
○流山市福祉手当の支給に関する条例 

平成１９年１２月２１日 

条例第４４号 

改正 平成２４年３月３０日条例第１号 

平成２４年１２月２１日条例第３２号 

平成２７年７月１５日条例第２５号 

（目的） 

第１条 この条例は、知的障害者、身体障害者、ねたきり身体障害者又は精神

障害者（以下「障害者」という。）に対し福祉手当を支給することにより、

その生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。 

（受給者の責務） 

第２条 福祉手当の支給を受けた者は、福祉手当が前条の目的を達成するため

に支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなけ

ればならない。 

（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１）知的障害者 知事が交付する療育手帳（以下「手帳」という。）の交

付を受けた者及び知的障害者福祉法（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１６

４号）第１２条第１項に規定する児童相談所（以下「相談所」という。）

において、障害の程度が重度、中度又は軽度のいずれかに判定された者 

（２）重度知的障害者 知的障害者であって、手帳に掲げる障害の程度が

（（A））、（（A））の１、（（A））の２、Aの１若しくはAの２のもの又

は相談所において障害の程度が重度に相当すると判定されたもの 

（３）身体障害者 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５

条第４項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該

身体障害者手帳に掲げる身体障害者等級表の級別が１級、２級又は３級の

もの 

（４）ねたきり身体障害者 身体障害者であって、居宅においておおむね６

か月以上ねたきりの症状が続いており、介添えがなければ日常生活におい

て自用を満たすことが著しく困難な年齢２０歳以上６５歳未満のもの 

（５）精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年



法律第１２３号）第４５条第２項の規定により、精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けた者であって、当該精神障害者保健福祉手帳に掲げる障害等

級が１級、２級又は３級のもの 

（６）保護者 障害者の親権を行う者、後見人その他の者であって、当該障

害者を現に監護するもの 

（７）介護者 障害者と同居し、当該障害者の日常生活に必要な介護をして

いる者 

（８）受給権者 第８条第１項の規定により福祉手当を支給することの決定

を受けた者 

（９）障害者デイサービス 身体障害者及び知的障害者につき、通所の方法

により、入浴、食事の提供、創作的活動、機能訓練、介護方法の指導、社

会適応訓練、更生相談、レクリエーション等の便宜を供与する事業 

（１０）年少扶養対象者 所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２条第１

項第３４号の扶養親族（以下「扶養親族」という。）であって、年齢１６

歳未満の者をいう。 

（１１）特定扶養対象者 扶養親族であって、年齢１６歳以上１９歳未満の

者をいう。 

（１２）住民税調整額 住民税が賦課されている者に年少扶養対象者又は特

定扶養対象者がある場合において、当該年少扶養対象者の人数に３３，０

００円を、当該特定扶養対象者の人数に１２，０００円をそれぞれ乗じて

得た額の合計額をいう。 

（支給対象者） 

第４条 福祉手当の支給対象者は、障害者、保護者又は介護者で、市の住民基

本台帳に記録され、かつ、市内に居住するものとする。 

（適用除外） 

第５条 次に掲げる者は、福祉手当の支給対象者としない。 

（１）流山市在宅高齢者家族介護慰労金の支給に関する規則（平成１３年流

山市規則第２３号）に基づく慰労金を受給している保護者若しくは介護者

又は当該受給に係る障害者 

（２）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に基づく生活扶助を受けて

いる障害者又はその保護者若しくは介護者 

（３）介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１８条に規定する保険給付

（同法第４１条第４項第２号に規定する短期入所生活介護の利用日数が当



該年度を通じて７日以内である場合を除く。）を利用している障害者又は

その保護者若しくは介護者 

（４）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）第２８条に規定する介護給付費、特例介護給付費、

訓練等給付費若しくは特例訓練等給付費（同条第１項第７号に規定する短

期入所の利用日数が当該年度を通じて７日以内である場合を除く。）の支

給を受け、又は同法第７７条第１項第８号に規定する移動支援事業若しく

は障害者デイサービスを利用している障害者又はその保護者若しくは介護

者 

（５）前各号に定めるもののほか、市長が別に定める施設に、通所利用以外

の利用形態により入所している障害者 

（福祉手当の額の算定方法） 

第６条 福祉手当の額の算定方法は、別表に定めるところによる。 

２ 福祉手当の支給対象となる障害者が別表に定める障害者の区分の２以上に

該当し、かつ、そのいずれもが同表に定める障害の程度の区分に該当する場

合は、その者に適用される最も高い額となる区分をもって当該障害者に係る

福祉手当の額とする。 

（申請） 

第７条 福祉手当の支給を受けようとする者は、市長に申請しなければならな

い。 

２ 一の障害者について、既に福祉手当の申請がなされている場合は、当該障

害者に係る他の福祉手当の支給対象者は、当該障害者について福祉手当の申

請をすることができない。 

（支給決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

福祉手当の支給の可否及び支給額を決定し、当該申請者に通知するものとす

る。 

２ 市長は、前項の規定による審査に当たっては、申請者の同意を得た上で、

住民税の課税状況、介護保険等の受給状況等を公簿等により確認することが

できる。 

（保護者及び介護者の義務） 

第９条 福祉手当の受給権者である保護者又は介護者は、当該福祉手当の受給

に係る障害者の監護又は介護に努めなければならない。 



（受給権の消滅） 

第１０条 受給権者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該受給権者の

福祉手当の支給を受ける権利は、消滅する。 

（１）支給対象者でなくなったとき。 

（２）市長が受給権者でないと決定したとき。 

（福祉手当の支給） 

第１１条 福祉手当は、第７条第１項の規定による申請のあった日の属する月

から前条の規定により受給権の消滅した日の属する月まで支給する。ただし、

同一の月において、一の障害者について受給権者が異なることとなった場合

における新しい受給権者に支給する福祉手当の開始月は、申請のあった日の

属する月の翌月とする。 

２ 支給対象者が、災害その他やむを得ない理由により第７条第１項の規定に

よる申請をすることができなかった場合において、その理由がやんだ日から

起算して１０日以内に当該申請をしたときは、福祉手当の支給は、前項の規

定にかかわらず、支給対象者がやむを得ない理由により当該申請をすること

ができなくなった日の属する月から支給する。 

３ 福祉手当は、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

を支給する。ただし、支払月前に支払うべきであった福祉手当又は支給すべ

き理由の消滅した場合におけるその月までの福祉手当は、その支払月でない

月であっても支払うものとする。 

４ 前項本文の規定により１２月に支払うべき福祉手当は、当該福祉手当の受

給権者から請求があったときは、前項の規定にかかわらず、その前月に支給

する。 

（受給資格の変更等の届出） 

第１２条 受給権者は、福祉手当の受給資格がなくなったとき又は第７条第１

項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を市長に

届け出なければならない。 

（福祉手当の支給制限及び不正利得返還） 

第１３条 障害者の属する世帯（保護者又は介護者が障害者と異なる世帯に属

するときは、当該保護者又は介護者の世帯を含む。以下同じ。）のいずれか

の者が、福祉手当の支給を受ける月の属する年度（４月分から７月分までの

福祉手当にあっては前年度）の住民税の所得割が課されている場合（当該所

得割の額から住民税調整額を控除した額が０円以下である場合を除く。）に



あっては、当該障害者に係るその年度の福祉手当は、支給しない。 

２ 障害者であって、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）に規定する障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民

年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号）附則第９７条第

２項の規定による福祉手当（以下「特別障害者手当等」という。）の受給者

又は当該受給者に係る保護者若しくは介護者については、この条例の規定に

基づく福祉手当は、支給しない。 

３ 受給権者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、福祉手当の全

部若しくは一部の支給をやめ、又は既に支給した福祉手当の全部若しくは一

部を返還させるものとする。 

（１）この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

（２）偽りその他不正の手段により福祉手当の支給を受けたとき。 

（３）障害者の属する世帯に属する者の福祉手当の支給を受ける月の属する

年度（４月分から７月分までの福祉手当にあっては前年度）の住民税額に

変更が生じた場合において、支給した福祉手当の額が、当該年度に支給す

べき福祉手当の額を上回ったとき。 

（受給権の譲渡等の禁止） 

第１４条 福祉手当の支給を受ける権利（以下「受給権」という。）は、譲渡

し、又は担保に供してはならない。 

（調査等） 

第１５条 福祉手当の受給に係る者は、関係職員の調査又は質問に応じなけれ

ばならない。 

２ 前項に規定する調査又は質問は、福祉手当の支給に関し必要な事項以外に

ついて行ってはならない。 

３ 受給権者は、市長から福祉手当の支給に関し必要な届出又は書類の提出を

求められたときは、速やかに届け出し、又は提出しなければならない。 

（委任） 

第１６条 福祉手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

（流山市福祉手当及び医療費の支給に関する条例の廃止） 

２ 流山市福祉手当及び医療費の支給に関する条例（昭和５３年流山市条例第



２０号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ 前項の規定による廃止前の流山市福祉手当及び医療費の支給に関する条例

（以下「廃止条例」という。）の規定による受給権の認定は、この条例の相

当規定による受給権の認定とみなす。 

４ この条例の施行の際、廃止条例の規定により支給すべきであった福祉手当

については、なお従前の例による。 

附 則（平成２４年３月３０日条例第１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年７月９日から施行する。 

附 則（平成２４年１２月２１日条例第３２号） 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、別表備考の欄の改

正規定のうち、「１円未満」を「、１円未満」に改める改正規定は、公布の日

から施行する。 

附 則（平成２７年７月１５日条例第２５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において、この条

例による改正前の流山市福祉手当の支給に関する条例（以下「旧条例」とい

う。）の規定に基づく福祉手当の受給権者であって、施行日においてこの条

例による改正後の流山市福祉手当の支給に関する条例（以下「新条例」とい

う。）第５条第３号又は第４号の規定に該当することにより新条例の規定に

基づく受給権者の要件を欠くこととなるものにあっては、これらの規定にか

かわらず、同日において受給権者とみなし、平成３０年３月３１日までを限

りとして新条例の規定（第５条第３号又は第４号を除く。）を適用する。こ

の場合においては、新条例第１３条第１項中「所得割の額から住民税調整額

を控除した額が０円以下である場合」とあるのは「住民税額が４２０，００

０円にその年度における住民税調整額を加算した額未満である場合」と読み

替えて同項の規定を適用する。 

３ 施行日の前日において、旧条例の規定に基づく福祉手当の受給権者であっ

て、施行日において新条例第１３条第１項の規定に該当することにより福祉

手当を支給しないこととなるものにあっては、平成３０年３月３１日までに



限り、同項中「所得割の額から住民税調整額を控除した額が０円以下である

場合」とあるのは「当該住民税額が４２０，０００円にその年度における住

民税調整額を加算した額未満である場合」と読み替えて同項の規定を適用す

る。 

４ 前２項の場合における平成２８年度における福祉手当の額は、新条例別表

に定める障害者の区分及び障害の程度の区分に応じ、同表の月額の欄に定め

る額の２分の１の額とする。 

５ 第２項及び第３項の場合における平成２９年度における福祉手当の額は、

新条例別表に定める障害者の区分及び障害の程度の区分に応じ、同表の月額

の欄に定める額の４分の１の額とする。 

６ 前２項の場合における福祉手当の額は、施行日の前日において決定されて

いる福祉手当の額を限度とする。 

別表（第６条関係） 

福祉手当の額の算定方法 

障害者の区分 障害の程度 月額 算定額の特例 

ねたきり身体

障害者 

― ８，６５０円 障害者の属する世帯に

属する者のいずれかの

者について住民税均等

割が課されている場合

（住民税の所得割の額

が住民税調整額以下で

ある場合を含む。）に

あっては、左に定める

額の２分の１の額とす

る。 

身体障害者 １級 ７，９００円 

２級 ７，９００円 

３級 ６，９００円 

知的障害者 重度知的障害者 ８，６５０円 

Bの１又は中度 ７，９００円 

Bの２又は軽度 ６，９００円 

精神障害者 １級 ７，９００円 

２級 ７，９００円 

３級 ６，９００円 

 


