
   川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例 
（昭和五十年十二月二十七日条例第三十七号）  （目的） 

第一条 この条例は、重度心身障害者に対し、医療の給付に係る一部負担金等
について助成金を支給することにより、重度心身障害者の福祉の増進を図る

ことを目的とする。  （定義） 
第二条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該
当する者をいう。 
一 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）に規定する身体
障害者手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該身体障害者手帳を

所持していない者で、身体障害者福祉法施行規則（昭和二十五年厚生省令

第十五号）別表第五号に定める一級、二級、三級又は四級の障害を有する

もの 
二 埼玉県の療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けた者又は特別の理
由により当該療育手帳を所持していない者で、同制度で規定する「（（Ａ））」、

「Ａ」又は「Ｂ」の障害を有するもの 
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十
三号）に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は特別の理

由により当該精神障害者保健福祉手帳を所持していない者で、精神保健及

び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和二十五年政令第百五十五号）

第六条第三項に定める一級の障害を有するもの 
四 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第五十
条第二号に該当する者 

五 七十五歳以上の者であつて、高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平
成十九年政令第三百十八号）別表で定める程度の障害の状態にある旨の市

長の認定を受けたもの  （対象者） 
第三条 この条例による医療費助成金の支給の対象となる者（以下「対象者」
という。）は、国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）若しくは高



齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者又は規則で定める社会保

険各法（第四条において「社会保険各法」という。）に規定する被保険者、組

合員若しくは加入者（被保険者、組合員又は加入者であつた者を含む。以下

「被保険者等」という。）及び被扶養者である重度心身障害者であつて、次の

各号のいずれかに該当するものとする。 
一 市内に住所を有する者 
二 前号に掲げる者以外の者で次のいずれかに該当するもの 
イ 本市から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（平成十七年法律第百二十三号）第二十九条第一項又は第三十条第一

項の規定による介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓

練等給付費の支給を受けて、次に掲げるいずれかの施設又は住居に入所

し、又は入居している者 
⑴ 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五
条第十一項に規定する障害者支援施設 

⑵ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成十四
年法律第百六十七号）第十一条第一号の規定により独立行政法人国立

重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設（以下「のぞみの

園」という。） 
⑶ 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五
条第十五項に規定する共同生活援助（以下「共同生活援助」という。）

を行う住居 
ロ 本市が、身体障害者福祉法第十八条第一項の規定により、共同生活援
助を行う住居に入居させて同項に規定する障害福祉サービスの提供を委

託している者 
ハ 本市が、身体障害者福祉法第十八条第二項の規定により、同項に規定
する障害者支援施設等又は指定医療機関に入所又は入院を委託している

者 
ニ 本市が、知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号）第十五条
の四の規定により、共同生活援助を行う住居に入居させて同条に規定す

る障害福祉サービスの提供を委託している者 



ホ 本市が、知的障害者福祉法第十六条第一項の規定により、同項に規定
する障害者支援施設等又はのぞみの園に入所させてその更生援護（同法

第二条第一項に規定する更生援護をいう。）を行うことを委託している者 
へ 埼玉県から児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十四条
の二第一項の規定による障害児入所給付費の支給を受けている市内に住

所を有する入所給付決定保護者（同法第二十四条の三第六項に規定する

入所給付決定保護者をいう。以下ヘ及びトにおいて同じ。）に係る障害児

で同法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等（トにお

いて「指定障害児入所施設等」という。）に入所し、又は入院しているも

の（入所給付決定保護者が住所を有しないか又は入所給付決定保護者の

住所が明らかでない場合は、当該入所給付決定保護者の現在地が市内に

ある者に限る。） 
ト 埼玉県から児童福祉法第二十四条の二十四第一項の規定による障害児
入所給付費の支給を受けて、指定障害児入所施設等に入所し、又は入院

している入所者（同項に規定する入所者をいう。）で、当該入所者が満十

八歳となる日の前日に当該入所者の入所給付決定保護者であつた者（以

下トにおいて「保護者であつた者」という。）が市内に住所を有していた

もの（保護者であつた者がいないか、保護者であつた者が住所を有しな

いか又は保護者であつた者の住所が明らかでない場合は、当該入所者が

満十八歳となる日の前日におけるその者の所在が市内にあつた者に限

る。） 
チ 国民健康保険法第百十六条の二第一項又は第二項の規定により、本市
が行う国民健康保険の被保険者である者 

リ 高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項の規定の適用を受
ける埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者で

ある者で、病院等（同項に規定する病院等をいう。ヌにおいて同じ。）に

入院等（同項に規定する入院等をいう。ヌにおいて同じ。）をした際市内

に住所を有していたもの 
ヌ 高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第二項第一号の規定の適
用を受ける埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保



険者である者で、継続して入院等をしている二以上の病院等のうち最初

に入院等をした際市内に住所を有していたもの 
ル 高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第二項第二号の規定の適
用を受ける埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保

険者である者で、最後に行つた同号に規定する特定住所変更に係る同号

に規定する継続入院等の際市内に住所を有していたもの 
２ 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者は、対象者と
しない。 
一 生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）に基づく保護を受けてい
る世帯に属する者 

二 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等
及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成六年法律第三十号）によ

る支援給付（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律の一部を改正する法律（平成十九年法律第百二十七号）

附則第四条第一項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の

自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成二十五年法律第百六

号。以下この号において「平成二十五年改正法」という。）附則第二条第一

項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年

改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後

の自立の支援に関する法律（平成六年法律第三十号）第十四条第一項並び

に平成二十五年改正法附則第二条第三項に規定する支援給付を含む。）を受

けている者 
三 児童福祉法第二十七条第一項の規定により同法第六条の三第八項に規定
する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第六条の四第一項に規定

する里親に委託されている者 
四 他の市町村（特別区を含む。）が実施する医療費の助成事業により、この
条例による医療費助成金に相当する給付を受けることができる者 

五 身体障害者福祉法施行規則別表第五号に定める四級の障害を有する者の
うち、前年の所得（一月から七月までに受けた医療に係る医療費助成金に

ついては、前々年の所得）に基づき、地方税法（昭和二十五年法律第二百



二十六号）の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含む。）

が課されているもの 
六 六十五歳に達する日後に重度心身障害者となつた者（前条第四号及び第
五号に該当する重度心身障害者で、六十五歳に達する日以前に高齢者の医

療の確保に関する法律施行令別表で定める程度の障害の状態にあつたと市

長が認めるものを除く。）  （医療費助成金） 
第四条 市は、次に掲げる費用（以下「一部負担金等」という。）について、対
象者に医療費助成金を支給するものとする。ただし、一部負担金等について

附加給付及び国又は地方公共団体の施策による医療に係る給付がある場合に

おいては、当該附加給付額及び当該給付額は控除するものとする。 
一 対象者に係る医療（他の法令の規定により給付される医療を除く。）につ
いて、国民健康保険法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に規定す

る被保険者又は社会保険各法に規定する被保険者等若しくは被扶養者が、

国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規

定により負担すべき額から健康保険法（大正十一年法律第七十号）第八十

五条第二項及び高齢者の医療の確保に関する法律第七十四条第二項に規定

する食事療養標準負担額並びに健康保険法第八十五条の二第二項及び高齢

者の医療の確保に関する法律第七十五条第二項に規定する生活療養標準負

担額を控除した費用 
二 他の法令の規定により対象者に係る医療の給付を受けた場合において、
当該給付に要する費用のうち、対象者又はその扶養義務者が当該法令の規

定により負担すべき費用があるときは、当該費用 
２ 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法若しくは高齢者の医療の確保に
関する法律に規定する被保険者又は社会保険各法に規定する被保険者等若し

くは被扶養者の責めにより過分の自己負担があるときは、その額については

医療費助成金の支給の対象としない。 
３ 第一項の規定にかかわらず、第二条第三号に該当する重度心身障害者が医
療法（昭和二十三年法律第二百五号）第七条第二項第一号に規定する精神病

床に入院したときの一部負担金等については、医療費助成金の支給の対象と



しない。  （受給資格の登録） 
第五条 医療費助成金の支給を受けようとする対象者は、規則で定める申請書
を市長に提出して、受給に必要な事項の登録を受けなければならない。  （受給者証の交付） 

第六条 市長は、前条の申請に基づき、第三条に定める対象者と認定したとき
は、当該対象者（以下「受給者」という。）に受給者証を交付しなければなら

ない。  （受給者証の提示） 
第七条 受給者は、医療機関等において医療を受けようとする場合は、被保険
者証、組合員証又は加入者証の提出とともに、受給者証を提示しなければな

らない。  （支給の方法） 
第八条 医療費助成金の支給は、受給者又はその保護者（受給者を現に監護す
る者として登録されたものをいう。）の請求に基づき行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市は、受給者が、市長の指定する医療機関等で
医療を受けた場合には、一部負担金等に代つて当該医療機関等に支払うこと

ができる。 
３ 前項の規定による支払があつたときは、当該医療を受けた受給者に対し医
療費助成金の支給があつたものとみなす。  （届出の義務） 

第九条 受給者は、その資格を喪失したとき、又は登録事項に変更があつたと
きは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。  （譲渡又は担保の禁止） 

第十条 医療費助成金の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供して
はならない。  （損害賠償との調整） 

第十一条 市長は、医療の給付が第三者の行為によるものであり、かつ、その
者から受給者が損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費

助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費助成金の額



に相当する額を返還させることができる。  （医療費助成金の返還） 
第十二条 市長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるとき、
他の法令等により医療費の支給を受けた者があるとき、又は一部負担金等の

変更その他の理由により過払いが生じたときは、その者から、その支給を受

けた額の全部又は一部を返還させることができる。  （委任） 
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。    附 則  この条例は、昭和五十一年一月一日から施行する。    附 則（昭和五六年七月二二日条例第二五号）  この条例は、昭和五十六年十月一日から施行する。    附 則（昭和五七年一二月二五日条例第四三号）  この条例は、昭和五十八年二月一日から施行する。    附 則（昭和五九年一二月二六日条例第二二号）  この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越市重度心身
障害者医療費支給に関する条例の規定は、昭和五十九年十月一日から適用する。    附 則（平成一〇年六月二三日条例第二〇号） 
１ この条例は、公布の日から施行する。 
２ 第一条の規定による改正後の川越市乳幼児医療費支給に関する条例第二条
の規定及び第二条の規定による改正後の川越市重度心身障害者医療費支給に

関する条例第三条の規定は、平成十年一月一日から適用する。    附 則（平成一三年一二月二一日条例第三九号） 
１ この条例は、平成十四年一月一日から施行する。 
２ この条例による改正後の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例の
規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費助成金について適用し、

同日前の医療に係る医療費助成金については、なお従前の例による。    附 則（平成一八年三月二四日条例第八号）  この条例は、平成十八年四月一日から施行する。    附 則（平成一八年九月二五日条例第三四号） 



 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。    附 則（平成二〇年三月二一日条例第一一号） 
１ この条例は、平成二十年四月一日から施行する。 
２ この条例の施行の日（以下この項において「施行日」という。）の前日にお
いて改正前の第三条第一項第二号リの規定に該当し、現に受給者証又は受給

証明書の交付を受けている者で施行日において高齢者の医療の確保に関する

法律（昭和五十七年法律第八十号）に規定する埼玉県後期高齢者医療広域連

合が行う後期高齢者医療の被保険者となるもの（改正後の第三条第一項第二

号ヌからヲまでの規定に該当する者を除く。）は、施行日の前日において入院

等（国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）第百十六条の二第一

項に規定する入院等をいう。）をしている病院等（同項に規定する病院等をい

う。）に引き続き住所を有する間は、改正後の第三条第一項の規定にかかわら

ず、同項に規定する対象者とみなす。    附 則（平成二〇年三月三一日条例第一五号）抄 
１ この条例は、平成二十年四月一日から施行する。 
３ 第二条の規定による改正後の川越市重度心身障害者医療費支給に関する条
例の規定は、施行日以後の医療に係る医療費助成金の支給について適用し、

施行日前の医療に係る医療費助成金の支給については、なお従前の例による。    附 則（平成二〇年九月二五日条例第三〇号）  この条例は、公布の日から施行する。    附 則（平成二一年三月二五日条例第七号）  この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。    附 則（平成二二年九月二四日条例第二六号）  （施行期日） 
１ この条例中第四条第一項第一号の改正規定並びに次項及び附則第三項の規
定は平成二十三年十月一日から、第三条第二項に一号を加える改正規定及び

附則第四項の規定は平成二十四年十月一日から施行する。  （経過措置） 
２ この条例による改正後の第四条第一項第一号の規定は、平成二十三年十月
一日以後の医療に係る医療費助成金の支給について適用し、同日前の医療に



係る医療費助成金の支給については、なお従前の例による。 
３ 平成二十三年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間における医
療に係る医療費助成金の支給についてのこの条例による改正後の第四条第一

項第一号の規定の適用については、同号中「生活療養標準負担額」とあるの

は、「生活療養標準負担額にそれぞれ二分の一を乗じて得た額」とする。 
４ この条例による改正後の第三条第二項第五号の規定は、平成二十四年十月
一日以後の医療に係る医療費助成金の支給について適用し、同日前の医療に

係る医療費助成金の支給については、なお従前の例による。    附 則（平成二三年一二月一六日条例第二四号） 
１ この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条及び次項の規定は平成二
十四年四月一日から施行する。 

２ 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の川越市重度心身障
害者医療費支給に関する条例第三条第一項第二号ロ、ハ、ト及びチの規定に

該当する者であって、受給者証の交付を受けているものに対する医療費助成

金の支給については、当該受給者証の交付を受けている者が、その入所して

いる施設を退所し、又は入院している医療機関を退院するまでの間は、なお

従前の例による。    附 則（平成二五年三月二六日条例第六号）抄  この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定
は、平成二十六年四月一日から施行する。 
一及び二 略 
三 第三条中川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例第三条第一項第
二号イ⑴の改正規定（「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部

分に限る。）、同号イ⑶の改正規定（「第五条第十項に規定する共同生活介護

（以下「共同生活介護」という。）又は同条第十六項」を「第五条第十五項」

に改める部分に限る。）並びに同号ロ及びニの改正規定    附 則（平成二六年一〇月一日条例第六二号）  この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。 
附 則（平成二六年一二月一九日条例第八四号） 
１ この条例は、平成二十七年四月一日から施行し、改正後の第二条第三号の



規定は、同年一月一日から適用する。 
２ 改正後の第三条第二項第六号の規定は、この条例の施行の際現に改正後の
第二条に規定する重度心身障害者である者については、適用しない。  


