
1/8 

○東村山市障害者手当支給条例 

昭和４６年３月２９日 

条例第１６号 

改正 昭和４７年６月２０日条例第１１号 

昭和４８年３月１４日条例第３号 

昭和４９年３月１８日条例第９号 

昭和４９年９月３０日条例第４０号 

昭和５０年３月２４日条例第７号 

昭和５０年９月２３日条例第２３号 

昭和５１年９月２０日条例第２２号 

昭和５２年９月２０日条例第１６号 

昭和５３年９月２１日条例第２０号 

昭和５５年９月１９日条例第２１号 

昭和５６年９月２１日条例第２０号 

昭和５７年１０月１日条例第１６号 

昭和５８年９月９日条例第１４号 

昭和５９年９月２０日条例第２２号 

昭和６１年３月１１日条例第７号 

昭和６３年９月１３日条例第２０号 

平成元年９月１９日条例第２４号 

平成２年９月１１日条例第１６号 

平成３年３月１３日条例第７号 

平成４年３月１７日条例第８号 

平成５年３月１８日条例第１０号 

平成９年３月１０日条例第６号 

平成１０年１２月２４日条例第３４号 

平成１２年３月２９日条例第１７号 

平成１５年３月２７日条例第４号 

平成１７年３月２９日条例第８号 

（目的） 
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第１条 この条例は、障害者に障害者手当（以下「手当」という。）を支給することにより、

これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。 

一部改正〔昭和６３年条例２０号・平成１７年８号〕 

（定義） 

第２条 この条例において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

(１) 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号に定める４級

以上の障害を有する者 

(２) 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１２条に規定する知的障害者更生相

談所又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条に規定する児童相談所におい

て、知的障害と判定され、療育手帳の交付を受けた者 

２ この条例において「扶養義務者」とは、障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じく

すると認められるその者の配偶者又は子（障害者が２０歳未満の場合は、その者の父母を含

む。）をいう。 

一部改正〔昭和６１年条例７号・平成１０年３４号・１２年１７号・１５年４号・１

７年８号〕 

（支給要件） 

第３条 手当は、東村山市の区域内に住所を有する障害者に支給する。ただし、障害者となっ

た年齢が６５歳以上の者及び障害者となった年齢が６５歳未満の者で６５歳に達する日の前

日までに認定の申請を行わなかったもの（規則で定める事由により申請を行わなかった者を

除く。）には、支給しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該障害者が次の各号の一に該当するときは、手当は支給しな

い。 

(１) その者又はその者の扶養義務者が当該年度の市民税（４月から７月までの月分の手当

については、前年度分の市民税）を課税されているとき。 

(２) 東村山市心身障害者福祉手当条例（昭和４９年東村山市条例第３９号）に基づく心身

障害者福祉手当の支給を受けているとき。 

(３) その者の東村山市児童育成手当条例（昭和４４年東村山市条例第３０号）に定める保

護者が、その者に係る同条例に基づく障害手当の支給を受けているとき。 

(４) 規則で定める施設に入所しているとき。 

一部改正〔昭和４９年条例４０号・６１年７号・６３年２０号・平成１２年１７号・
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１５年４号・１７年８号〕 

（手当の額） 

第４条 手当は月を単位として支給するものとし、その額は１月につき７，０００円とする。

ただし、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（平成１３年法律

第６３号）第２条に規定する国立ハンセン病療養所に入所している者の手当の額は、１月に

つき５，０００円とする。 

追加〔平成１７年条例８号〕 

（受給資格の認定） 

第５条 手当の支給要件に該当する者は、手当の支給を受けようとするときは、市長に申請し、

受給資格の認定（以下「認定」という。）を受けなければならない。 

一部改正〔平成１７年条例８号〕 

（支給期間及び支払期月） 

第６条 手当は、認定を申請した日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属

する月まで支給する。 

２ 手当は、毎年４月、８月及び１２月の３期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、

市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。 

一部改正〔昭和５０年条例７号〕 

（受給資格の消滅） 

第７条 受給資格は、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

ときは消滅する。 

(１) 死亡したとき。 

(２) 第３条に規定する要件を備えなくなったとき。 

(３) 手当の受給を辞退したとき。 

一部改正〔昭和６３年条例２０号・平成９年６号・１７年８号〕 

（手当の返還） 

第８条 偽り、その他不正の手段により手当を受けた者があるときは、市長は、当該手当をそ

の者から返還させることができる。 

（届出義務） 

第９条 受給者は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければ

ならない。 
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(１) 氏名を変更したとき。 

(２) その者の扶養義務者の異動があったとき。 

(３) その者の保護者が第３条第２項第３号の障害手当を受けるとき。 

(４) 第３条第２項第４号に規定する施設に入所したとき。 

(５) 手当の受給を辞退するとき。 

２ 受給者及びその者の扶養義務者は、現況について、毎年、規則で定めるところにより市長

に届け出なければならない。 

全部改正〔平成１７年条例８号〕 

（状況調査） 

第１０条 市長は、必要があると認めたときは、受給者若しくはその者の同居の親族に対し報

告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。 

追加〔平成１２年条例１７号〕、一部改正〔平成１７年条例８号〕 

（受診命令） 

第１１条 市長は、必要があると認めるときは、受給者に対しその者の障害の程度について判

定を受けるよう命じることができる。 

追加〔平成１７年条例８号〕 

（支払の一時差止め） 

第１２条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、手当の支払を一時差し止めるこ

とができる。 

(１) 受給者又はその者の扶養義務者が、正当な理由がなくて、第９条の規定による届出を

しないとき。 

(２) 受給者又はその者の同居の親族が、正当な理由がなくて、第１０条の規定による報告

又は調査を拒んだとき。 

(３) 受給者が、正当な理由がなくて、前条の規定による命令に従わないとき。 

追加〔平成１７年条例８号〕 

（委任） 

第１３条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

一部改正〔平成１０年条例３４号・１２年１７号・１７年８号〕 

附 則 

この条例は、東村山市規則で定める日から施行する。 
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昭和４６年５月規則第１５号で、同４６年６月１日から施行 

附 則（昭和４７年６月２０日条例第１１号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和４７年６月１日から適用する。 

附 則（昭和４８年３月１４日条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和４７年１２月１日から適用する。 

附 則（昭和４９年３月１８日条例第９号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和４８年１２月１日から適用する。 

附 則（昭和４９年９月３０日条例第４０号） 

この条例は、昭和４９年１０月１日から施行する。 

附 則（昭和５０年３月２４日条例第７号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和４９年１０月１日から適用する。 

附 則（昭和５０年９月２３日条例第２３号） 

この条例は、昭和５０年１０月１日から施行する。 

附 則（昭和５１年９月２０日条例第２２号） 

この条例は、昭和５１年１０月１日から施行する。 

附 則（昭和５２年９月２０日条例第１６号） 

この条例は、昭和５２年１０月１日から施行する。 

附 則（昭和５３年９月２１日条例第２０号） 

１ この条例は、昭和５３年１０月１日から施行する。 

２ 昭和５３年９月以前の月分の障害者手当の額については、なお従前の例による。 

附 則（昭和５５年９月１９日条例第２１号） 

１ この条例は、昭和５５年１０月１日から施行する。 

２ 昭和５５年９月以前の月分の障害者手当の額については、なお従前の例による。 

附 則（昭和５６年９月２１日条例第２０号） 

１ この条例は、昭和５６年１０月１日から施行する。 

２ 昭和５６年９月以前の月分の障害者手当の額については、なお従前の例による。 

附 則（昭和５７年１０月１日条例第１６号） 

１ この条例は、昭和５７年１０月１日から施行する。 

２ 昭和５７年９月以前の月分の障害者手当の額については、なお従前の例による。 

附 則（昭和５８年９月９日条例第１４号） 
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１ この条例は、昭和５８年１０月１日から施行する。 

２ 昭和５８年９月以前の月分の障害者手当の額については、なお従前の例による。 

附 則（昭和５９年９月２０日条例第２２号） 

１ この条例は、昭和５９年１０月１日から施行する。 

２ 昭和５９年９月以前の月分の障害者手当の額については、なお従前の例による。 

附 則（昭和６１年３月１１日条例第７号） 

１ この条例は、昭和６１年４月１日から施行する。 

２ 昭和６１年３月以前の月分の障害者手当については、なお従前の例による。 

附 則（昭和６３年９月１３日条例第２０号） 

この条例は、昭和６３年１０月１日から施行する。 

附 則（平成元年９月１９日条例第２４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成元年９月以前の月分の障害者手当の額については、なお従前の例による。 

附 則（平成２年９月１１日条例第１６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２年９月以前の月分の障害者手当の額については、なお従前の例による。 

附 則（平成３年３月１３日条例第７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成３年３月以前の月分の障害者手当の額については、なお従前の例による。 

附 則（平成４年３月１７日条例第８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成４年３月以前の月分の障害者手当の額については、なお従前の例による。 
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附 則（平成５年３月１８日条例第１０号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成５年３月以前の月分の障害者手当の額については、なお従前の例による。 

附 則（平成９年３月１０日条例第６号） 

この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１０年１２月２４日条例第３４号） 

この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年３月２９日条例第１７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１２年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成１２年７月３１日において、この条例による改正前の東村山市障害者手当支給条例（以

下「旧条例」という。）第４条の規定に基づき受給資格の認定を受けている者で、旧条例第

２条に規定する障害者となった年齢が６５歳以上であったものについては、この条例による

改正後の第３条第１項ただし書の規定にかかわらず、障害者手当を支給する。 

３ 平成１２年７月以前の月分の障害者手当の額については、なお従前の例による。 

附 則（平成１５年３月２７日条例第４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第２条の規定による改正後の東村山市障害者手当支給条例第５条ただし書の規定は、平成

１５年４月以後の月分の障害者手当から適用し、平成１５年３月以前の月分の障害者手当に

ついては、なお従前の例による。 

附 則（平成１７年３月２９日条例第８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成１７年７月以前の月分の障害者手当の支給については、なお従前の例による。 
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３ 平成１７年８月から平成１９年７月までの月分の障害者手当について、扶養義務者にこの

条例による政正後の東村山市障害者手当支給条例（以下「新条例」という。）第３条第２項

第１号の規定を適用する場合は、当該扶養義務者の前年の所得（１月から７月までの月分の

障害者手当については、前前年の所得とする。）が次に掲げる額を超えるときとする。この

場合の所得の範囲及びその額の計算方法は、東村山市心身障害者福祉手当条例（昭和４９年

東村山市条例第３９号。以下「心身障害者福祉手当条例」という。）の支給要件の例による。 

平成１７年８月から平成１８年７月までの分 心身障害者福祉手当条例第２条第２項第１号に

規定する規則で定める額（以下「所得基準額」

という。） 

平成１８年８月から平成１９年７月までの分 所得基準額の２分の１に相当する額 

４ この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東村山市障害者手当支給条例の規定に

より受給資格の認定を受けている者は、引き続き障害者手当を受けようとするときは、新条

例第５条の規定により認定の申請をするものとする。 

５ 前項の規定により認定の申請をする者及びこの条例の施行の日の前日に次項の規定による

廃止前の東村山市重度心身障害児福祉手当支給条例の規定により受給資格の認定を受けてい

た者が保護する重度心身障害児福祉手当の支給要件児童が、平成１７年９月までに新条例第

５条の規定による認定の申請をしたときは、新条例第６条第１項の規定にかかわらず、その

支給については、同年８月からとする。 

（東村山市重度心身障害児福祉手当支給条例の廃止） 

６ 東村山市重度心身障害児福祉手当支給条例（昭和４１年東村山市条例第１１号）は、廃止

する。 

（東村山市重度心身障害児福祉手当支給条例の廃止に伴う経過措置） 

７ 平成１７年７月以前の月分の重度心身障害児福祉手当の支給については、なお従前の例に

よる。 

 


