○神戸市高齢期移行者医療費助成に関する条例施行規則
昭和46年12月27日
規則第75号
（趣旨）
第１条 この規則は，神戸市高齢期移行者医療費助成に関する条例（昭和46年４月条例第13
号。以下「条例」という。
）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
（社会保険各法）
第２条 条例第２条第２号に規定する規則で定める社会保険各法（以下単に「社会保険各法」
という。
）は，次に掲げる法律とする。
(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) 国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号）
(4) 地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）
(5) 私立学校教職員共済法（昭和28年法律第245号）
（対象者の特例）
第３条 条例第２条の規則で定める特別の理由があるときは，失業又は事業の休止若しくは
廃止（以下「失業等」という。
）その他市長が定める理由があると区長が認める者である場
合とする。
２ 前項の規定による認定を受けようとする者は，条例第４条第１項の規定による申請の際
に，前項の規定に該当することを証する書類を添えなければならない。
３ 第１項の規定による認定を受けた者は，同項の理由がなくなつたときは，直ちにその旨
を区長に申告しなければならない。
第４条 条例第２条第４号に規定する規則で定める者は，地方税法（昭和25年法律第226号）
第292条第１項第11号イ中「夫と死別し，若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は
夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつ
た女子であつて，現に婚姻（届出をしていないが，事実上婚姻関係と同様の事情にある場
合を含む。
）をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第１項（第２号に係る部
分に限る。以下この項において同じ。）の規定により当該市町村民税が課されないこととな
る者及び同法第292条第１項第12号中「妻と死別し，若しくは妻と離婚した後婚姻をしてい
ない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらない
で父となつた男子であつて，現に婚姻（届出をしていないが，事実上婚姻関係と同様の事
情にある場合を含む。
）をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第１項の規定
により当該市町村民税が課されないこととなる者とする。
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（助成の範囲の特例）
第５条 条例第３条第４項に規定するその他特別の理由があるときは，次に掲げる場合とす
る。
(1)

対象者の生計を主として維持する者（以下「主たる生計維持者」という。
）の失業等に
より，その者の失業等の事実が発生した日以後１年間の推計合計所得（次に掲げる額の
合計額をいう。以下同じ。）の12分の１の額が，基準生活費（失業等の事実が発生した
日の属する年度（失業等の事実が発生した日の属する月が４月から６月までの場合にあ
っては，前年度）の４月１日における生活保護法による保護の基準（昭和38年厚生省告
示第158号）別表第１第１章１(1)ア(ア)の規定（同章１(1)ア(ア)第２類の表のうち地区別冬季
加算額に係る部分を除く。
）及び同章１(2)アの規定（12月の基準生活費の額につき同章１
(2)アの期末一時扶助費の表に定める額を加えた額とする旨を定める部分を除く。
）により
算定される基準生活費をいう。以下同じ。）の月額に885分の990を乗じた額の1.35倍以
下に減少し，かつ，対象者の生計が著しく困窮していると認められる場合
ア 当該失業等の事実が発生した日から起算して１月間の地方税法第292条第１項第13
号に規定する合計所得金額に12を乗じて得た額
イ アの期間後において支給が見込まれる退職所得金額

(2) 震災，風水害，火災その他これらに類する災害（以下「震災等」という。）により，次
に掲げる場合のいずれかに該当した場合
ア 対象者並びに対象者が属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が有する次に掲げる
財産について，４割以上の損害を受けたと認められる場合
(ア)

現実に居住のために使用している住宅又は宅地

(イ)

主たる生業を維持するために有する田畑，家屋その他事業の用に供する固定資産

(ウ)

主たる生業を維持するために有する家財，機械，器具その他の資産（(イ)に掲げる
ものに準ずる価値を有するものに限る。
）

イ 主たる生計維持者が，死亡した場合又は重度障害者（神戸市重度障害者医療費助成
に関する条例（昭和48年４月条例第７号）第２条第２号に該当する者をいう。）となっ
た場合
ウ 主たる生計維持者に係る震災等の発生した日以後１年間の推計合計所得の12分の１
の額が，基準生活費の月額に885分の990を乗じた額の1.35倍以下に減少した場合
(3) 干害，冷害，凍霜害その他の気象上の原因による農作物の被害の発生により，主たる
生計維持者に係る当該発生した日以後１年間の推計合計所得の12分の１の額が，基準生
活費の月額に885分の990を乗じた額の1.35倍以下に減少した場合
(4) 前３号に掲げる場合のほか，これらの場合に準ずる場合として区長が認める場合
２ 条例第３条第４項の規定による免除を受けようとする者は，前項各号のいずれかに該当
することを証する書類を添えて，書面により区長に申請しなければならない。
３ 区長は，前項の規定による申請に対する承認又は不承認を決定したときは，速やかに書
面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。この場合において，区長は，条
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例第４条第２項の高齢期移行者医療費受給者証（以下「受給者証」という。
）の交付をもっ
て，承認に係る通知に代えることができる。
４ 条例第３条第４項の規定による免除を受けることができる期間は，第１項各号のいずれ
かに該当するに至った日の属する月から起算して６月目の末日（当該月から起算して５月
目の末日以前に第１項各号のいずれにも該当しなくなったときは，その該当しなくなった
日の属する月の末日）までとする。
５ 条例第３条第４項の規定による免除を受けた者は，第１項各号に該当しなくなったとき
は，直ちにその旨を区長に申告しなければならない。
（資格の認定の申請）
第６条 条例第４条第１項の規定による申請は，書面を区長に提出することにより行わなけ
ればならない。ただし，区長がその必要がないと認めるときは，この限りでない。
２ 前項の書面には，当該申請をしようとする者又はその者が属する世帯の他の世帯員が１
月１日（医療を受ける日の属する月が１月から６月までの場合にあっては，前年の１月１
日）において他の市町村に住所を有していたときは，その者の前年（医療を受ける日の属
する月が１月から６月までの場合にあっては，前々年）の所得の額についての当該市町村
長の証明書を添えなければならない。ただし，区長がその必要がないと認めるときは，こ
の限りでない。
（資格の認定の通知等）
第７条 区長は，条例第４条第１項の認定をし，又はしないことを決定したときは，書面に
より申請者に通知するものとする。この場合において，区長は，受給者証の交付をもって，
同項の認定の通知に代えることができる。
２ 区長は，条例第４条第１項の認定を受けて資格を取得した者（以下「資格者」という。
）
がその資格を喪失したときは，書面によりその者に通知するものとする。
（資格の取得）
第８条 条例第４条第３項ただし書に規定する規則で定める場合は，次の各号に掲げる場合
とし，当該各号に定める日から資格を取得する。
(1) 神戸市内に住所を有するに至ったことにより資格者となった場合 次に掲げるいずれ
かの日
ア 住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第７条第６号に規定する住民となった年月
日
イ 住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民となった年月日
(2)

新たに国民健康保険法（昭和33年法律第192号）の規定による被保険者又は社会保険各
法の規定による被保険者，組合員若しくは被扶養者となったことにより資格者となった
場合 被保険者，組合員又は被扶養者となった日
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(3) 生活保護法（昭和25年法律第144号）による医療扶助の廃止又は停止により資格者とな
った場合 医療扶助の廃止又は停止をされた日
(4) 第３条第１項の規定による認定を受けたことにより資格者となった場合 同項の理由
が発生した日の属する月の初日
(5) 神戸市重度障害者医療費助成に関する条例又は神戸市ひとり親家庭等医療費助成に関
する条例（昭和54年３月条例第73号）による助成を受けている者でなくなったことによ
り資格者となった場合 当該助成を受けている者でなくなった日
(6)

条例第２条第３号及び第４号に該当し，資格者となった場合 医療を受ける日の属す
る年度（医療を受ける日の属する月が４月から６月までの場合にあっては，前年度）の
７月１日

(7)

条例第２条第６号イに該当し，資格者となった場合 要介護認定の有効期間の開始日
の属する月の初日

（資格の喪失）
第９条 条例第４条第４項ただし書に規定する規則で定める場合は，次の各号に掲げる場合
とし，当該各号に定める日から資格を喪失する。
(1) 資格者が国民健康保険法の規定による被保険者又は社会保険各法の規定による被保険
者，組合員若しくは被扶養者の資格を喪失したことにより資格者でなくなった場合 被
保険者，組合員又は被扶養者の資格を喪失した日
(2) 資格者が神戸市内に住所を有しなくなったことにより資格者でなくなった場合 住民
基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第13条第１項に規定する事由が生じた年月
日の翌日
(3) 生活保護法による医療扶助の開始により資格者でなくなった場合 医療扶助の開始を
された日
(4) 条例第２条第４号に該当しなくなったことにより資格者でなくなった場合 次のア又
はイに掲げる場合の区分に応じ，それぞれア又はイに定める日
ア イに掲げる場合以外の場合 医療を受ける日の属する年度（医療を受ける日の属す
る月が４月から６月までの場合にあっては，その前年度）の７月１日（当該日後に資
格を取得していた場合にあっては，その資格を取得した日）
イ 資格者が属する世帯の他の世帯員の異動があったことにより条例第２条第１項第４
号に該当しなくなった場合 同号に該当しなくなった日の属する月の翌月の初日
(5)

条例第２条第３号に該当しなくなったことにより資格者でなくなった場合 医療を受
ける日の属する年度（医療を受ける日の属する月が４月から６月までの場合にあっては，
その前年度）の７月１日（当該日後に資格を取得していた場合にあっては，その資格を
取得した日）

(6)

第３条第１項に該当したことにより資格者となっていた場合において次のア又はイの
いずれかに該当するに至ったとき。 当該ア又はイに定める日
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ア 第３条第１項の理由が発生した日の属する月から起算して6月を経過したとき。 当
該日の属する月から起算して６月を経過した日
イ 第３条第１項に該当しなくなったとき。 同項に該当しなくなった日の属する月の
翌月の初日
(7) 神戸市重度障害者医療費助成に関する条例又は神戸市ひとり親家庭等医療費助成に関
する条例による助成を受けるに至ったことにより資格者でなくなった場合

当該助成

を受けることとなった日
(8)

条例第２条第６号イに該当しなくなったことにより資格者でなくなった場合

医療

を受ける日の属する年度の翌年度の７月１日（４月から６月までの間にあっては，当該
年度の７月１日）
（受給者証の有効期限）
第10条 受給者証の有効期限は，毎年６月30日までとし，毎年７月１日に更新する。ただし，
６月30日前に資格を喪失する場合及び条例第３条第４項の規定による免除を受けている場
合は，この限りでない。
（受給者証の再交付）
第11条 資格者は，受給者証を破損し，汚損し，又は紛失したときは，書面により市長に受
給者証の再交付の申請をすることができる。
２ 受給者証を破損し，又は汚損したときの前項の規定による申請には，同項の書面にその
受給者証を添えなければならない。
３ 資格者は，受給者証の再交付を受けた後において紛失した受給者証を発見したときは，
直ちに再交付を受けた受給者証を市長に返還しなければならない。
（助成方法の特例）
第12条 条例第５条第２項に規定する市長が特別の理由があると認めるときは，次の各号の
いずれかに該当するときとする。
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定により資格者に係る療養費が支給されたとき。
(2) 社会保険各法の規定により資格者に係る療養費に相当する保険外併用療養費，家族療
養費又は特別療養費が支給されたとき。
(3) 前２号に掲げる場合のほか，区長が特別に必要があると認めたとき。
２ 資格者は，条例第５条第２項に規定する方法により助成を受けようとするときは，当該
事項を証する書類を添えた書面により区長に申請しなければならない。
３ 資格者は，条例第５条第３項の規定により高額療養費に相当する額の支払を受けようと
するときは，書面により区長に申請しなければならない。
４ 区長は，資格者から前２項の申請があったときは，速やかに助成額を決定し，書面によ
り当該資格者に通知するものとする。
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（届出事項等）
第13条 第７条第１項に規定する規則で定める事項は，次に掲げるものとする。
(1)

資格者の所得の状況

(2) 資格者が属する世帯の他の世帯員の構成及び所得の状況
(3)

要介護認定に関する事項

２ 条例第７条第１項の規定による届出は，書面により行わなければならない。
３ 前項の書面には，受給者証を添えなければならない。ただし，受給者証を添えることが
できない理由があるときは，その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給者証
に代えることができる。
（調査等）
第14条 市長は，条例第７条第１項の規定による届出に係る事項について，必要があると認
めるときは，職員に調査させ，又は資格者その他の関係者（以下「関係者」という。）に対
し，口頭若しくは書面による報告を求めることができる。
２ 前項の規定により調査を行う職員は，その身分を証する書面を携帯し，関係者の請求が
あるときは，これを提示しなければならない。
（施行細目の委任）
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は，保健福祉局長が定める。
附 則
この施行規則は，昭和47年１月１日から施行する。
附 則（昭和47年４月11日規則第17号）
この規則は，公布の日から施行し，昭和47年１月１日から適用する。
附 則（昭和47年８月22日規則第36号）
この規則は，昭和47年10月１日から施行する。
附 則（昭和47年12月25日規則第72号）
この規則は，昭和48年１月１日から施行する。
附 則（昭和48年８月１日規則第61号）
この規則は，昭和48年８月１日から施行する。
附 則（昭和48年９月１日規則第74号）
この規則は，昭和48年９月１日から施行する。
附 則（昭和49年７月１日規則第70号）
この規則は，昭和49年７月１日から施行する。
附 則（昭和50年７月１日規則第36号）
この規則は，昭和50年７月１日から施行する。
附 則（昭和51年７月１日規則第58号）
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この規則は，昭和51年７月１日から施行する。
附 則（昭和53年６月27日規則第57号）
この規則は，昭和53年７月１日から施行する。
附 則（昭和58年２月１日規則第97号）
この規則は，公布の日から施行する。
附 則（昭和59年６月26日規則第15号）
この規則は，昭和59年７月１日から施行する。
附 則（昭和59年12月28日規則第49号）
この規則は，昭和60年１月１日から施行し，この規則による改正後の神戸市重度心身障害
者医療費の助成に関する条例施行規則，老人医療費の助成に関する条例施行規則，神戸市乳
児医療費の助成に関する条例施行規則，
神戸市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則，
神戸市失業対策事業運営管理規則，神戸市日雇労働者共済会補助金交付規則及び神戸市非常
勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は，昭和59年10月１日から適用する。
附 則（昭和60年７月１日規則第33号）
この規則は，昭和60年７月１日から施行する。
附 則（昭和62年３月13日規則第60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老人医療費の助成に関する条
例施行規則の規定は，昭和62年１月１日から適用する。
附 則（平成元年７月１日規則第26号）
この規則は，平成元年７月１日から施行する。
附 則（平成２年６月30日規則第22号）
この規則は，平成２年７月１日から施行する。
附 則（平成４年６月30日規則第15号）
（施行期日）
１ この規則は，平成４年７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老人医療費の助成に関する条例施行規則（以下「旧規則」とい
う。
）の規定によりなされた申請その他の行為は，この規則による改正後の老人医療費の助
成に関する条例施行規則（以下「新規則」という。
）の相当規定によりなされたものとみな
し，この規則施行の際現に交付されている旧規則様式第5号による老人医療費受給者証は，
新規則様式第7号による老人医療費受給者証とみなす。
附 則（平成６年６月30日規則第27号）
（施行期日）
１ この規則は，平成６年７月１日から施行する。
（経過措置）
２ 第１条の規定による改正前の神戸市乳児医療費の助成に関する条例施行規則（以下「旧
乳児医療費規則」という。
）
，第２条の規定による改正前の老人医療費の助成に関する条例
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施行規則（以下「旧老人医療費規則」という。
），第３条の規定による改正前の神戸市重度
心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則（以下「旧重度心身障害者医療費規則」と
いう。
）
及び第４条の規定による改正前の神戸市母子家庭等医療費の助成に関する条例施行
規則（以下「旧母子家庭等医療費規則」という。）の規定によりなされた申請その他の行為
は，第１条の規定による改正後の神戸市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則（以下
「新乳幼児医療費規則」という。
）
，第2条の規定による改正後の老人医療費の助成に関する
条例施行規則（以下「新老人医療費規則」という。
），第３条の規定による改正後の神戸市
重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則（以下「新重度心身障害者医療費規則」
という。
）及び第4条の規定による改正後の神戸市母子家庭等医療費の助成に関する条例施
行規則（以下「新母子家庭等医療費規則」という。
）中これに相当する規定がある場合には，
これらの規則相当規定によりなされたものとみなす。
３ この規則の施行の際，現に存する旧乳児医療費規則，旧老人医療費規則，旧重度心身障
害者医療費規則及び旧母子家庭等医療費規則の様式による申請書その他の書類（以下「書
類」という。
）は，新乳幼児医療費規則，新老人医療費規則，新重度心身障害者医療費規則
及び新母子家庭等医療費規則の様式による書類とみなして，当分の間，なお使用すること
ができる。
附 則（平成８年４月１日規則第７号）抄
（施行期日）
１ この規則は，公布の日から施行する。
附 則（平成10年７月１日規則第29号）
この規則は，公布の日から施行する。
附 則（平成10年10月15日規則第50号）抄
（施行期日）
１ この規則は，公布の日から施行する。
附 則（平成11年６月30日規則第33号）
この規則は，平成11年７月１日から施行する。ただし，第１条並びに第２条第３号及び第
５号の改正規定は，公布の日から施行する。
附 則（平成12年６月30日規則第22号）
この規則は，平成12年７月１日から施行する。
附 則（平成12年12月28日規則第50号）
この規則は，平成13年１月１日から施行する。
附 則（平成13年６月29日規則第23号）
（施行期日）
１ この規則は，平成13年７月１日から施行する。ただし，第５条第１項の改正規定（「附則
第33条の３第４項」を「附則第33条の３第５項」に改める部分，
「附則第34条第４項」を「附
則第34条第５項」に改める部分及び「附則第35条第６項」を「附則第35条第５項」に改め
る部分に限る。
）及び様式第７号の改正規定は，公布の日から施行する。
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（経過措置）
２ 改正後の第5条の規定は，
平成13年７月１日以後に行われた診療，薬剤の支給又は手当
（以
下「診療等」という。
）に係る医療費の助成について適用し，同日前に行われた診療等に係
る医療費の助成については，なお従前の例による。
附 則（平成17年４月１日規則第６号）抄
（施行期日）
第１条 この規則は，公布の日から施行する。
附 則（平成17年６月30日規則第21号）
（施行期日）
１ この規則は，平成17年７月１日から施行する。
（経過措置）
２ この規則による改正後の老人医療費の助成に関する条例施行規則の規定は，平成17年７
月１日以後に行われた診療，薬剤の支給又は手当（以下「診療等」という。）に係る医療費
の助成について適用し，同日前に行われた診療等に係る医療費の助成については，なお従
前の例による。
附 則（平成18年９月27日規則第29号）
（施行期日）
１ この規則は，平成18年10月１日から施行する。
（経過措置）
２ この規則による改正後の老人医療費の助成に関する条例施行規則の規定は，平成18年10
月１日以後に行われた診療，薬剤の支給又は手当（以下「診療等」という。）に係る医療費
の助成について適用し，同日前に行われた診療等に係る医療費の助成については，なお従
前の例による。
附 則（平成20年３月31日規則第49号）
（施行期日）
１ この規則は，平成20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後の老人医療費の助成に関する条例施行規則，神戸市重度障害者医
療費の助成に関する条例施行規則及び神戸市母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規
則の規定は，平成20年４月１日以後に行われた診療，薬剤の支給又は手当（以下「診療等」
という。
）に係る医療費の助成について適用し，同日前に行われた診療等に係る医療費の助
成については，なお従前の例による。
附 則（平成21年６月25日規則第17号）
（施行期日）
１ この規則は，平成21年７月１日から施行する。
（経過措置）
２ この規則による改正後の老人医療費の助成に関する条例施行規則の規定は，平成21年７
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月１日以後に行われた診療，薬剤の支給又は手当（以下「診療等」という。）に係る医療費
の助成について適用し，同日前に行われた診療等に係る医療費の助成については，なお従
前の例による。
附 則（平成22年６月30日規則第８号）
（施行期日）
１ この規則は，平成22年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。
（経過措置）
２ 第１条の規定による改正後の老人医療費の助成に関する条例施行規則（以下「新老人医
療費規則」という。
）
，第２条の規定による改正後の神戸市乳幼児等医療費の助成に関する
条例施行規則（以下「新乳幼児等医療費規則」という。
）
，第３条の規定による改正後の神
戸市重度障害者医療費の助成に関する条例施行規則（以下「新重度障害者医療費規則」と
いう。
）
及び第４条の規定による改正後の神戸市母子家庭等医療費の助成に関する条例施行
規則（以下「新母子家庭等医療費規則」という。
）の規定は，施行日以後に行われた診療，
薬剤の支給又は手当（以下「診療等」という。）に係る医療費の助成について適用し，同日
前に行われた診療等に係る医療費の助成については，なお従前の例による。
３ 前項の規定にかかわらず，平成21年８月９日以後に発生した次に掲げる事由により新老
人医療費規則第４条第１項に規定する要件を満たす場合には，当該事由の発生した日以後
施行日前に行われた診療等について，同項の規定を適用する。ただし，同項の規定を適用
することにより，老人医療費の助成に関する条例（昭和46年４月条例第13号）に基づく助
成の額が減額する場合は，この限りでない。
(1)

震災，風水害，火災その他これらに類する災害

(2) 干害，冷害，凍霜害その他の気象上の原因による農作物の被害
(3) 前２号に掲げるもののほか，これらの事由に準ずるものとして区長が認める事由
４ 附則第２項の規定にかかわらず，対象者につき，施行日前において，第１条の規定によ
る改正前の老人医療費の助成に関する条例施行規則（以下「旧老人医療費規則」という。
）
第４条第１項各号に該当し，かつ，新老人医療費規則第４条第１項に規定する要件を満た
していない場合においては，施行日以後に行われた診療等に係る一部負担金の免除につい
ては，なお従前の例による。
５ 附則第２項の規定にかかわらず，平成21年８月９日以後に発生した附則第３項各号に掲
げる事由により新乳幼児等医療費規則第４条第１項に規定する要件を満たす場合には，当
該事由の発生した日以後施行日前に行われた診療等について，同項の規定を適用する。た
だし，同項の規定を適用することにより，神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例（昭
和48年４月条例第６号）に基づく助成の額が減額する場合は，この限りでない。
６ 附則第２項の規定にかかわらず，対象者につき，施行日前において，第２条の規定によ
る改正前の神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則（以下「旧乳幼児等医療費
規則」という。
）第４条第１項各号に該当し，かつ，新乳幼児等医療費規則第４条第１項に
規定する要件を満たしていない場合においては，施行日以後に行われた診療等に係る一部
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負担金の免除については，なお従前の例による。
７ 附則第２項の規定にかかわらず，平成21年８月９日以後に発生した附則第３項各号に掲
げる事由により新重度障害者医療費規則第５条第１項に規定する要件を満たす場合には，
当該事由の発生した日以後施行日前に行われた診療等について，同項の規定を適用する。
ただし，同項の規定を適用することにより，神戸市重度障害者医療費の助成に関する条例
（昭和48年４月条例第７号）に基づく助成の額が減額する場合は，この限りでない。
８ 附則第２項の規定にかかわらず，対象者につき，施行日前において，第３条の規定によ
る改正前の神戸市重度障害者医療費の助成に関する条例施行規則（以下「旧重度障害者医
療費規則」という。
）第５条第１項各号に該当し，かつ，新重度障害者医療費規則第５条第
１項に規定する要件を満たしていない場合においては，施行日以後に行われた診療等に係
る一部負担金の免除については，なお従前の例による。
９ 附則第２項の規定にかかわらず，平成21年８月９日以後に発生した附則第３項各号に掲
げる事由により新母子家庭等医療費規則第７条第１項に規定する要件を満たす場合には，
当該事由の発生した日以後施行日前に行われた診療等について，同項の規定を適用する。
ただし，同項の規定を適用することにより，神戸市母子家庭等医療費の助成に関する条例
（昭和54年３月条例第73号）に基づく助成の額が減額する場合は，この限りでない。
10 附則第２項の規定にかかわらず，対象者につき，施行日前において，第４条の規定によ
る改正前の神戸市母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則（以下「旧母子家庭等医
療費規則」という。
）第７条第１項各号に該当し，かつ，新母子家庭等医療費規則第７条第
１項に規定する要件を満たしていない場合においては，施行日以後に行われた診療等に係
る一部負担金の免除については，なお従前の例による。
11 施行日前に，旧老人医療費規則，旧乳幼児等医療費規則，旧重度障害者医療費規則又は
旧母子家庭等医療費規則の規定（以下「旧規定」という。）により行われた承認，通知その
他の行為は，新老人医療費規則，新乳幼児等医療費規則，新重度障害者医療費規則又は新
母子家庭等医療費規則の規定（以下「新規定」という。
）中旧規定に相当する規定がある場
合には，新規定の相当規定により行われたものとみなす。
附 則（平成24年7月６日規則第15号）
（施行期日）
１ この規則は，平成24年７月９日から施行する。ただし，第２条の規定（神戸市乳幼児等
医療費の助成に関する条例施行規則第７条第５号並びに第８条第４号及び第５号の改正規
定に限る。
）は，平成24年12月１日から施行する。
（経過措置）
２ 第１条の規定による改正前の老人医療費の助成に関する条例施行規則第７条第１号及び
第８条第２号の規定は，平成24年７月９日前に行われた診療，薬剤の支給又は手当（以下
「診療等」という。
）に係る医療費の助成についての老人医療費の助成に関する条例（昭和
46年４月条例第13号）第４条第１項の認定との関係においては，なおその効力を有する。
３ 第２条の規定による改正前の神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則第７条
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第２号及び第８条第２号の規定は，平成24年７月９日前に行われた診療等に係る医療費の
助成についての神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例（昭和48年４月条例第６号）第
５条第１項の認定との関係においては，なおその効力を有する。
４ 第３条の規定による改正前の神戸市重度障害者医療費の助成に関する条例施行規則第７
条第１号及び第９条第２号の規定は，平成24年７月９日前に行われた診療等に係る医療費
の助成についての神戸市重度障害者医療費の助成に関する条例
（昭和48年４月条例第７号）
第４条第１項の認定との関係においては，なおその効力を有する。
５ 第４条の規定による改正前の神戸市母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則第３
条第３号，第９条第２号及び第10条第２号の規定は，平成24年７月９日前に行われた診療
等に係る医療費の助成についての神戸市母子家庭等医療費の助成に関する条例（昭和54年
３月条例第73号）第５条第１項の認定との関係においては，なおその効力を有する。
附 則（平成26年５月19日規則第４号）
（施行期日）
１ この規則は，平成26年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。
（経過措置）
２ 次に掲げる規定は，施行日以後に行われた診療，薬剤の支給又は手当（以下「診療等」
という。
）に係る医療費の助成について適用し，施行日前に行われた診療等に係る医療費の
助成については，なお従前の例による。
(1) 第１条の規定による改正後の老人医療費の助成に関する条例施行規則の規定
(2) 第２条の規定による改正後の神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の規
定
(3) 第３条の規定による改正後の神戸市重度障害者医療費の助成に関する条例施行規則の
規定
(4) 第４条の規定による神戸市母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定
附 則（平成26年６月30日規則第10号）
（施行期日）
１ この規則は，平成26年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。
（経過措置）
２ 次に掲げる規定は，施行日以後に行われた診療，薬剤の支給又は手当（以下「診療等」
という。
）に係る医療費の助成について適用し，施行日前に行われた診療等に係る医療費の
助成については，なお従前の例による。
(1) 第１条の規定による改正後の老人医療費の助成に関する条例施行規則の規定
(2) 第２条の規定による改正後の神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の規
定
(3) 第３条の規定による改正後の神戸市重度障害者医療費の助成に関する条例施行規則の
規定
(4) 第４条の規定による神戸市母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定
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附 則（平成27年６月30日規則第９号）
（施行期日）
１ この規則は，平成27年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。
（経過措置）
２ 次に掲げる規定は，施行日以後に行われた診療，薬剤の支給又は手当（以下「診療等」
という。
）に係る医療費の助成について適用し，施行日前に行われた診療等に係る医療費の
助成については，なお従前の例による。
(1) 第１条の規定による改正後の老人医療費の助成に関する条例施行規則の規定
(2)

第２条の規定による改正後の神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の

規定
(3)

第３条の規定による改正後の神戸市重度障害者医療費の助成に関する条例施行規則

の規定
(4) 第４条の規定による神戸市母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定
３ 神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例及び神戸市重度障害者医療費の助成に関する
条例の一部を改正する条例（平成24年３月条例第48号）附則第４項に規定する期間におい
て同項に規定する旧規定に該当することとなった者に係る資格の取得及び資格の喪失につ
いては，この規則による改正前の神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則第７
条及び第８条の規定を適用する。
附 則（平成29年６月28日規則第６号）
（施行期日）
１ この規則は，平成29年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。
（経過措置）
２ 次に掲げる規定は，施行日以後に行われた診療，薬剤の支給又は手当（以下「診療等」
という。
」に係る医療費の助成について適用し，施行日前に行われた診療等に係る医療費の
助成については，なお従前の例による。
(1)

第１条の規定による改正後の神戸市こども医療費助成に関する条例施行規則の規定

(2) 第２条の規定による改正後の神戸市高齢期移行者医療費助成に関する条例施行規則の
規定
(3) 第３条の規定による改正後の神戸市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則
の規定
(4)

第４条の規定による改正後の神戸市重度障害者医療費助成に関する条例施行規則

（事務分掌規則の一部改正）
３ 神戸市事務分掌規則（昭和33年４月規則第17号）の一部を次のように改正する。
第45条第３項第２号中「老人，乳幼児等，重度障害者及び母子家庭等に係る医療費助成
事業」を「高齢期移行者医療費助成，こども医療費助成，重度障害者医療費助成及びひと
り親家庭等医療費助成の事業」に改め，同項第５号中「老人，乳幼児等，重度障害者及び
母子家庭等」を「高齢期移行者医療費助成，こども医療費助成，重度障害者医療費助成及
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びひとり親家庭等医療費助成」に改め，同項第７号中「並びに老人，乳幼児等，重度障害
者，母子家庭等に係る医療費助成事業及び」を「，高齢期移行者医療費助成，こども医療
費助成，重度障害者医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成の事業並びに」に改める。
第49条第２項第４号中「乳幼児等及び母子家庭等に係る医療費助成事業」を「こども医
療費助成及びひとり親家庭等医療費助成に係る事業」に改め，同項第５号中「乳幼児等及
び母子家庭等」を「こども医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成」に改め，同項第６
号中「乳幼児等及び母子家庭等に係る医療費助成事業」を「こども医療費助成及びひとり
親家庭等医療費助成に係る事業」に改める。
（区役所事務分掌規則の一部改正）
４ 神戸市区役所事務分掌規則（昭和33年４月規則第18号）の一部を次のように改正する。
第５条第２項第６号中「老人医療費の助成」を「高齢期移行者医療費助成」に改め，同
項第７号中「乳幼児等医療費の助成」を「こども医療費助成」に改め，同項第８号中「重
度障害者医療費の助成」を「重度障害者医療費助成」に改め，同項第９号中「母子家庭等
医療費の助成」を「ひとり親家庭等医療費助成」に改め，同項第10号中「高齢重度障害者
医療費の助成」を「高齢重度障害者医療費助成」に改める。
（区役所支所事務分掌規則の一部改正）
５ 神戸市区役所支所事務分掌規則（平成８年４月規則第８号）の一部を次のように改正す
る。
第２条の２市民課窓口係の項第18号中「乳幼児等医療費の助成」を「高齢期移行者医療
費助成」に改め，同項第19号中「重度障害者医療費の助成」を「こども医療費助成」に改
め，同項第20号中「母子家庭等医療費の助成」を「重度障害者医療費助成」に改め，同項
第21号中「高齢重度障害者医療費の助成」を「ひとり親家庭等医療費助成」に改め，同項
第22号中「老人医療費の助成」を「高齢重度障害者医療費助成」に改める。
第３条市民課介護医療係の項第６号中「老人医療費の助成」を「高齢期移行者医療費助
成」に改め，同項第７号中「乳幼児等医療費の助成」を「こども医療費助成」に改め，同
項第８号中「重度障害者医療費の助成」を「重度障害者医療費助成」に改め，同項第９号
中「母子家庭等医療費の助成」を「ひとり親家庭等医療費助成」に改め，同項第10号中「高
齢重度障害者医療費の助成」を「高齢重度障害者医療費助成」に改める。
（区役所出張所事務分掌規則の一部改正）
６ 神戸市区役所出張所事務分掌規則（昭和45年４月規則第27号）の一部を次のように改正
する。
第３条第26号中「乳幼児等医療費の助成」を「高齢期移行者医療費助成」に改め，同条
第27号中「重度障害者医療費の助成」を「こども医療費助成」に改め，同条第28号中「母
子家庭等医療費の助成」を「重度障害者医療費助成」に改め，同条第29号中「重度障害者
医療費の助成」を「ひとり親家庭等医療費助成」に改め，同条第30号中「老人医療費の助
成」を「高齢重度障害者医療費助成」に改める。
（区長委任規則の一部改正）
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７ 区長委任規則（昭和37年４月規則第20号）の一部を次のように改正する。
第５条第21号中「老人医療費の助成に関する条例」を「神戸市高齢期移行者医療費助成
に関する条例」に改め，同条第22号中「神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例」を「神
戸市こども医療費助成に関する条例」に改め，同条第23号中「神戸市重度障害者医療費の
助成に関する条例」を「神戸市重度障害者医療費助成に関する条例」に改め，同条第24号
中「神戸市母子家庭等医療費の助成に関する条例」を「神戸市ひとり親家庭等医療費助成
に関する条例」に改め，同条第25号中「重度障害者，乳幼児，母子家庭等に対する」を「重
度障害者医療費助成，
こども医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成に係る」
に改める。
（公印規則の一部改正）
８ 神戸市公印規則（昭和52年３月規則第111号）の一部を次のように改正する。
別表第４ 68の項及び69の項中「老人医療費の助成に関する条例」を「神戸市高齢期移行
者医療費助成に関する条例」に，
「神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例」を「神戸市
こども医療費助成に関する条例」に，
「神戸市重度障害者医療費の助成に関する条例」を「神
戸市重度障害者医療費助成に関する条例」に，
「神戸市母子家庭等医療費の助成に関する条
例」を「神戸市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例」に改める。
（会計規則の一部改正）
９ 神戸市会計規則（昭和39年３月規則第81号）の一部を次のように改正する。
第43条第15号中「母子家庭等，乳幼児等又は重度障害者に係る医療費の助成制度」を「こ
ども医療費助成，重度障害者医療費助成又はひとり親家庭等医療費助成の制度」に改め，
同条第16号中「母子家庭等，乳幼児等，老人又は重度障害者に係る医療費の助成制度」を
「高齢期移行者医療費助成，こども医療費助成，重度障害者医療費助成又はひとり親家庭
等医療費助成の制度」に改める。
附 則（令和元年６月28日規則第14号）
（施行期日）
１ この規則は，令和元年７月１日（以下「施行日」という。
）から施行する。ただし，次の
各号に掲げる規定は，当該各号に定める日から施行する。
(1) 第２条，第５条，第８条及び第11条の規定 令和２年７月１日
(2) 第３条，第６条，第９条及び第12条の規定 令和３年７月１日
（準備行為）
２ この規則による改正後の神戸市高齢期移行者医療費助成に関する条例施行規則，神戸市
こども医療費助成に関する条例施行規則，神戸市重度障害者医療費助成に関する条例施行
規則及び神戸市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則（以下「新規則」という。
）
の規定を施行するために必要となる申請，資格の認定その他の行為は，施行日前において
も，新規則の規定の例によりすることができる。
（経過措置）
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３ 新規則の規定は，施行日以後に行われた診療，薬剤の支給又は手当（以下「診療等」と
いう。
）に係る医療費の助成について適用し，施行日前に行われた診療等に係る医療費の助
成については，なお従前の例による。
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