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○久喜市国民健康保険条例 

平成22年3月23日 

条例第142号 

目次 

第1章 市が行う国民健康保険(第1条) 

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条) 

第3章 被保険者(第4条) 

第4章 保険給付(第5条―第7条) 

第5章 保健事業(第8条・第9条) 

第6章 国民健康保険税(第10条) 

第7章 削除 

第8章 罰則(第13条―第16条) 

附則 

第1章 市が行う国民健康保険 

 

(市が行う国民健康保険) 

第1条 市が行う国民健康保険については法令に定めがあるもののほか、この条例の定め

るところによる。 

第2章 国民健康保険運営協議会 

 

(国民健康保険運営協議会の委員の定数) 

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めると

ころによる。 

(1) 被保険者を代表する委員 5人 

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人 

(3) 公益を代表する委員 5人 

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 3人 

 

(委任) 

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

第3章 被保険者 

 

(被保険者としない者) 

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、措置により児童福祉施設に入所して

いる児童、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童又は

一時保護を加えた児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者の
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ないものは、国民健康保険の被保険者としない。 

第4章 保険給付 

 

(一部負担金) 

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を

受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合

を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなけれ

ばならない。 

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する

月以前である場合 10分の3 

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2 

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10

分の2 

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の

規定が適用される者である場合 10分の3 

2 被保険者は、往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診又は歯科

訪問診療が診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第

1節の往診料の項注4又は別表第2第2章第2部の歯科訪問診療料の項注7の規定に該当す

るものであるときは、当該往診又は歯科訪問診療の給付に要する費用のうち当該往診又

は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分につい

ては、第1項の規定にかかわらず、一部負担金を支払うことを要しない。 

 

(出産育児一時金) 

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児

一時金として39万円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243

号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、こ

れに3万円を超えない範囲内で加算するものとする。 

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大

正11年法律第70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。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項におい

て同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに

相当する給付を受けることができる場合には、行わない。 

 

(葬祭費) 

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支

給する。 
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2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保

険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関す

る法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができ

る場合には、行わない。 

第5章 保健事業 

 

(保健事業) 

第8条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事

業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。 

(1) 健康教育 

(2) 健康相談 

(3) 健康診査 

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業 

2 市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。 

 

(委任) 

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

第6章 国民健康保険税 

 

(国民健康保険税) 

第10条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。 

第7章 削除 

 

第11条 削除 

 

第12条 削除 

第8章 罰則 

 

第13条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは

虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を

求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。 

 

第14条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により

文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定によ

る当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の

過料を科する。 
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第15条 市は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴

収を免かれた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。 

 

第16条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。 

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発

付の日から起算して10日以上を経過した日とする。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成22年3月23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。)の前日までに、合併前の久喜市国民健康

保険条例(昭和34年久喜町条例第13号)、菖蒲町国民健康保険条例(昭和34年菖蒲町条例第

1号)、栗橋町国民健康保険条例(昭和34年栗橋町条例第6号)又は鷲宮町国民健康保険条例

(昭和42年鷲宮町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき支

給すべき事由が生じた出産育児一時金及び葬祭費については、なお合併前の条例の例に

よる。 

3 施行日前に受けた療養の給付に係る一部負担金については、なお合併前の条例の例に

よる。 

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、

それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

5 施行日の前日までにした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、

なお合併前の条例の例による。 

 

附 則(平成23年3月22日条例第5号) 

(施行期日) 

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 改正後の第6条第1項の規定は、出産の日がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)

以後である被保険者又は被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前であ

る被保険者又は被保険者であった者の出産育児一時金の支給については、なお従前の例

による。 
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○久喜市国民健康保険に関する規則 

平成22年3月23日 

規則第126号 

 

(趣旨) 

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民

健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)、国民健康保険法施

行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び久喜市国民健康保険

条例(平成22年久喜市条例第142号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、市

が行う国民健康保険について必要な事項を定めるものとする。 

 

(所掌事項) 

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について審

議するものとする。 

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項 

(2) 国民健康保険税の賦課方法に関する事項 

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関する事項 

(4) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項 

(5) その他国民健康保険事業の運営上重要なものと認められる事項 

 

(会長及び副会長) 

第3条 協議会に、会長1人、副会長1人を置く。 

2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員の選挙によって選出、選任

されるものとする。 

3 会長は、会務を総理する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 

 

(会議) 

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。 

2 協議会の招集は、会議の日の3日前までに、会議の内容、日時及び場所等を明示した書

面を各委員に送付して行うものとする。 

 

(議事) 

第5条 協議会の議事は、委員の過半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、

会長の決するところによる。 

2 協議会に出席することのできない委員は、あらかじめ通知を受けた会議の目的たる事
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項について書面により協議会の議事に加わることができる。 

3 前項の規定により、賛否の意見を明らかにした書面により議事に加わる委員は、出席

したものとみなす。 

 

(議事録) 

第6条 会長は、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載しなければなら

ない。 

 

(庶務) 

第7条 協議会の庶務は、健康増進部国民健康保険課において処理する。 

 

(委任) 

第8条 第3条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長

が定める。 

 

(被保険者の資格に係る届書等の様式) 

第9条 施行規則第2条から第5条の4まで、第5条の8、第5条の9、第7条(第7条の3の規定に

より準用される場合を含む。)及び第8条から第13条までの規定により提出する届書等の

様式は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条までの規定により提出する届書 様式

第1号 

(2) 施行規則第4条第1項又は第3項の規定により提出する届書 様式第2号 

(3) 施行規則第4条の2の規定により提出する届書 様式第3号 

(4) 施行規則第5条の規定により提出する届書 様式第4号 

(5) 施行規則第5条の2の規定により提出する届出書 様式第4号の(2) 

(6) 施行規則第5条の3第1項又は第2項の規定により提出する届書 様式第5号 

(7) 施行規則第5条の4第1項又は第2項の規定により提出する届出書 様式第5号の(2) 

(8) 施行規則第5条の8第1項若しくは第2項又は第32条の3の規定により提出する届書 

様式第5号の(3) 

(9) 施行規則第5条の9第1項又は第2項の規定により提出する届書 様式第5号の(4) 

(10) 施行規則第7条第1項の規定(同規則第7条の3の規定により準用される場合を含

む。)又は第7条の4第4項の規定により提出する申請書 様式第6号 

 

(届書等に添付すべき書類) 

第10条 施行規則の規定により届書等を提出する場合において、次の各号のいずれかに該

当するときは、それぞれ当該各号に定める書類を届書等に添えて提出しなければならな
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い。ただし、市長が、公簿等によってその事実を確認できる場合は、この限りでない。 

(1) 施行規則第3条の規定により届書を提出するとき 法第6条各号のいずれにも該当

しなくなった旨の証明書 

(2) 施行規則第4条の2第1項の規定により届書を提出するとき 扶養の事実を証明する

書類 

(3) 施行規則第5条の規定により届書を提出するとき 修学の事実を証明する書類 

(4) 施行規則第13条の規定により届書を提出するとき 法第6条各号のいずれかに該当

することとなったことを証明する書類 

 

(被保険者証の更新) 

第11条 施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証の更新は、1年ごとに行う。 

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、被保険者証の更新時

期を繰り上げ、又は繰り下げて更新することができる。この場合の被保険者証の有効期

限は、当該被保険者証に記載した期限とする。 

 

(被保険者証の返還を求める通知書の様式) 

第12条 施行規則第5条の7第1項の規定による通知は、様式第7号による通知書により行う

ものとする。 

 

(施行令第27条の2第3項の規定の適用の申請) 

第13条 施行規則第24条の3の規定により提出する申請書は、様式第8号によるものとする。 

 

(一部負担金の減額、免除又は徴収猶予) 

第14条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を受けられる

者は、次の各号のいずれかに該当し、生活が困難となった者とする。 

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体に著しい障害を

受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。 

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由によ

り収入が減少したとき。 

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。 

(4) 前3号に掲げる場合のほか、一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を受けることを

相当と認める理由があったとき。 

2 前項の規定による徴収猶予の期間は、当該被保険者の事情に応じて、6月以内とする。 

 

(一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の申請) 

第15条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を受けようと
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する者の属する世帯の世帯主は、様式第9号による申請書を市長に提出しなければならな

い。 

 

(一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の決定の通知) 

第16条 市長は、一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の申請について承認又は不承認の

決定をしたときは、様式第10号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。 

2 市長は、一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の承認を決定したときは、速やかに様

式第11号による証明書を当該申請者に交付しなければならない。 

 

(一部負担金等の差額の支給申請) 

第17条 法第56条第2項の規定により一部負担金等の差額の支給を受けようとする者は、

様式第12号による申請書を市長に提出しなければならない。 

 

(入院時食事療養標準負担額減額の申請) 

第18条 施行規則第26条の3第1項の規定により提出する標準負担額減額認定申請書は、様

式第13号によるものとする。 

 

(入院時食事療養費の差額申請) 

第19条 施行規則第26条の5第2項の規定により提出する申請書は、様式第14号によるもの

とする。 

 

(入院時食事療養標準負担額減額申請及び差額申請の却下の通知等) 

第20条 市長は、入院時食事療養標準負担額減額の申請について却下の決定をしたときは、

様式第15号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。 

2 市長は、入院時食事療養標準負担額減額の差額を支給することを決定したときは、様

式第15号の(2)による通知書を当該申請者に交付しなければならない。 

3 市長は、入院時食事療養費の差額の申請について却下の決定をしたときは、様式第15

号の(3)による通知書を当該申請者に交付しなければならない。 

 

(限度額適用認定申請書及び限度額適用・標準負担額減額認定申請書の様式) 

第21条 施行規則第27条の14の2の規定により提出する限度額適用認定申請書は、様式第

16号によるものとする。 

2 施行規則第27条の14の4第1項の規定により提出する限度額適用・標準負担額減額認定

申請書は、様式第17号によるものとする。 

 

(限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかった場合の差額支給申
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請書の様式) 

第22条 施行規則第27条の14の4第6項の規定により提出する申請書及び限度額適用・標準

負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかったために施行令第29条の4第1項第1号

イ若しくはロ又は第2号イ若しくはロに掲げる額を支払った場合における同項第1号ハ

若しくはニ又は第2号ハを超える額(以下「その他高額療養費に係る差額」という。)の支

給申請書は、様式第18号によるものとする。 

 

(限度額適用・標準負担額減額認定申請の却下の通知等) 

第23条 市長は、施行規則第27条の14の2の規定による限度額適用認定の申請又は施行規

則第27条の14の4第1項の規定による限度額適用・標準負担額減額の申請について却下の

決定をしたときは、様式第19号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。 

2 市長は、施行規則第27条の14の4第6項の規定による標準負担額の差額及びその他高額

療養費に係る差額を支給することを決定したときは、様式第20号による通知書を当該申

請者に交付しなければならない。 

3 市長は、施行規則第27条の14の4第6項の規定による標準負担額の差額及びその他高額

療養費に係る差額の申請について却下の決定をしたときは、様式第21号による通知書を

当該申請者に交付しなければならない。 

 

(療養費の支給申請書の様式) 

第24条 施行規則第27条第1項の規定により提出する療養費の支給申請書は、様式第22号

によるものとする。ただし、埼玉県国民健康保険団体連合会と社団法人日本柔道整復師

会との協定(以下「協定」という。)に基づく柔道整復師施術療養費支給申請書は、一般

被保険者(退職被保険者等以外の被保険者をいう。)、退職被保険者又は退職被保険者の

被扶養者の区分に従い、それぞれ様式第23号、様式第24号又は様式第25号によるものと

し、昭和63年保発第89号厚生省保険局長通知による埼玉県知事と柔道整復師との契約(以

下「契約」という。)に基づく柔道整復師施術療養費支給申請書は、協定に基づく申請書

の様式に準じたものとする。 

 

(療養費の支給申請書に添付すべき書類) 

第25条 施行規則第27条第1項の規定により療養費の支給申請書(協定又は契約に基づく

柔道整復師施術療養費支給申請書を除く。)を提出するときは、次の表の左欄に掲げる区

分に従い中欄に掲げる書類を添えて申請しなければならない。 

区分 添付書類 様式 

医科診療 入院 領収書(内容明細書) 様式第22号の(2) 

入院外 領収書(内容明細書) 様式第22号の(3) 

歯科診療 領収書(内容明細書) 様式第22号の(4) 
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薬剤の支給 領収書(内容明細書) 様式第22号の(5) 

治療材料 医師の診断(証明)書 

領収書 

  

はり・きゅう 施術同意書 様式第22号の(6) 

領収書 様式第22号の(7) 

あんま・マッサージ 施術同意書 様式第22号の(8) 

領収書 様式第22号の(9) 

柔道整復 領収書(内容明細書) 様式第22号の(10) 

食事療養 領収書(内容明細書) 様式第22号の(2) 

海外療養 診療内容明細書 様式第22号の(11) 

領収明細書 様式第22号の(12) 

 

 

(療養費の支給決定等の通知) 

第26条 市長は、療養費を支給することを決定したときは、速やかに様式第26号による通

知書を当該申請者に交付しなければならない。ただし、柔道整復師施術療養費支給申請

書により支給を決定したときは、この限りでない。 

2 市長は、療養費を支給しないことを決定したときは、様式第27号による通知書を当該

申請者に交付しなければならない。 

 

(特別療養費支給申請書の様式) 

第27条 施行規則第27条の5第1項の規定により提出する特別療養費支給申請書は、様式第

28号によるものとする。 

 

(特別療養費の支給決定等の通知) 

第28条 市長は、特別療養費を支給することを決定したときは、速やかに様式第29号によ

る通知書を当該申請者に交付しなければならない。 

2 市長は、特別療養費を支給しないことを決定したときは、速やかに様式第30号による

通知書を当該申請者に交付しなければならない。 

 

(移送費支給申請書の様式) 

第29条 施行規則第27条の11第1項の規定により提出する移送費支給申請書は、様式第31

号によるものとする。 

 

(特定疾病認定申請書の様式) 

第30条 施行規則第27条の13第1項の規定により提出する特定疾病認定申請書は、様式第
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32号によるものとする。 

 

(高額療養費支給申請書の様式) 

第31条 施行規則第27条の17第1項の規定により提出する高額療養費支給申請書は、様式

第33号によるものとする。 

 

(高額療養費の支給決定等の通知) 

第32条 市長は、高額療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第34号による通知書

を当該申請者に交付しなければならない。 

2 市長は、高額療養費を支給しないことを決定したときは、速やかに様式第35号による

通知書を当該申請者に交付しなければならない。 

 

(高額介護合算療養費等支給申請書の様式) 

第33条 施行規則第27条の26第1項及び第27条の27第1項に規定する申請書は、様式第35

号の(2)によるものとする。 

 

(高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票の様式) 

第34条 施行規則第27条の26第5項の規定による通知は、様式第35号の(3)によるものとす

る。 

 

(高額介護合算療養費の支給決定等の様式) 

第35条 高額介護合算療養費の支給を決定したとき又は支給しないことを決定したとき

の通知は、様式第35号の(4)によるものとする。 

 

(自己負担額証明書の様式) 

第36条 施行規則第27条の27第2項の証明書は、様式第35号の(5)によるものとする。 

 

(特別療養給付申請書の様式) 

第37条 施行規則第28条第1項の規定により提出する特別療養給付申請書は、様式第36号

によるものとする。 

 

(保険給付の一時差止に関する通知) 

第38条 市長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支

払を一時差し止めることを決定したときは、速やかに様式第37号による通知書を当該申

請者に交付しなければならない。 
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(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険税額の控除に関する通知の様式) 

第39条 施行規則第32条の5の規定による通知は、様式第38号による通知書により行うも

のとする。 

 

(出産育児一時金支給申請書の様式) 

第40条 条例第6条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、様式第39

号による出産育児一時金支給申請書を市長に提出しなければならない。 

 

(出産育児一時金額の加算) 

第41条 条例第6条に規定する出産育児一時金は、前条による申請の際に健康保険法施行

令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると市長が認めるために

必要な書類の提出があったときは、3万円を加算する。 

 

(葬祭費支給申請書の様式) 

第42条 条例第7条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第40号による

葬祭費支給申請書を市長に提出しなければならない。 

 

(第三者の行為による被害の届出) 

第43条 施行規則第32条の6の規定による届出は、様式第41号による被害届により行うも

のとする。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久喜市国民健康保険に関する規則(平成6

年久喜市規則第40号)、菖蒲町国民健康保険に関する規則(昭和60年菖蒲町規則第16号)、

栗橋町国民健康保険に関する規則(平成13年栗橋町規則第2号)又は鷲宮町国民健康保険

に関する規則(昭和44年鷲宮町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行

為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

 

 


