
○流山市軽度・中等度難聴児補聴器等購入費等助成事業実施規則 

平成２４年１０月９日 

規則第４３号 

改正 平成２５年３月２９日規則第２１号 

平成２７年１２月２８日規則第４１号 

平成２８年３月３１日規則第２８号 

平成２８年６月２７日規則第４０号 

（目的） 

第１条 この規則は、身体障害者手帳の交付対象とならない程度の聴覚障害を

もつ児童の保護者に対し、補聴器等の購入又は修理に必要な費用の一部を助

成することにより、当該児童の健全な言語及び社会性の発達に寄与すること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るとおりとする。 

（１）児童 １８歳未満の者をいう。 

（２）補聴器 別表に定める種類の補聴器をいう。 

（３）イヤモールド オーダーメイドで作成した耳栓をいう。 

（４）補聴器等 補聴器、イヤモールド、FM型受信機、FM型用ワイヤレスマ

イク及びオーディオシューをいう。 

（助成の対象者） 

第３条 助成の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす児童（以

下「軽度・中等度難聴児」という。）の保護者とする。 

（１）流山市内に住所を有する者又は千葉県内の施設（児童福祉法（昭和２

２年法律第１６４号）第３７条に規定する乳児院、同法第３８条に規定す

る母子生活支援施設、同法第４１条に規定する児童養護施設、同法第４２

条に規定する障害児入所施設及び同法第４４条に規定する児童自立支援施

設をいう。）に入所しており、かつ、当該入所の直前の住所地が流山市で

ある者（以下「住所地特例児童」という。） 

（２）聴覚の障害による身体障害者手帳の交付対象でない者 

（３）左右の耳それぞれの聴力レベルが原則として３０デシベル以上７０デ

シベル未満である者。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援する法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定による



指定自立支援医療機関（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律施行規則（平成１８年厚生労働省令第１９号）第３６条第１

号に規定する育成医療に係るものに限る。）の医師（以下「医師」という。）

が補聴器の装用を認めた場合は、この限りでない。 

（４）補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師に

判断されていること。 

（５）保護者の属する世帯の世帯員の全ての者（住所地特例児童を含む。）

の第７条第１項に規定する申請のあった日の属する年度（当該申請のあっ

た日が４月から６月までの間にある場合は、前年度）分の市町村民税の所

得割の額が、いずれも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）第４３条の２第２項に規定

する所得割の額未満であること。 

２ 前項に規定するもののほか、市長が特に必要と認めた場合は、助成の対象

とする。 

（助成金の対象とする補聴器等） 

第４条 助成の対象とする補聴器等の種類は、別表のとおりとする。 

２ 助成の対象とする補聴器等の個数は、装用効果のより高い側の片耳装用分

として１個とする。ただし、別表に定める耳かけ型及び耳穴型については、

教育上、生活上の事由により市長が必要と認めた場合は、両耳装用分として

２個を対象とすることができる。 

（助成金の対象とする経費） 

第５条 助成の対象となる経費は、軽度・中等度難聴児が装用する補聴器等を

購入し、又は修理する費用とする。 

２ 同一の軽度・中等度難聴児について、既にこの規則に基づき補聴器等の購

入に係る費用に対する助成として助成金の交付を受けたことがある場合は、

当該助成金の交付を受けた日から５年を経過するまでに購入した補聴器等の

購入費用については、助成金の対象としないものとする。ただし、市長が必

要と認めた場合には、この限りでない。 

３ 次の各号のいずれかの事由に該当するときは、補聴器等の修理に要した費

用については、助成金の対象としないものとする。ただし、市長が必要と認

めた場合は、この限りでない。 

（１）修理を必要とする補聴器等が、当該補聴器等を製造するメーカー又は

販売店の保証を受けられるとき。 



（２）補聴器等を故意に破損又は故障させたと認められるとき。 

（助成額） 

第６条 補聴器等の購入に係る助成の額は、前条に規定する助成の対象とする

経費と当該経費に対応する別表に定める補聴器等１台当たりの基準額の合計

額とを比較して、少ない方の額に３分の２を乗じた額（当該額に１，０００

円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額）とする。 

２ 補聴器等（FM型受信機及びFM型ワイヤレスマイク（充電池を含む。）を除

く。）の修理に係る助成の額は、別表に定める補聴器等の種類について、補

装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準（平成１

８年厚生労働省告示第５２８号。以下この項において「基準」という。）に

基づき算定した額又は修理に要した費用の額のいずれか低い方の額に３分の

２を乗じて得た額（当該額に１００円未満の端数が生じた場合は、これを切

り捨てた後の額）とし、FM型受信機及びFM型ワイヤレスマイク（充電池を含

む。）の修理に係る助成の額は基準に基づき算定した額又は修理に要した費

用の額のいずれか低い方の額に３分の２を乗じて得た額（当該額に１００円

未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた後の額とし、２０，０００円

を限度とする。）とする。 

（助成の申請） 

第７条 助成を受けようとする者は、流山市軽度・中等度難聴児補聴器等（購

入費・修理費）助成申請書（別記第１号様式。以下「申請書」という。）に、

次に掲げる書類を添付して、補聴器等を購入し、又は修理する前に市長に申

請しなければならない。 

（１）医師が交付した流山市軽度・中等度難聴児補聴器等購入費等助成事業

医師意見書（３歳未満）（別記第２号様式）又は流山市軽度・中等度難聴

児補聴器等購入費等助成事業医師意見書（３歳以上）（別記第３号様式。

以下これらを「意見書」という。） 

（２）意見書に基づき、補聴器等を販売し、又は修理する事業者（以下「補

聴器等業者」という。）が作成した見積書 

（３）その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、意見書の添付を

省略させることができる。 

（１）この規則の規定に基づき補聴器等の購入に係る助成を受けた者が、当

該補聴器等の修理に係る費用の助成の申請をする場合 



（２）同一の児童について、２回目以後の補聴器等の修理に係る費用の助成

を申請する場合 

（助成の決定） 

第８条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審

査し、助成の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、助成を行うことを決定したときは、流山市軽度・中等度難聴児補

聴器等（購入費・修理費）助成決定通知書（別記第４号様式）により、申請

書を提出した者（以下「申請者」という。）に通知するとともに、流山市軽

度・中等度難聴児補聴器等（購入費・修理費）助成券（別記第５号様式。以

下「助成券」という。）を交付するものとする。 

３ 市長は、助成を行わないことを決定したときは、流山市軽度・中等度難聴

児補聴器等（購入費・修理費）助成申請却下通知書（別記第６号様式）によ

り、申請者に通知するものとする。 

（補聴器等の購入等） 

第９条 前条第２項の規定による通知を受けた申請者（以下「助成決定者」と

いう。）は、助成決定後速やかに、流山市軽度・中等度難聴児補聴器等（購

入費・修理費）助成決定通知書に記載された補聴器等業者において補聴器等

を購入し、又は修理するものとする。 

（費用の請求） 

第１０条 補聴器等を購入し、又は修理した助成決定者は、流山市軽度・中等

度難聴児補聴器等（購入費・修理費）助成金請求書（別記第７号様式。以下

「請求書」という。）に助成券及び当該購入費用又は修理費用の領収書を添

えて市長に助成金を請求するものとする。 

（代理受領） 

第１１条 助成決定者は、前条の規定によるほか、補聴器等業者に助成金の請

求及び受領を委任することができる。 

２ 助成決定者は、前項の規定による助成金の請求及び受領の委任をするとき

は、補聴器等業者に補聴器等の購入又は修理と引換えに助成券を引き渡すと

ともに、補聴器等の購入又は修理に要した費用から助成額を控除した額を支

払うものとする。 

３ 補聴器等業者は、前２項の規定により助成金の請求及び受領の委任を受け

たときは、請求書に助成券を添えて市長に助成金を請求するものとする。 

４ 市長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査し、助成額を



当該請求をした補聴器等業者に支払うものとする。 

５ 前項の規定による支払があったときは、助成決定者に対する助成金の交付

があったものとみなす。 

（決定の取消し） 

第１２条 市長は、助成決定者が次の各号に該当するときは、助成の決定を取

り消し、当該助成決定者に既に助成した額があるときは、その全部又は一部

を返還させることができる。 

（１）虚偽又は不正の行為により助成金の交付を受けたとき。 

（２）補聴器等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に

供したとき。 

（３）その他補聴器等の購入費又は修理費の助成が不適当と市長が認めると

き。 

（台帳の作成） 

第１３条 市長は、助成の執行状況を明確にするため、流山市軽度・中等度難

聴児補聴器等（購入費・修理費）助成決定簿（別記第８号様式）を整備する

ものとする。 

（委任） 

第１４条 この規則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 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、平成２４年１０月１日以降に購入した

補聴器等について適用する。 

（読替え） 

２ 平成２５年３月３１日までの間は、第３条第１項第３号、別記第１号様式

から第３号様式まで中「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」とあるのは「障害者自立支援法」と読み替えるものとする。 

３ 平成２４年１０月１日から平成２４年１０月８日までの間に補聴器等を購

入した者が第７条第１項の規定により申請する場合においては、同項中「補

聴器を購入する前に」とあるのは「平成２５年３月３１日までに」と読み替

えるものとする。 

（適用除外） 

４ 前項の場合においては、第９条の規定は適用しない。 

附 則（平成２５年３月２９日規則第２１号） 



この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月２８日規則第４１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定により調製された

様式が残存している場合は、当分の間、所要の調整をして使用することがで

きる。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第２８号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年６月２７日規則第４０号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（流山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第

１の規則で定める事務並びに別表第２及び別表第３の規則で定める事務及び

情報を定める規則の一部改正） 

２ 流山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第

１の規則で定める事務並びに別表第２及び別表第３の規則で定める事務及び

情報を定める規則（平成２７年流山市規則第４２号）の一部を次のように改

正する。 

〔次のよう〕略 

（適用） 

３ この規則による改正後の流山市軽度・中等度難聴児補聴器等購入費等助成

事業実施規則の規定（補聴器等の修理に係る部分に限る。）は、平成２８年

４月１日以後の修理について適用する。 

（経過措置） 

４ この規則による改正前の流山市軽度・中等度難聴児補聴器等購入費助成事

業実施規則の規定によってなされた手続は、この規則による改正後の流山市

軽度・中等度難聴児補聴器等購入費等助成事業実施規則の相当規定によりな

された手続とみなす。 

別表（第２条、第４条、第６条関係） 



補聴器の種類 １台当たりの基準額

（円） 

基準額に含まれるもの 

軽度・中等度難聴用ポケット

型 

４４，４９６ 補聴器本体（電池を含む。） 

イヤモールド 

※イヤモールドを必要としな

い場合は、基準額から９，２

７０円を控除した額を基準額

とする。 

軽度・中等度難聴用耳かけ型 ５４，４８７ 

高度難聴用ポケット型 ４４，４９６ 

高度難聴用耳かけ型 ５４，４８７ 

重度難聴用ポケット型 ６６，７４４ 

重度難聴用耳かけ型 ７８，５８９ 

耳穴型（レディメイド） ９８，８８０ 

耳穴型（オーダーメイド） １４１，１１０ 補聴器本体（電池を含む。） 

骨導式ポケット型 ７２，２０３ 補聴器本体（電池を含む。） 

骨導レシーバー 

ヘッドバンド 

骨導式眼鏡型 １３１，０１６ 補聴器本体（電池を含む。） 

平面レンズ 

※平面レンズを必要としない

場合は、基準額から平面レン

ズ１枚につき３，７０８円を

控除した額を基準額とする。 

（注） FM型受信機、FM型用ワイヤレスマイク又はオーディオシューを必要

とする場合は、次に掲げる額の範囲内で必要な額を加算できる。 

種類 １台当たりの基準額（円） 

FM型受信機 ８２，４００ 

FM型用ワイヤレスマイク（充電池を含む。） １００，９４０ 

オーディオシュー ５，１５０ 
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別記 

第１号様式（第７条関係） 

第２号様式（第７条関係） 

第３号様式（第７条関係） 

第４号様式（第８条関係） 

第５号様式（第８条関係） 

第６号様式（第８条関係） 

第７号様式（第１０条関係） 

第８号様式（第１３条関係） 

 


