（昭和５８年規則第１０号）  

この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市重度心身障害者医療

費支給条例施行規則の規定は、昭和５８年２月１日から適用する。  

附  則（昭和５９年規則第２４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２０号）  

この規則は、昭和６２年１０月１日から施行する。  

附  則（平成６年規則第３０号）  

この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川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６年１０月１日から適用する。  

附  則（平成９年規則第２５号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（平成１０年規則第５号）  

この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川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日から適用する。  

附  則（平成１０年規則第２９号）  

１  この規則は、公布の日から施行し、第１条の規定による改正後の桶川

市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則の規定、第２条の規定による

改正後の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の

規定、第３条の規定による改正後の桶川市老人の医療費の支給に関する

条例施行規則の規定及び第４条の規定による改正後の桶川市重度心身障

害者医療費支給条例施行規則の規定は、平成１０年１月１日から適用す



る。  

２  この規則施行の際、改正前の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例施

行規則、桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、

桶川市老人の医療費の支給に関する条例施行規則及び桶川市重度心身障

害者医療費支給条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、

この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。  

附  則（平成１１年規則第１６号）  

１  この規則は、平成１１年４月１日から施行する。  

２  この規則施行の際、改正前の桶川市重度心身障害者医療費支給条例施

行規則及び桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則

に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわら

ず、当分の間、使用することができる。  

附  則（平成１２年規則第４６号）  

１  この規則は、平成１３年１月１日から施行する。  

２  この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、

なお従前の例による。  

附  則（平成１３年規則第２５号）  

この規則は、平成１３年１０月１日から施行する。  

附  則（平成１３年規則第４７号）  

１  この規則は、平成１４年１月１日から施行する。  

２  この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、

なお従前の例による。  

附  則（平成１５年規則第７号）  

１  この規則は、平成１５年４月１日から施行する。  

２  この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、

なお従前の例による。  

３  この規則施行の際、改正前の桶川市重度心身障害者医療費支給条例施



行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にか

かわらず、当分の間、使用することができる。  

附  則（平成１７年規則第４０号）  

１  この規則は、平成１７年４月１日から施行する。  

２  この規則施行の際、改正前の桶川市生活保護法施行細則等に定める様

式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の

間、使用することができる。  

附  則（平成１８年規則第２４号）  

１  この規則は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、第２条中桶

川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則様式第５号及び様式第６号

の改正規定（「下記」を「次」に改める部分を除く。）は、平成２０年

４月１日から施行する。  

２  この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、

なお従前の例による。  

３  この規則施行の際、改正前の桶川市重度心身障害者医療費支給条例施

行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にか

かわらず、当分の間、使用することができる。  

附  則（平成１８年規則第３５号）抄  

（施行期日）  

１  この規則は、公布の日から施行し、第１条の規定による改正後の桶川

市こども医療費支給に関する条例施行規則の規定、第２条の規定による

改正後の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の

規定及び第３条の規定による改正後の桶川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１８年４月１日から適用する。  

（経過措置）  

２  この規則施行の際、改正前の桶川市こども医療費支給に関する条例施

行規則、桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則及



び桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則に定める様式に基づい

て交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用す

ることができる。  

附  則（平成１９年規則第１３号）  

１  この規則は、平成１９年４月１日から施行する。  

２  この規則の施行の際、改正前の桶川市重度心身障害者医療費支給条例

施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定に

かかわらず、当分の間、使用することができる。  

附  則（平成２０年規則第２０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。  

（経過措置）  

２  この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、

なお従前の例による。  

３  この規則施行の際、改正前の桶川市重度心身障害者医療費支給条例施

行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にか

かわらず、当分の間、使用することができる。  

附  則（平成２１年規則第２１号）  

１  この規則は、公布の日から施行する。  

２  この規則施行の際、改正前の桶川市重度心身障害者医療費支給条例施

行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にか

かわらず、当分の間、使用することができる。  

附  則（平成２４年規則第２９号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（平成２５年規則第１０号）  

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。  

附  則（平成２６年規則第４号）  



（施行期日）  

１  この規則は、平成２６年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、

なお従前の例による。  

３  この規則施行の際、第２条による改正前の桶川市こども医療費支給に

関する条例施行規則、第４条による改正前の桶川市重度心身障害者医療

費支給条例施行規則及び第６条による改正前の桶川市ひとり親家庭等の

医療費の支給に関する条例施行規則に定める様式に基づいて交付された

用紙は、これらの規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することが

できる。  

附  則（平成２６年規則第２７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３１号）  

１  この規則は、平成２８年４月１日から施行する。  

２  改正後の第４条第５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適用し、同日前に対象者となった者につい

ては、なお従前の例による。  

附  則（令和元年規則第２号）  

この規則は、公布の日から施行する。  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第３条関係）  

（平成１３規則４７・全改、平成１７規則４０・平成１８規則２４・

平成２０規則２０・平成２１規則２１・平成２６規則４・平成２６

規則２７・一部改正）  

様式第２号（第４条関係）  

（平成２６規則４・全改）  

様式第３号（第４条関係）  

（平成２８規則３１・全改）  

様式第４号（第４条関係）  

（平成１３規則４７・全改、平成１７規則４０・平成２０規則２０・

平成２１規則２１・一部改正）  

様式第５号（第６条関係）  

（平成１３規則４７・全改、平成１５規則７・平成１８規則２４・

平成１８規則３５・平成１９規則１３・平成２５規則１０・平成２

６規則４・一部改正）  

様式第６号（第６条関係）  

（平成１５規則７・全改、平成１８規則２４・平成１８規則３５・

平成１９規則１３・平成２０規則２０・平成２５規則１０・平成２

６規則４・一部改正）  

様式第６号の２（第６条関係）  

（平成２６規則４・追加）  

様式第６号の３（第６条関係）  

（平成２６規則４・追加）  

様式第７号（第７条関係）  

（平成１３規則４７・追加、平成１８規則２４・平成２０規則２０・

平成２６規則４・一部改正）  

様式第８号（第７条関係）  



（平成１３規則４７・追加、平成１８規則２４・平成２０規則２０・

平成２１規則２１・平成２６規則４・平成２６規則２７・一部改正） 

様式第９号（第９条関係）  

（平成２８規則３１・全改）  

 


