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○京田辺市障害者福祉サービス等利用支援事業費助成金交付要綱 

平成１８年３月３１日 

告示第７１号 

改正 平成１９年５月１０日告示第１０５号 

平成１９年８月１日告示第１２７号 

平成２０年７月１４日告示第１１８号 

平成２２年９月９日告示第１１９号 

平成２４年３月６日告示第３０号 

平成２５年３月２９日告示第７４号 

平成２７年１２月２８日告示第２０２号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、障害者及び障害児の自立と福祉の増進を図るため、障害

者及び障害児の保護者（以下「利用者」という。）が、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１２３号。以

下「法」という。）及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律施行令（平成１８年政令第１０号。以下「政令」という。）に基

づき負担する、障害福祉サービスの利用、自立支援医療の受給、補装具の購

入又は修理に要する費用並びに施設入所する知的障害者及び知的障害児の保

護者が別表に定める医療保険各法に基づき負担する医療費に要する経費に対

し、京田辺市補助金等の交付に関する規則（平成２年京田辺市規則第１９号）

及びこの告示に基づき、助成金を交付することに関し、必要な事項を定める

ものとする。 

（助成金の交付対象者等） 

第２条 助成金の事業区分、対象者及び基準額は、別表に定めるとおりとする。 

（交付の申請） 

第３条 助成金の支給を受けようとする利用者（以下「申請者」という。）は、

あらかじめ、京田辺市障害者福祉サービス等利用支援事業費助成金交付申請

書（別記様式第１号の１から別記様式第１号の３まで）に次に掲げる書類を

添えて、申請しなければならない。この場合において、申請者は、京都府知

事への申請についても市長を経由するものとする。 
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（１） 所得を明らかにする証明書又は市において所得を確認できる場合は

同意書（別記様式第２号） 

（２） 他の市町村から転入してきた場合にあっては、所得を明らかにする

当該市町村の証明書 

（３） 必要に応じ、利用月の自己負担上限額を超えていることを証する書

類 

（４） その他市長が必要と認めた書類 

２ 前項第１号の書類は、法に基づく障害福祉サービス等の支給決定を受ける

際に、別途、所得確認の同意書を提出している場合等は、不要とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、京田辺市障害者総合支援法施行細則（平成２

４年京田辺市規則第４９号）第２８条に基づく補装具費の支給申請を行う場

合は、第１項に掲げる書類の提出は不要とする。 

（助成金の交付） 

第４条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、当該申請に係

る書類等により内容を審査し、その適否を京田辺市障害者福祉サービス等利

用支援事業適用通知書（別記様式第３号）又は京田辺市障害者福祉サービス

等利用支援事業不適用通知書（別記様式第４号）により申請者に通知し、助

成金の交付を決定したときは、予算の範囲内において交付するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、申請者に対し、市長等が次に掲げる受給者証又

は決定通知書を法に基づき交付した場合は、受給者証の予備欄等又は決定通

知書への同一内容の記載をもって通知に代えるものとする。 

（１） 法第２２条第８項に規定する障害福祉サービス受給者証 

（２） 法第５４条第３項に規定する自立支援医療受給者証 

（３） 法第７６条に規定する補装具費支給決定に係る決定通知書 

（有効期間） 

第５条 前条に規定する適用通知書等の有効期間は、申請のあった日の属する

月から始まり、その終期は助成対象者でなくなった日の前日とする。 

（交付決定の取消し） 

第６条 市長は、申請者が偽りの申請その他不正の手段によって助成金の交付

を受けたときは、交付決定を取り消すことができる。 
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（助成金の返還） 

第７条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、支払った助

成金の全部又は一部を返還させるものとする。 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

１ この告示は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、別表に掲げる「２ 

補装具費利用者負担緩和事業」及び「５（２） 知的障害施設入所者医療費

負担緩和事業のうち知的障害児に係る事業」については、平成１８年１０月

１日から施行する。 

２ この告示の施行の日前に、法に基づく介護給付費等の支給申請書等を提出

した者については、第３条第１項の規定による申請があったものとみなす。 

附 則（平成１９年５月１０日告示第１０５号） 

（施行期日等） 

１ この告示は、平成１９年５月１０日から施行し、改正後の別表の規定は、

平成１９年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行前にこの告示による改正前の京田辺市障害者福祉サービス

等利用支援事業費助成金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の

行為は、この告示による改正後の京田辺市障害者福祉サービス等利用支援事

業費助成金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成１９年８月１日告示第１２７号） 

（施行期日等） 

１ この告示は、平成１９年８月１日から施行し、改正後の別表の規定は、平

成１９年７月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行前にこの告示による改正前の京田辺市障害者福祉サービス

等利用支援事業費助成金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の

行為は、この告示による改正後の京田辺市障害者福祉サービス等利用支援事

業費助成金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 
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附 則（平成２０年７月１４日告示第１１８号） 

この告示は、平成２０年７月１４日から施行し、改正後の京田辺市障害者福

祉サービス等利用支援事業費助成金交付要綱の規定は、平成２０年７月１日か

ら適用する。 

附 則（平成２２年９月９日告示第１１９号） 

この告示は、平成２２年９月９日から施行し、この告示による改正後の京田

辺市障害者福祉サービス等利用支援事業費助成金交付要綱の規定は、平成２２

年４月１日から適用する。 

附 則（平成２４年３月６日告示第３０号） 

この告示は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２９日告示第７４号） 

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月２８日告示第２０２号） 

この告示は、平成２８年１月１日から施行する。 

別表（第１条、第２条関係） 

事業区分 対象者 基準額 

１ 補装具

費利用者

負担緩和

事業 

利用者が事業者から補

装具のサービス（身体機

能を補完し、又は代替し、

かつ、長期間にわたり継

続して使用する義肢、装

具、車いす等で厚生労働

省令で定める基準に該当

するものの購入又は修理

をいう。以下同じ。）の

利用に関し負担を要する

者（基準額の欄に掲げる

者に限る。） 

法及び政令に基づく負担月額と次に掲

げるサービス利用者の区分に応じ定める

額との差額 

（１） 市町村民税課税世帯のうち、政

令第４３条の２第２項に規定する市

町村民税所得割額が１６万円未満の

者及び児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第４条第２項に規定する障

害児の保護者 １８，６００円 

（２） 市町村民税課税世帯のうち前号

以外の者 ３７，２００円 

２ 自立支 政令で定める自立支援 （１） 育成医療及び更生医療 
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援医療利

用者負担

緩和事業 

医療の給付に関し負担を

要する者（基準額の欄に

掲げる者に限る。） 

法及び政令に基づく負担月額と次に

掲げる育成医療及び更生医療の給付を

受ける者の区分に応じ定める額との差

額 

ア 市町村民税非課税世帯のうち利用

者本人の年収が８０万円以下の収入

区分に属する者及び重度障害者（障害

の程度が国民年金法（昭和３４年法律

第１４１号）第３０条の２に規定する

障害等級の１級に該当し、同法に基づ

く障害基礎年金を受給している者又

は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）

に基づく特別障害者手当を受給して

いる者で、これら以外の公的年金等

（児童扶養手当法（昭和３６年法律第

２３８号）第３条第２項に規定する公

的年金たる給付及び国民年金法施行

令（昭和３４年政令第１８４号）第４

条の８に規定する年金をいう。）を受

給していないものをいう。） １，２

５０円 

イ 市町村民税非課税世帯のうちア以

外の収入区分に属する者 ２，５００

円 

ウ 市町村民税課税世帯のうち市町村

民税所得割額（政令第３５条第２号に

規定する合算した額をいう。以下この

項において同じ。）が３万３，０００

円未満の者 １０，０００円 
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エ ウのうち、政令第３５条第１項第１

号に規定する高額治療継続者（以下

「高額治療継続者」という。） ２，

５００円 

オ 市町村民税課税世帯のうち市町村

民税所得割額が３万３，０００円以上

１６万円未満の者 １８，６００円 

カ 市町村民税課税世帯のうち市町村

民税所得割額が１６万円以上２３万

５，０００円未満の者 ３７，２００

円 

キ オ又はカのうち高額治療継続者 

５，０００円 

ク 市町村民税課税世帯のうち市町村

民税所得割額が２３万５，０００円以

上の者のうち高額治療継続者 ２０，

０００円 

（２） 精神通院医療 

法及び政令に基づく負担月額と精神

通院医療の給付を受ける者の区分に応

じ定める額との差額の２分の１の額 

３ 重複利

用者負担

総合上限

事業 

法に定める療養介護及

び施設入所支援以外の障

害福祉サービスの利用、

自立支援医療の給付、補

装具のサービス等複数の

事業を利用する者（基準

額の欄に掲げる者に限

る。） 

法に定める療養介護及び施設入所支援

以外の障害者福祉サービスの利用、自立支

援医療の給付、補装具のサービス等に関す

る軽減措置後の月額利用者負担額を合算

した額と次に掲げる利用者等の区分に応

じ定める額との差額 

（１） 市町村民税非課税世帯のうち利

用者本人の年収が８０万円以下の収

入区分に属する者及び重度障害者 
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７，５００円 

（２） 市町村民税非課税世帯のうち前

号以外の収入区分に属する者 １２，

３００円 

（３） 市町村民税課税世帯のうち市町

村民税所得割額（政令第１７条第２号

ロ又は同条第３号に規定する合算し

た額をいう。）が１６万円未満の者 

１８，６００円 

（４） 市町村民税課税世帯のうち前号

以外の者 ３７，２００円 

４ 知的障

害施設入

所者医療

費負担緩

和事業 

（１） 法に基づく障害

者支援施設並びに法附

則に基づきなお従前の

例により運営をするこ

とができることとされ

た知的障害者入所更生

施設及び知的障害者入

所授産施設に入所する

知的障害者の医療の給

付に関し負担を要する

者（ただし、福祉医療

助成事業費補助金交付

要綱（昭和５０年京都

府告示第２９４号。以

下「要綱」という。）

第２条第１号に規定す

る所得基準を上回る場

合を除く。） 

医療保険各法（健康保険法（大正１１年

法律第７０号）、国民健康保険法（昭和３

３年法律第１９２号）、船員保険法（昭和

１４年法律第７３号）、国家公務員共済組

合法（昭和３３年法律第１２８号）、地方

公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１

５２号）、私立学校教職員共済法（昭和２

８年法律第２４５号）及び高齢者の医療の

確保に関する法律（昭和５７年法律第８０

号）をいう。以下同じ。）に基づく医療費

負担額の３分の２に相当する額 
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（２） 児童福祉法に基

づく障害児入所施設等

に入所する障害児の医

療の給付に関し負担を

要する者（要綱第２条

第１号に規定する所得

基準を上回る場合を除

く。）の保護者 

医療保険各法に基づく医療費負担額の

３分の１に相当する額 
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別記様式第１号の１（第３条関係） 

様式第１号の２（第３条関係） 

様式第１号の３（第３条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第４条関係） 

 


