
 

○下呂市福祉医療費助成条例 

平成16年３月１日条例第79号 

改正 

平成17年４月１日条例第13号 

平成18年９月29日条例第49号 

平成19年３月27日条例第12号 

平成20年３月27日条例第16号 

平成22年８月26日条例第50号 

平成25年３月21日条例第８号 

平成26年12月10日条例第38号 

下呂市福祉医療費助成条例 

（目的） 

第１条 この条例は、子ども、重度心身障がい者、母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及

び児童に対し、医療費の一部を助成（以下「福祉医療費助成」という。）することにより、これ

らの者の保健の向上に寄与し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、「子ども」、「重度心身障がい者」、「母子家庭等の母及び児童」、

及び「父子家庭の父及び児童」（以下「福祉医療費助成対象者」という。）とは、次に定めると

ころによる。 

(１) 子ども 15歳に達する日以後における最初の３月31日までの間にある者(次号、第３号又は

第４号に該当する者を除く。) 

(２) 重度心身障がい者 次に掲げる者のうち、ア、イ、ウ、エ及びカについては、本人の前年

の所得（１月から９月までの間に受ける医療費については前々年の所得とする。以下この号に

おいて同じ。）が特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）第６条の政

令で定める額（以下この号において「法第６条の額」という。）未満であり、かつ、本人の配

偶者及び本人の扶養義務者で、主として本人の生計を維持する者（以下この号において「生計

維持者」という。）の前年の所得が同法第７条の政令で定める額（以下この号において「法第

７条の額」という。）未満である者（災害その他やむを得ない事由により、本人の前年の所得

が法第６条の額未満であり、かつ、本人の配偶者及び本人の生計維持者の前年の所得が法第７

条の額未満であると同様の状態にあると市長が認めるものを含む。）、オ及びキについては本

人の前年度所得が市民税所得割の課税される額未満であり、かつ、本人の配偶者及び本人の生

計維持者の前年の所得が法第７条の額未満である者をいう。 

ア 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定による身体障害者手帳（以

下「身体障害者手帳」という。）の交付を受け、かつ、その障がいの級別が１級から３級ま

での者 

イ 知的障がい者で、県から療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の障がいの

程度（以下「療育障がい程度」という。）が、最重度（Ａ１）、重度（Ａ２）及び中度（Ｂ

１）の者 

ウ 戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第４条の規定による戦傷病者手帳の交付を受

けている者のうち、その障がいの程度が恩給法（大正12年法律第48号）別表第１号表の２に

掲げる特別項症から第４項症までに該当する者で身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その

障がいの級別が４級である者 

エ 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）第45条第２項の規定に

よる精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、その障がいの級別が１級又は２級の者 

オ 身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障がいの級別が４級である者（ウに該当する者

を除く。） 

カ 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）第45条第２項の規定に

よる精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、その障がいの級別が３級の者 

キ 知的障がい者で、県から療育手帳の交付を受けている者のうち、療育障がい程度が、その

他（Ｂ２）の者 

(３) 母子家庭等の母及び児童 前号に該当する者以外の者で、母子及び父子並びに寡婦福祉法



 

（昭和39年法律第129号）第６条第１項に規定する配偶者のない女子のうち、18歳未満の児童（満

18歳に達する日以後における最初の３月31日以前の者をいう。以下同じ。）を現に扶養してい

る者及び当該18歳未満の児童並びに同法附則第３条第１項に規定する父母のない児童のうち18

歳未満の者で、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。 

ア 18歳未満の児童を扶養している母又は養育者（母がない場合又は母が扶養しない場合にお

いて、18歳未満の児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持する者をいう。以下

この号において同じ。）の前年の所得(１月から９月までの間に受ける母子医療費については、

前々年の所得とする。以下この号において同じ。)が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第

405号。以下「施行令」という。)第２条の４第２項に定める額（児童扶養手当法(昭和36年法

律第238号)第９条第１項に規定する児童の養育者にあっては、施行令第２条の４第４項に定

める額)未満であり、かつ、18歳未満の児童を扶養している母又は養育者の配偶者及び扶養義

務者(当該母と生計を同じくする者又は当該養育者の生計を維持する者に限る。)の前年の所

得が、施行令第２条の４第５項に定める額未満であるとき。 

イ 災害その他やむを得ない事由により、アに規定する要件に該当するに至ったと市長が認め

るとき。 

(４) 父子家庭の父及び児童 前２号に該当する者以外の者で、母子及び父子並びに寡婦福祉法

第６条第２項に規定する配偶者のない男子のうち、18歳未満の児童を現に扶養している者及び

当該18歳未満の児童で、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。 

ア 18歳未満の児童を扶養している父の前年の所得(１月から９月までの間に受ける父子医療

費については、前々年の所得とする。以下この号において同じ。)が施行令第２条の４第２項

に定める額未満であり、かつ、18歳未満の児童を扶養している父の配偶者及び扶養義務者(当

該父と生計を同じくする者に限る。)の前年の所得が施行令第２条の４第５項に定める額未満

であるとき。 

イ 災害その他やむを得ない事由により、アに規定する要件に該当するに至ったと市長が認め

るとき。 

２ この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。 

(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) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) 

(６) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) 

３ この条例において「保険医療機関等」とは、社会保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関す

る法律（昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。）の規定又は他の法令の規定

により医療に関する給付を取扱う病院、診療所又は薬局若しくはその他のものをいう。 

（福祉医療費助成対象除外者） 

第３条 前条第１項の規定にかかわらず、生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による医療を

受けることができる者は、福祉医療費助成対象者としない。 

（受給資格者） 

第４条 この条例により医療費の助成を受けることができる者（以下「受給資格者」という。）は、

下呂市の区域内に住所を有する社会保険各法の規定による被保険者、加入者、組合員若しくは被

扶養者又は高齢者医療確保法の規定による被保険者である者のうち、第２条第１項に規定する福

祉医療費助成対象者とする。ただし、子どもについてはその父母又はその生計を維持している者、

母子家庭等の母及び児童については母又は養育者、父子家庭の父及び児童については父、重度心

身障がい者（高齢者医療確保法の規定による者を除く。）についてはその父母又はその生計を維

持している者とすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、重度心身障がい者のうち高齢者医療確保法の規定による被保険者が

同法第55条第１項各号に規定する病院、診療所又は施設に、入院、入所又は入居したことにより、

岐阜県の区域外に住所を変更したと認められる者については、受給資格者とする。 

（受給者） 

第５条 この条例により助成する医療費の支給を受けることができる者（以下「受給者」という。）



 

は、第２条第２項第１号から第４号まで及び第６号に掲げる法律の規定による被保険者、加入者

及び組合員、国民健康保険法の規定による世帯主及び組合員並びに高齢者医療確保法の規定によ

る被保険者とする。ただし、子どもについてはその父母又はその生計を維持している者、母子家

庭等の母及び児童については母又は養育者、父子家庭の父及び児童については父、重度心身障が

い者についてはその父母又はその生計を維持している者とすることができる。 

（支給額） 

第６条 市長は、受給資格者が社会保険各法の規定による保険給付若しくは高齢者医療確保法に規

定する後期高齢者医療給付（以下「保険給付等」という。）の対象となる療養の給付等（保険外

併用療養費の支給及び訪問看護療養費の支給を含む。以下同じ。）又は他の法令の規定による医

療に関する給付を受けた場合（第２条第１項第２号カに該当する者については、入院に係るもの

に限る。）に、社会保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定又は他の法令の規定により算定し

た当該療養に要する費用の額から次に掲げる額の合算額を控除した額を受給者に支給する。ただ

し、第11条第１項に規定する助成対象者が医療費の支給申請を行うことにより支給を受ける場合

にあっては、当該額と社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定による一部負担金の額とを比較

して少ない方の額とする。 

(１) 社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定により保険者、共済組合又は後期高齢者医療広

域連合の負担する額 

(２) 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受けること

ができるときは、その額 

(３) 社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定により助成対象者の負担する入院時食事療養費

に係る食事療養標準負担額又は入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額 

２ 市長は、受給資格者が社会保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定による保険給付等の対象

となる療養の給付等又は他の法令の規定による医療に関する給付を受けたことにより、社会保険

各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく政令（以下「各法施行令」という。）に規定する一部

負担金の額（一部負担金に相当するものとして、各法施行令に規定する額を含む。以下「一部負

担金相当額」という。）が各法施行令の規定により合算されて高額療養費が支給されることとな

った場合に、当該一部負担金相当額に受給資格者の一部負担金相当額が含まれるときは、当該一

部負担金相当額を合算した額から各法施行令の規定により保険者、共済組合又は後期高齢者医療

広域連合が支給することとされている高額療養費の額を控除した額と当該受給資格者について前

項の規定により算出した額とを比較して少ない方の額を受給者に支給する。 

（付加給付額の控除） 

第７条 市長は、社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づき、保険者、共済組合又は後期

高齢者医療広域連合が、社会保険各法又は高齢者医療確保法に規定する保険給付等に併せて保険

給付等に準ずる給付を行う場合は、前条に規定する額からその給付により受給者が支給を受ける

ことができる額を控除した額を受給者に支給する。 

（受給者証の交付申請） 

第８条 この条例により受給資格者に助成される医療費の支給を受けようとする受給者は、規則の

定めるところにより、福祉医療費受給者証（以下「受給者証」という。）の交付を申請しなけれ

ばならない。 

（受給者証の交付） 

第９条 市長は、前条の規定による受給者証の交付申請があった場合はその内容を審査のうえ、受

給資格者であると認めたときは、規則に定めるところにより、当該受給資格者に係る受給者証を

申請者に交付する。 

２ 市長は、前項の規定により審査した結果、受給資格者でないことを確認したときは、申請者に

対し規則の定めるところにより却下通知するものとする。 

（受給者証の提示） 

第10条 前条第１項の規定により受給者証の交付を受けた受給資格者は、保険医療機関等で医療に

関する給付を受けるときは、社会保険各法による被保険者証、加入者証若しくは組合員証又は高

齢者医療確保法による被保険者証に添えて受給者証を提示するものとする。 

（助成の方法） 

第11条 この条例により助成する医療費の支給を受けようとする受給者は、規則の定めるところに



 

より、支給の申請をしなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず市長は、医療費として当該受給者に支給すべき額の限度において、そ

の者が医療に関し保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり、当該保険医療機関等に支

払うことができる。 

３ 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し、医療費の支給があったものと

みなす。 

（支給の決定） 

第12条 市長は、前条第１項の規定に基づく申請があった場合において、内容を審査した結果、医

療費を支給し、又は支給しないことを決定したときは、当該申請者に対し、規則の定めるところ

により決定通知するものとする。 

（届出の義務） 

第13条 受給者は、規則で定める事項について変更が生じたときは、14日以内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14条 この条例による医療費の助成又は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15条 市長は、受給者が受給資格者の病気又は負傷に関し損害賠償を受けた場合は、その金額の

限度において医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金

額を返還させることができる。 

（支給金の返還） 

第16条 市長は、自己又は受給資格者の偽りその他不正行為により医療費の支給を受けた受給者が

あるときは、その者から既に支給した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができ

る。 

２ 市長は、第６条の規定により支給すべき額を超えて支給を受けた受給者があるときは、その者

から、その超える額に相当する金額を返還させることができる。 

（委任） 

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成16年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、合併前の萩原町福祉医療費助

成条例（昭和50年萩原町条例第35号）、小坂町福祉医療費等助成に関する条例（昭和59年小坂町

条例第16号）、下呂町福祉医療費助成に関する条例（昭和50年下呂町条例第40号）、金山町福祉

医療費助成に関する条例（昭和50年金山町条例第27号）又は馬瀬村福祉医療費助成に関する条例

（昭和51年馬瀬村条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。）の規定によりなされた

医療費の助成に関する処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた

ものとみなす。 

３ 施行日前に合併前の条例の規定により決定された医療費の取扱いについては、なお合併前の条

例の例による。 

附 則（平成17年４月１日条例第13号） 

１ この条例は、平成17年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日において、現に69歳に達している者の療養の給付等に係る助成及び支給に

ついては、平成18年９月30日までに申請された医療費まで、なお従前の例による。 

附 則（平成18年９月29日条例第49号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 改正後の下呂市福祉医療費助成条例の規定は、平成18年10月１日以後の療養の給付等に係る助

成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例に



 

よる。 

附 則（平成19年３月27日条例第12号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成19年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の下呂市福祉医療費助成条例の規定は、平成19年４月１日以後の療養の給付等に係る助

成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成20年３月27日条例第16号） 

１ この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際、現に健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）第７条

の規定による改正前の老人保健法（昭和57年法律第80号）第25条第１項に規定する医療の対象で

あった者のうちこの条例による改正後の下呂市福祉医療費助成に関する条例（以下「新条例」と

いう。）第２条第１項第２号ア、イ、ウ、エ又はオのいずれかに該当し、かつ、新条例第９条第

１項に規定する受給者証に相当するものとして市長が認める受給者証の交付を受けた者について

は、新条例第２条第１項第２号に規定する重度心身障がい者とみなす。 

３ この条例の施行の際現に前項に規定する新条例第９条第１項に規定する受給者証に相当するも

のとして市長が認める受給者証の交付を受けた者については、新条例第３条第１項の規定にかか

わらず、平成20年９月30日までの間、高齢者医療確保法第55条第１項各号に規定する病院、診療

所又は施設に入院、入所又は入居したことにより下呂市の区域内に住所を有しない場合であって

も新条例第４条第１項に規定する受給資格者とする。 

４ この条例の施行の日前においても、新条例の施行に関し必要な準備行為をすることができる。 

附 則（平成22年８月26日条例第50号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年３月21日条例第８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の下呂市福祉医療費助成条例の規定は、平成25年６月１日以後の療養の給付等に係る助

成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成26年12月10日条例第38号） 

この条例は、公布の日から施行する。 


