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○東村山市難病患者福祉手当支給条例施行規則 

平成４年３月１７日 

規則第８号 

改正 平成４年９月２２日規則第５８号 

平成５年９月２４日規則第５０号 

平成５年１２月８日規則第５８号 

平成６年９月２８日規則第６９号 

平成７年３月１日規則第５号 

平成７年１０月６日規則第６１号 

平成８年１月１８日規則第２号 

平成８年４月２６日規則第３９号 

平成８年９月１８日規則第７６号 

平成９年１月２９日規則第１号 

平成９年５月７日規則第２６号 

平成９年１１月１３日規則第６８号 

平成１０年１月１３日規則第２号 

平成１０年５月１８日規則第４５号 

平成１０年９月２１日規則第８２号 

平成１０年１１月３０日規則第９０号 

平成１２年５月９日規則第４５号 

平成１３年７月２日規則第５３号 

平成１４年６月１４日規則第４７号 

平成１４年９月３０日規則第７４号 

平成１５年３月２７日規則第２５号 

平成１５年８月２７日規則第５６号 

平成１６年９月２４日規則第５０号 

平成１７年７月５日規則第３８号 

平成１７年１２月１５日規則第５６号 

平成１８年６月８日規則第４２号 

平成１９年３月３０日規則第１９号 
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平成２１年１２月２８日規則第８３号 

平成２６年１２月２６日規則第８６号 

平成２８年３月２５日規則第１４号 

平成２９年６月２８日規則第５４号 

（目的） 

第１条 この規則は、東村山市難病患者福祉手当支給条例（平成４年東村山市条例第９号。以

下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 

（疾病） 

第２条 条例第２条第１項に規定する規則で定める疾病は、難病の患者に対する医療等に関す

る法律（平成２６年法律第５０号。以下「法」という。）又は東京都難病患者等に係る医療

費等の助成に関する規則（平成１２年東京都規則第９４号。以下「都助成規則」という。）

により指定された疾病とする。 

（継続治療が必要な者の範囲） 

第３条 条例第３条第１項に規定する継続治療が必要なものとは、法による医療受給者証又は

都助成規則による医療券（以下「医療受給者証等」という。）の交付を受けている者とする。 

（施設） 

第４条 条例第３条第２項第５号に規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設（通

所により利用する施設を除く。）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１

２３号）第５条第１１項に規定する障害者支援施設であって、国又は地方公共団体若しく

は社会福祉法人の設置する施設 

(２) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条に規定する乳児院、児童養護施設、

障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設 

(３) 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５条の３に規定する養護老人ホーム、特

別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム 

(４) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第３８条第１項に規定する救護施設 

(５) 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１４年法律第１６７号）

第１１条第１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の設置

する施設 

(６) 前各号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている
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施設であって、市長が定める施設 

（受給資格の認定の申請） 

第５条 条例第５条の規定による受給資格の認定の申請は、難病患者福祉手当認定申請書（第

１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。 

(１) 医療受給者証等の写し（都助成規則による医療券により同規則に定める疾病を確認で

きない者にあっては、当該疾病であることを証する医師の診断書） 

(２) 本人及びその扶養義務者の当該年度の市民税非課税証明書（４月から７月までの間に

行う申請にあっては、前年度の市民税非課税証明書） 

（認定及び非該当の通知） 

第６条 市長は、申請があったときは、条例第３条に定める支給要件に該当しているか否かを

審査し、受給資格があると認めたときは、難病患者福祉手当認定通知書（第２号様式）によ

り当該申請者に通知する。 

２ 市長は、前項の審査の結果受給資格がないと認めたときは、難病患者福祉手当非該当通知

書（第３号様式）により当該申請者に通知する。 

（支払時期の特例） 

第７条 条例第６条第２項ただし書に規定する特別の事情とは、受給資格の認定を受けた者（以

下「受給者」という。）が次の各号の一に該当する場合をいう。 

(１) 受給資格が消滅したとき。 

(２) 支払時期が経過した後において支払うとき。 

(３) 災害、疾病等市長が特に必要と認める事由があるとき。 

（受給資格消滅の通知） 

第８条 市長は、条例第７条の規定により、受給者の受給資格が消滅したときは、難病患者福

祉手当受給資格消滅通知書（第４号様式）により当該受給者であった者に通知する。ただし、

同条第１号に該当する場合は、この限りでない。 

（未支払手当） 

第９条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に

支払っていなかったものがあるときは、その未支払の手当は、その者の同居の親族に支払う。 

２ 前項の未支払の手当の請求は、未支払難病患者福祉手当請求書（第５号様式）により行わ

なければならない。 

（手当の返還請求） 
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第１０条 条例第８条の規定による手当の返還請求は、難病患者福祉手当返還請求書（第６号

様式）により手当を返還すべき者に通知して行う。 

（届出） 

第１１条 条例第９条第１項の規定による届出は、難病患者福祉手当受給者異動届（第７号様

式）により行わなければならない。 

２ 条例第９条第２項の規定による届出は、毎年６月１日から７月３１日までの間に、難病患

者福祉手当受給者現況届出書（第８号様式）に、受給者及びその扶養義務者の当該年度の市

民税非課税証明書を添えて行わなければならない。 

（支払の一時差止めの通知） 

第１２条 市長は、条例第１２条の規定により支払の一時差止めを行うときは、難病患者福祉

手当支払一時差止め通知書（第９号様式）により当該受給者に通知する。 

（公簿等の確認） 

第１３条 市長は、この規則の規定により申請書又は届出書を添えなければならない書類によ

り証明すべき事由を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させるこ

とができる。 

（記録整理） 

第１４条 市長は、手当の支給状況等に関する記録を電子計算機に入力し、整理しておくもの

とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

（現況届出期限の特例） 

２ 平成１８年度における条例第９条第２項の規定による届出の期限については、第１１条第

２項の規定にかかわらず、平成１８年７月１日から同年８月３１日までとする。 

附 則（平成４年９月２２日規則第５８号） 

この規則は、平成４年１０月１日から施行する。 

ただし、別表に混合性結合組織病の項を加える部分の改正規定は、平成５年１月１日から施

行する。 

附 則（平成５年９月２４日規則第５０号） 

この規則は、平成５年１０月１日から施行する。 
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附 則（平成５年１２月８日規則第５８号） 

この規則は、平成６年１月１日から施行する。 

附 則（平成６年９月２８日規則第６９号） 

この規則は、平成６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成７年３月１日規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成７年１０月６日規則第６１号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成７年１０月１日から適用する。 

附 則（平成８年１月１８日規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成８年１月１日から適用する。 

附 則（平成８年４月２６日規則第３９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、改正後の東村山市難病患者福祉手当支給条例施行規則

（以下「新規則」という。）の規定は、平成８年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この規則の適用の日において、現に特発性拡張型（うっ血）心筋症の認定を受けている者

は、新規則の規定に基づき特発性拡張型心筋症の認定を受けた者とみなす。 

附 則（平成８年９月１８日規則第７６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年１月２９日規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年５月７日規則第２６号） 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、平成９年４月１

日から適用する。 

附 則（平成９年１１月１３日規則第６８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１０年１月１３日規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１０年５月１８日規則第４５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成１０年９月２１日規則第８２号） 

この規則は、平成１０年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１０年１１月３０日規則第９０号） 

この規則は、平成１０年１２月１日から施行する。 

ただし、第３条の改正規定は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年５月９日規則第４５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１３年７月２日規則第５３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、現にこの規則による改正前の第５条の規定によりリピドーシスの認

定を受けている者は、この規則による改正後の別表に規定するライソゾーム病の認定を受け

た者とみなす。 

附 則（平成１４年６月１４日規則第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、現にこの規則による改正前の第５条の規定によりクロイツフェル

ト・ヤコブ病の認定を受けている者は、この規則による改正後の別表に規定するプリオン病

の認定を受けた者とみなす。 

附 則（平成１４年９月３０日規則第７４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１４年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日にこの規則による改正前の東村山

市難病患者福祉手当支給条例施行規則（以下「旧規則」という。）別表の規定に基づき慢性

肝炎又は肝硬変・ヘパトームの認定を受けていた者で、市町村民税非課税世帯（本人及びそ

の者と同一の世帯に属する者（本人の扶養義務者が同一の世帯に属さない場合には、当該扶

養義務者を含む。）全員が地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づく市町村民税（同
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法の特別区民税を含むものとし、同法第３２８条の規定によって課する所得割を除く。以下

同じ。）が課されない者（当該市町村民税が免除された者を含む。）である世帯をいう。以

下同じ。）に属するもの（以下「受給者」という。）については、施行日から平成１７年９

月３０日までの間（以下「経過措置期間」という。）は、旧規則別表の規定は、なおその効

力を有する。 

３ 施行日に東京都内の他の区市町村に住所を有する者で東京都難病患者等に係る医療費等の

助成に関する規則の一部を改正する規則（平成１４年東京都規則第８７号）附則第２項の規

定によりなおその効力を有することとされたもの（以下「認定患者」という。）が市内に住

所を有することとなった場合（市町村民税非課税世帯に属する場合に限る。）には、経過措

置期間内に限り、旧規則別表の規定を適用する。受給者又は認定患者（以下「受給者等」と

いう。）が東京都内の他の区市町村に転出し、引き続き再度市内に住所を有することとなっ

た場合も、また同様とする。 

４ 前２項の規定による市町村民税の課税の有無の判定は、４月から７月までの手当について

は前年度分を、それらの月以外の手当については当該年度分のものを基準とする。この場合

において、受給者等が経過措置期間内に市町村民税非課税世帯に属しなくなったときは、前

２項の規定にかかわらず、以後はこれらの規定は適用しない。 

５ 受給者等が手当を受けようとする場合は、施行日（附則第３項の規定に該当する者につい

ては転入した日）から３月以内に、この規則による改正後の第４条の規定による申請をしな

ければならない。この場合において、施行日以後も継続して手当の支給を受ける受給者が施

行日から３月以内に申請したときは、施行日の属する月に申請をしたものとみなす。 

６ 条例第２条に規定する要件を備えなくなった場合（附則第３項後段の規定に該当する場合

を除く。）又は前項の期間内に申請をしない場合は、附則第２項及び第３項の規定は適用し

ない。 

附 則（平成１５年３月２７日規則第２５号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年８月２７日規則第５６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１５年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東村山市難病患者福祉手当支給条例施

行規則（以下「旧規則」という。）第５条の規定により汎発性強皮症の認定を受けている者

は、この規則による改正後の東村山市難病患者福祉手当支給条例施行規則（以下「新規則」

という。）別表に規定する強皮症の認定を受けた者とみなす。 

３ この規則の施行の際、現に旧規則第５条の規定により脊髄小脳変性症の認定を受けている

者で当該難病がオリーブ橋小脳萎縮症に該当するときは、その者は、新規則別表に規定する

多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群）の

認定を受けた者とみなす。 

附 則（平成１６年９月２４日規則第５０号） 

この規則は、平成１６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１７年７月５日規則第３８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成１７年８月から平成１９年７月までの月分の難病患者福祉手当に係るこの規則による

改正後の東村山市難病患者福祉手当支給条例施行規則（以下「新規則」という。）第５条第

２号及び第１１条第２項の規定（扶養義務者に係る場合に限る。）の適用については、新規

則第５条第２号中「当該年度の市民税非課税証明書（４月から７月までの間に行う申請につ

いては、前年度の市民税非課税証明書）」とあるのは「前年の所得（１月から７月までの間

に行う申請については、前前年の所得）の状況を証する書類」と、新規則第１１条第２項中

「当該年度の市民税非課税証明書」とあるのは「前年の所得の状況を証する書類」とする。 

３ この規則の施行の際、現に東村山市難病患者福祉手当支給条例施行規則の一部を改正する

規則（平成１４年東村山市規則第７４号）附則第２項の規定に基づき受給している者につい

ては、平成１７年９月までの月分の難病患者福祉手当（以下「経過措置期間手当」という。）

に関しては、新規則第３条に規定する要件を満たしているものとみなす。 

附 則（平成１７年１２月１５日規則第５６号） 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、平成１７年１０

月１日から適用する。 

附 則（平成１８年６月８日規則第４２号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成１８年６月１日から適用する。 
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附 則（平成１９年３月３０日規則第１９号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年１２月２８日規則第８３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市難病患者福祉手当支

給条例施行規則（以下「新規則」という。）の規定は、平成２１年１０月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 新規則の規定は、平成２１年１０月以後の月分の難病患者福祉手当に係る認定の申請から

適用し、平成２１年１０月前の月分の難病患者福祉手当に係る認定の申請については、なお

従前の例による。 

附 則（平成２６年１２月２６日規則第８６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２７年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の東村山市難病患者福祉手当支給条例施行規則（以下「旧規則」と

いう。）の規定により現に受給資格の認定を受けている者は、この規則による改正後の東村

山市難病患者福祉手当支給条例施行規則（以下「新規則」という。）の規定により受給資格

の認定を受けた者とみなす。 

３ この規則の施行の際、現に旧規則第１号様式により提出されている申請書は、新規則第１

号様式により提出された申請書とみなす。 

４ 旧規則第８号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用するこ

とができる。 

附 則（平成２８年３月２５日規則第１４号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年６月２８日規則第５４号） 

この規則は、平成２９年７月１日から施行する。 
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第１号様式（第５条） 

第２号様式（第６条） 

第３号様式（第６条） 

第４号様式（第８条） 

第５号様式（第９条） 

第６号様式（第１０条） 

第７号様式（第１１条） 

第８号様式（第１１条） 

第９号様式（第１２条） 

 


