
令和２年３月２６日公布

我孫子市規則第４９号

我孫子市特定疾病療養者見舞金支給規則の一部を改正する規則

我孫子市特定疾病療養者見舞金支給規則（昭和５７年規則第５号）の一部を

次のように改正する。

改正後 改正前

我孫子市特定疾病療養者援助金

支給規則

我孫子市特定疾病療養者見舞金

支給規則

（目的） （目的）

第１条 この規則は、療養者又はその

保護者に対して特定疾病療養者援助

金（以下「援助金」という。）を支

給することにより、療養者又はその

保護者の闘病若しくは労苦に報いる

こと及び経済的負担を軽減し、福祉

の増進を図ることを目的とする。

第１条 この規則は、療養者又はその

保護者に対して特定疾病療養者見舞

金（以下「見舞金」という。）を支

給し、もつて療養者又はその保護者

の闘病若しくは労苦に報いることを

目的とする。

（定義） （定義）

第２条 この規則において、次に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。

第２条 この規則において、次に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。

(1) 特定疾病 原因が不明で治療

方法が未確立であり、かつ、経過

が慢性にわたるもので、千葉県特

定医療費支給認定実施要綱（平成

27年２月27日付け疾病第937号千

葉県健康福祉部長通知）に規定す

る指定難病、千葉県小児慢性特定

疾病医療費支給認定実施要綱（平

成 27年３月６日付け児第 2990号

(1) 特定疾病 原因が不明で治療

方法が未確立であり、かつ、経過

が慢性にわたるもので、千葉県特

定医療費支給認定実施要綱（平成

27年２月27日付け疾病第937号千

葉県健康福祉部長通知）に規定す

る指定難病、千葉県特定疾患治療

研究事業実施要綱（昭和48年７月

１日付け千葉県制定）に規定する



千葉県健康福祉部長通知）に規定

する小児慢性特定疾病及び千葉

県特定疾患治療研究事業実施要

綱（昭和48年７月１日付け千葉県

制定）に規定する対象疾患をい

う。

対象疾患及び千葉県小児慢性特

定疾病医療費支給認定実施要綱

（ 平 成 27 年 ３ 月 ６ 日 付 け 児 第

2990号千葉県健康福祉部長通知）

に規定する小児慢性特定疾病を

いう。

(2) 略 (2) 略

(3) 保護者 次条第２号の受給者

証の保護者欄に記載のある者又

は療養者を医療保険各法の被扶

養者として扶養している者をい

う｡

(3) 保護者 療養者の親権者又は未

成年後見人その他の者であつて､

療養者と生計を一にし､現に監護

し ､又 は扶養 しているものをい

う｡

（対象者） （対象者）

第３条 援助金の支給を受けることが

できる者（以下「対象者」という。）

は、次の各号のいずれにも該当する

療養者とする。

第３条 見舞金の支給を受けることが

できる者は、次の各号のいずれにも

該当する療養者又はその保護者とす

る。

(1) 略 (1) 略

(2) 基準日において効力を有する

次の受給者証のいずれかを交付

されていること｡

(2) 基準日において効力を有する

次の受給者証のいずれかを交付

されていること｡

ア 千葉県特定疾患治療研究事

業実施要綱に規定する特定疾

患医療受給者証

ア 千葉県特定医療費支給認定

実施要綱に基づき認定された

所得区分が低所得Ⅰ又は低所

得Ⅱである特定医療費（指定難

病）受給者証（以下「特定医療

費（指定難病）受給者証」とい

イ 千葉県特定医療費支給認定

実施要綱に規定する特定医療

費（指定難病）受給者証



う。）

イ 千葉県小児慢性特定疾病医

療費支給認定実施要綱に基づき

認定された階層区分がⅡ（低所

得Ⅰ）又はⅢ（低所得Ⅱ）であ

る千葉県小児慢性特定疾病医療

受給者証（以下「千葉県小児慢

性特定疾病医療受給者証」とい

う。）

ウ 千葉県小児慢性特定疾病医

療費支給認定実施要綱に規定す

る千葉県小児慢性特定疾病医療

受給者証

ウ 千葉県特定疾患治療研究事

業実施要綱に基づき記載された

所得区分が市町村民税非課税世

帯である特定疾患医療受給者証

（以下「特定疾患医療受給者証」

という。）

(3) 基準日において、見舞金の受給

資格の登録を受けていること。

（登録申請及び決定通知）

第４条 前条第３号の受給資格の登録

（以下「登録」という。）を受けよ

うとする者は、我孫子市特定疾病療

養者見舞金受給資格登録申請書（様

式第１号）に次の各号に掲げる区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める

書類を添えて市長に申請しなければ

ならない。

(1) 千葉県特定疾患治療研究事業

実施要綱に規定する特定疾患医

療受給者証の交付を受けている

者 特定疾患医療受給者証の写



し

(2) 千葉県特定医療費支給認定実

施要綱に規定する特定医療費（指

定難病）受給者証の交付を受けて

いる者 特定医療費（指定難病）

受給者証の写し

(3) 千葉県小児慢性特定疾病医療

費支給認定実施要綱に規定する

千葉県小児慢性特定疾病医療受

給 者 証 の 交 付 を 受 け て い る

者

千葉県小児慢性特定疾病医療受

給者証の写し

２ 市長は、前項の規定による申請が

あつたときは、その内容を審査し、

登録の適否を決定し、我孫子市特定

疾病療養者見舞金受給資格登録決定

（却下）通知書（様式第２号）によ

り当該申請をした者に通知するもの

とする。

３ 市長は、前項の規定により登録を

受けた者（以下「受給資格者」とい

う。）に対する見舞金の支給に際し、

必要な条件を付することができる。

（受給資格の消滅）

第５条 受給資格者が次の各号のいず

れかに該当することとなつたとき

は、受給資格は消滅するものとする。

(1) 第３条に規定する対象者の要

件に該当しなくなつたとき。



(2) 辞退したとき。

（支給額） （支給額）

第４条 援助金の額は、対象者１人に

つき、年額24,000円とする。

第６条 見舞金の額は、療養者１人に

つき、年額24,000円とする。

（支給回数）

第５条 援助金は、対象者１人につき、

１年度に１回支給する。

（受給資格等に係る届出）

第７条 受給資格者は、次の各号のい

ずれかに該当するときは、我孫子市

特定疾病療養者見舞金受給資格等変

更（喪失）届出書（様式第３号）を

市長に提出しなければならない。

(1) 第３条に規定する対象者の要

件に該当しなくなつたとき。

(2) 受給資格者又は療養者が市内

において住所を変更したとき。

(3) 受給資格者又は療養者が氏名

を変更したとき。

(4) 登録を辞退するとき。

２ 前項の規定にかかわらず、受給資

格者が死亡した場合は、第３条に規

定する療養者又は保護者が前項の届

出書を提出するものとする。

（援助金の申請等） （見舞金の請求）

第６条 援助金の支給を受けようとす

る対象者又はその保護者（以下「申

請者」という。）は、我孫子市特定疾

病療養者援助金支給申請書（様式第

１号）に次の各号の区分に応じ、当

第８条 見舞金の支給を受けようとす

る受給資格者は、我孫子市特定疾病

療養者見舞金請求書（様式第４号）

に第４条第１項各号に掲げるいずれ

かの書類を添付し、当該年度の１月



該各号に掲げる書類及び市長が援助

金の支給の可否を決定するために必

要があると認める書類を添付し、当

該年度の１月１日から３月31日まで

の間に市長に提出しなければならな

い。

１日から３月31日までの間に市長に

提出しなければならない。

(1) 特定医療費（指定難病）受給者

証の交付を受けている者 特定

医療費（指定難病）受給者証の写

し

(2) 千葉県小児慢性特定疾病医療

受給者証の交付を受けている者

千葉県小児慢性特定疾病医療受

給者証の写し

(3) 特定疾患医療受給者証の交付

を受けている者 特定疾患医療

受給者証の写し及び医療保険の

所得区分確認同意書（様式第２

号）

２ 市長は、前項の規定による申請が

あつたときは、その内容を審査し、

援助金の支給の可否を決定し、我孫

子市特定疾病療養者援助金支給（不

支給）決定通知書（様式第３号）に

より当該申請者に通知するものとす

る。

２ 市長は、前項の請求書の提出があ

つたときは、その内容を審査し、適

当と認めるときは見舞金を支給し、

不適当と認めるときはその旨を我孫

子市特定疾病療養者見舞金却下通知

書（様式第５号）により当該請求を

した者に通知するものとする。

（援助金の返還） （見舞金の返還）

第７条 市長は、申請者がこの規則の

規定に違反し、又は虚偽その他不正

な行為により援助金の支給を受けた

第９条 市長は、受給資格者がこの規

則の規定に違反し、又は虚偽その他

不正な行為により見舞金の支給を受



ときは、その者から既に支給した援

助金の返還を命じ、又は援助金の支

給決定を取り消すことができる。

けたときは、その者から既に支給し

た見舞金の全部又は一部の返還を命

じ、又は見舞金の支給決定を取り消

すことができる。

（調査等） （調査等）

第８条 市長は、必要があると認める

ときは、申請者に対し、支給決定の

適否の認定に必要な範囲内で書類を

提出させ、又は関係職員に調査させ

ることができる。

第10条 市長は、必要があると認める

ときは、受給資格者に対し、受給資

格の適否の認定に必要な範囲内で書

類を提出させ、又は関係職員に調査

させることができる。

（譲渡等の禁止）

第11条 見舞金の受給資格は、譲渡し、

又は担保に供することができない。

（補則） （委任）

第９条 この規則に定めるもののほ

か、援助金の支給に関し必要な事項

は、別に定める。

第 12条 この規則に定めるもののほ

か、見舞金の支給に関し必要な事項

は、別に定める。

様式第１号から様式第５号までを削り、附則の次に次の３様式を加える。



附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和２年４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第４条第２項の規定により登録の決定を受けて

いる者の受給資格は、この規則の施行の日に抹消されたものとみなす。


