
○流山市在宅高齢者家族介護用品の支給に関する規則  

平成１３年３月３０日  

規則第２６号  

改正  平成１４年４月１日規則第２５号  

平成１６年１０月１日規則第４０号  

平成２０年３月３１日規則第３１号  

平成２１年１２月２８日規則第６１号  

平成２４年７月６日規則第３５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  

（目的）  

第１条  この規則は、在宅の中重度高齢者の介護者に対し、介護用品の

支給を行うことにより、その経済的及び精神的負担を軽減し、もって

高齢者福祉の増進に資することを目的とする。  

（定義）  

第２条  この規則において、次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）中重度高齢者  介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第１９条第１項の規定による要介護認定を受けている６

５歳以上の者であって、法第７条第１項の規定による要介護状態区

分が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基

準等に関する省令（平成１１年厚生省令第５８号）第１条第１項第

３号に規定する要介護３、同項第４号に規定する要介護４又は同項

第５号に規定する要介護５に該当するものをいう。  

（２）ねたきり等高齢者  中重度高齢者のうち、この規則の施行の日

の前日において、附則第２項の規定により廃止される流山市ねたき

り等老人おむつ代の助成に関する規則（平成７年流山市規則第１２

号）第７条の規定により、助成の決定を受けていたものをいう。  

（３）介護者  中重度高齢者を介護している者であって、当該中重度

高齢者と民法（明治２９年法律第８９号）第７２５条に規定する親

族であるものをいう。  

（４）介護用品  介護に係る物品であって、市長が指定したものをい

う。  



（５）支給基準日  各年度の４月１日をいう。  

（支給対象者）  

第３条  介護用品の支給の対象者（以下「支給対象者」という。）は、

介護者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、中重度高齢

者とする。  

（支給要件）  

第４条  介護用品の支給を受けることができる要件は、次の各号に定め

るとおりとする。  

（１）介護者及び中重度高齢者が、市内に住所を有し、かつ、本市の

住民基本台帳に記録されていること。  

（２）介護者と中重度高齢者が同居し、又はこれに準ずる状態と市長

が認めた状態であって、かつ、居宅又はこれに準ずると市長が認め

たものにおいて常時介護していること。  

（３）中重度高齢者が常時介護用品を使用していること。  

（４）介護者及び中重度高齢者（ねたきり等高齢者を除く。以下「介

護者等」という。）並びに当該介護者等と同一の世帯に属する者（以

下「同一世帯者」という。）が支給基準日の前日の属する年度の市

民税が非課税であること。  

（介護用品の支給額）  

第５条  介護用品の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める額（以下「年間支給額」という。）とする。  

（１）中重度高齢者（ねたきり等高齢者を除く。）の介護者（第３条

ただし書の規定により支給対象者となる中重度高齢者（ねたきり等

高齢者を除く。）を含む。）  年額７５，０００円  

（２）ねたきり等高齢者の介護者（第３条ただし書の規定により支給

対象者となるねたきり等高齢者を含む。）  年額３７，５００円  

２  前項の規定にかかわらず、各年度において、支給基準日後に第８条

の規定により介護用品の支給を可とする決定（以下「支給決定」とい

う。）を受けた場合における当該年度に支給する介護用品の支給額は、

次の各号に掲げる当該支給決定があった日の区分に応じ、当該各号に

定めるところによる。  

（１）４月２日から８月１日まで  年間支給額の３分の２に相当する

額を支給する。  



（２）８月２日から１２月１日まで  年間支給額の３分の１に相当す

る額を支給する。  

（３）１２月２日から３月３１日まで  支給しない。  

（介護用品の支給の方法）  

第６条  介護用品の支給は、流山市在宅高齢者家族介護用品支給利用券

（別記第１号様式。以下「利用券」という。）を交付することにより

行うものとする。  

２  利用券は、市長と契約する事業所において、介護用品と交換するこ

とができる。  

（支給申請）  

第７条  介護用品の支給を受けようとする者は、流山市在宅高齢者家族

介護用品支給申請書（別記第２号様式）を提出するものとする。この

場合において、中重度高齢者（ねたきり等高齢者を除く。）であるこ

とを理由として当該申請書を提出しようとするときは、介護者等及び

同一世帯者の支給基準日の前日に属する年度の市民税が非課税である

ことを証明する書類を添付しなければならない。ただし、当該申請書

に係る介護者等及び同一世帯者の同意を得た上、公簿等において確認

できるときは、添付書類の提出を省略させることができる。  

２  前項の規定にかかわらず、ねたきり等高齢者の介護者又は当該ねた

きり等高齢者は、第５条第１項第１号に規定する額について前項の規

定により受給権を取得したときは、当該受給権を取得した年度以降の

年度については、ねたきり等高齢者を理由として前項の規定による申

請をすることができない。  

（支給の可否の決定）  

第８条  市長は、前条第１項の申請書の提出があったときは、その内容

を審査し、支給の可否を決定するものとする。  

２  市長は、支給の可否を決定したときは、流山市在宅高齢者家族介護

用品支給可否決定通知書（別記第３号様式）により当該申請者に対し

通知するものとする。  

（介護用品の支給）  

第９条  介護用品は、前条第１項の規定により支給決定を受けた者（以

下「受給権者」という。）に対し、毎年度４月に支給する。  

２  前項の規定にかかわらず、各年度において、支給基準日後に前条第



１項の規定により、支給決定を受けた場合における当該年度の支給時

期は、次の各号に掲げる当該支給決定があった日の区分に応じ、当該

各号に定めるところによる。  

（１）４月２日から８月１日まで  ８月  

（２）８月２日から１２月１日まで  １２月  

（変更の届出）  

第１０条  受給権者は、第７条第１項の規定による申請の内容に変更が

生じたときは、その旨を流山市在宅高齢者家族介護用品支給申請内容

変更届出書（別記第４号様式）により、速やかに市長に届け出るもの

とする。  

２  受給権者は、毎年度介護者等及び同一世帯者の支給基準日の属する

市民税の課税状況を市長が別に指定する日までに届け出なければなら

ない。ただし、市長がこれらの者の同意を得た上、公簿等において確

認できるときは、この限りでない。  

（支給の終了）  

第１１条  受給権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、流山市

在宅高齢者家族介護用品支給終了届出書（別記第５号様式）により、

市長に届け出るものとする。  

（１）中重度高齢者が死亡したとき。  

（２）中重度高齢者が中重度高齢者に該当しなくなったとき。  

（３）受給権者が介護者でなくなったとき（受給権者が中重度高齢者

の場合は中重度高齢者でなくなったとき。）。  

（４）中重度高齢者が、第４条第１号又は第３号の規定に該当しなく

なったとき。  

（５）介護者が、第４条第１号又は第３号の規定に該当しなくなった

とき。  

（６）受給権者に係る介護者等及び同一世帯者のうち、いずれかの者

が支給基準日の前日の属する年度の市民税が非課税でなくなったと

き。  

（７）中重度高齢者が法第８条第１１項に規定する特定施設又は同条

第１９項に規定する地域密着型特定施設に入所したとき。  

（８）中重度高齢者が法第８条第２２項に規定する介護保険施設に入

所したとき。  



（９）中重度高齢者が高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１

３年法律第２６号）第４条に規定する高齢者円滑入居賃貸住宅に入

居し、かつ、当該高齢者円滑入居賃貸住宅を運営又は管理する者か

ら法第８条第１項に規定する居宅サービス以外の介護に係るサービ

スを受けたとき。  

（１０）中重度高齢者が法第８条第１８項に規定する認知症対応型共

同生活介護を受けたとき。  

（１１）中重度高齢者が次のア及びイに掲げる場合に該当し、当該場

合に該当した期間の日数の合計が継続して９０日を超えたとき。  

ア法第８条第９項の短期入所生活介護、同条第１０項の短期入所療

養介護を利用した場合  

イ医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５に規定する病院

又は診療所に入院した場合  

２  受給権者（第５条第１項第２号に規定する額について第８条第１項

の規定により受給権を取得した者に限る。）が第５条第１項第１号に

規定する額について第８条第１項の規定により受給権を取得したとき

は、当該受給権を取得した年度以降の年度に係るねたきり等高齢者を

理由とする介護用品の受給権は消滅する。  

３  市長は、受給権者から第１項の届出を受けたとき、受給権者が支給

対象者でなくなったと認めるとき又は前項の規定により受給権が消滅

したと認めるときは介護用品の支給を終了し、流山市在宅高齢者家族

介護用品支給終了通知書（別記第６号様式）により当該受給権者に通

知するものとする。  

（利用券の返還）  

第１２条  受給権者は、前条第３項の規定による通知を受けた場合にお

いて、第６条第１項の規定により交付された利用券が残存するときは、

当該利用券を市長に返還しなければならない。  

（異なる介護者による介護に対する介護用品の支給の特例）  

第１３条  市長は、第１１条第３項の規定により介護用品の支給が終了

となった者（以下「介護用品支給終了者」という。）により介護され

ていた中重度高齢者を当該終了となった日の属する年度内に当該介護

用品支給終了者又は当該介護用品支給終了者と異なる介護者が新たに

介護することを理由として介護用品の支給を受けようとするときは、



第５条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額と前条の

規定により当該介護用品支給終了者が返還をした利用券の額とを比較

していずれか少ない方の額に相当する介護用品を支給するものとする。 

２  市長は、第１１条第１項第３号及び第５号に該当する受給権者に代

わって当該受給権者と異なる介護者が継続して当該受給権者が介護し

ていた中重度高齢者を介護することを理由として介護用品の支給を受

けようとするときは、第５条及び前項の規定にかかわらず、当該場合

に該当したときに残存する当該受給権者が交付を受けていた利用券

（以下「残存利用券」という。）の額に相当する額の介護用品を支給

するものとする。  

３  前項の規定による介護用品の支給を受けようとする者は、前項に規

定する場合に該当したときから３０日以内に流山市在宅高齢者家族介

護用品支給承継申請書（別記第７号様式）に残存利用券を添付し、市

長に申請しなければならない。  

４  市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

その可否を決定し、流山市在宅高齢者家族介護用品支給承継可否決定

通知書（別記第８号様式）により当該申請者に対し通知するものとす

る。  

５  前項の規定により可の決定を受けた申請者に係る被承継人は、第１

１条第１項の規定による届出をすることを要しない。  

（不当利得の返還）  

第１４条  市長は、偽りその他不正の手段により介護用品の支給を受け、

又は利用券を使用した者があるときは、その者から、その支給を受け

た額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。  

（委任）  

第１５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、平成１３年４月１日から施行する。  

（流山市ねたきり等老人おむつ代の助成に関する規則の廃止）  

２  流山市ねたきり等老人おむつ代の助成に関する規則（平成７年流山

市規則第１２号。次項において「助成規則」という。）は、廃止する。  



（経過措置）  

３  この規則の施行の日前に附則第２項の規定による廃止前の助成規則

の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規

定によってなされた処分、手続その他の行為とみなす。  

附  則（平成１４年４月１日規則第２５号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（平成１６年１０月１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。  

（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それぞれの規則

により調製された申請書、届出書その他の書類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２０年３月３１日規則第３１号）  

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。  

附  則（平成２１年１２月２８日規則第６１号）  

（施行期日）  

１  この規則は、平成２２年４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改正後の流山市在宅高齢者家族介護用品の

支給に関する規則（以下「改正後の規則」という。）第１１条第１項

第１１号ア又はイに規定する場合に該当するときの同号の期間の起算

日は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）とする。  

３  施行日の前日において受給権者である者及び施行日に新たに受給権

者となった者で当該受給権者に係る介護者等及び同一世帯者のうち、

いずれかの者が平成２２年４月１日の前日の属する年度の市民税が非

課税でないものについては、改正後の規則第１１条第６号の規定にか

かわらず、平成２３年３月３１日までの間は、なお従前の例による。  

附  則（平成２４年７月６日規則第３５号）  

この規則は、平成２４年７月９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。  



別記  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



別記  

第１号様式（第６条関係）  

第２号様式（第７条関係）  

第３号様式（第８条関係）  

第４号様式（第１０条関係）  

第５号様式（第１１条関係）  

第６号様式（第１１条関係）  

第７号様式（第１３条関係）  

第８号様式（第１３条関係）  

 


