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日付：平成29年4月1日 

ダウンロード 

○千葉県心身障害者扶養年金条例施行規則（昭和45年4月1日規則第21号） 

千葉県心身障害者扶養年金条例施行規則 

昭和四十五年四月一日 

規則第二十一号 

  

 改正 昭和四五年一二月一一日規則第九二号 昭和四七年 七月二〇日規則第五二号  

   昭和四七年一一月 四日規則第八〇号 昭和五三年 四月 一日規則第一八号  

   昭和五四年一一月 一日規則第六六号 昭和五七年一〇月一九日規則第七一号  

   昭和五八年 三月 八日規則第六号 昭和六〇年 二月二六日規則第八号  

   昭和六一年 三月二八日規則第一一号 昭和六一年 八月一五日規則第五一号  

   昭和六一年一一月 七日規則第六三号 平成 四年 三月二六日規則第一五号  

   平成 五年 七月三〇日規則第六七号 平成 七年一二月 一日規則第九三号  

   平成 七年一二月二六日規則第一〇一号 平成一一年 三月三〇日規則第二五号  

   平成一一年一二月二八日規則第八九号 平成一二年 三月三一日規則第一〇八号  

   平成一三年 二月 二日規則第五号 平成一九年 三月三〇日規則第三二号  

   平成二一年 三月一七日規則第七号 平成二二年 三月三一日規則第二一号  

千葉県心身障害者扶養年金条例施行規則 

千葉県心身障害者扶養年金条例施行規則（昭和四十四年千葉県規則第四号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第一条 この規則は、千葉県心身障害者扶養年金条例（昭和四十五年千葉県条例第十六号。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。 

（加入） 

第二条 条例第五条第一項の規定により加入を申し込もうとする者（以下「加入申込者」という。）

は、加入等申込書（別記第一号様式）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。 

一 加入申込者及びその扶養する心身障害者の住民票の写し 

二 知事が別に定める申込者（被保険者）告知書 

三 障害証明書（心身障害者の障害の種類及び程度を証明する書類をいう。別記第三号様式） 

四 その他知事が必要と認める書類 

２ 条例第七条第一項の規定により口数の追加を申し込もうとする者は、加入等申込書に申込者（被

保険者）告知書を添えて知事に提出しなければならない。 

３ 知事は、条例第五条第二項又は第七条第二項の規定により加入又は口数の追加（以下「加入等」

という。）を承認したときは加入等承認通知書（別記第四号様式）を、加入等を承認しなかつたと

きは加入等不承認通知書（別記第五号様式）を、当該加入等の申込みをした者に交付する。 

４ 知事は、条例第五条第二項又は第七条第二項の規定により加入等を承認した者が第一回の掛金を

納付したときは、千葉県心身障害者扶養年金制度加入証書（別記第六号様式）又は千葉県心身障害

者扶養年金制度口数追加証書（別記第六号様式の二）を当該加入者に交付する。 

一部改正〔昭和五四年規則六六号・平成七年一〇一号・二一年七号〕 

（掛金の納付） 

第三条 条例第八条第一項又は第二項の規定により納付しなければならない掛金は、毎月の末日まで

に当該月分を県に納付しなければならない。 

２ 前項の規定は、千葉県心身障害者扶養年金条例の一部を改正する条例（昭和六十一年千葉県条例

第六号。以下「改正条例」という。）附則第二項の規定により納付しなければならない掛金の納付

について準用する。 

一部改正〔昭和五四年規則六六号・六一年一一号・平成七年一〇一号〕 

（掛金の減額） 

第四条 知事は、条例第九条の規定により、加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、加入者

から減額の申請のあつた日の属する月から当該各号に該当しなくなつた日の前日の属する月まで、
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条例第八条第一項及び改正条例附則第二項の規定により納付しなければならない掛金について当該

各号に定める割合の額を減額する。この場合において、その加入に係る心身障害者の扶養に要する

経費を当該加入者と生計を一にする者が分担するとき、又は当該心身障害者に収入があるときは、

その事情に応じて当該各号に定める割合を減ずるものとする。 

一 生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第六条第一項に規定する被保護者であるとき 百

分の五十 

二 県民税及び市町村民税を課せられていないとき、又は免除されているとき 百分の三十五 

三 県民税及び市町村民税の所得割を課せられていないとき、又は免除されているとき 百分の十

五 

四 非常災害により生活が著しく困難であり、掛金の全額を納付することが困難であると知事が認

めるとき その事情に応じて知事が定める割合 

五 前各号のほか、生活が著しく困難であり、掛金の全額を納付することが困難であると知事が認

めるとき その事情に応じて知事が定める割合 

２ 加入者が、県の区域（千葉市の区域を除く。）内に住所を有しなくなつたときは、その日の属す

る月の翌月から前項の規定は適用しない。 

３ 第一項の規定により掛金の減額を受けようとする加入者は、掛金減額申請書（別記第七号様式）

を知事に提出しなければならない。 

４ 知事は、前項の規定による掛金の減額を承認し、又は承認しなかつたときは、掛金減額承認・不

承認通知書（別記第八号様式）を当該加入者に交付する。 

一部改正〔昭和五四年規則六六号・六一年一一号・平成四年一五号・七年一〇一号〕 

（年金の支給の請求） 

第五条 条例第十条の規定による千葉県心身障害者扶養年金（以下「年金」という。）の支給を請求

しようとする者は、年金支給請求書（別記第九号様式）に次の各号に掲げる書類を添えて知事に提

出しなければならない。 

一 加入者の死亡により年金の支給を請求するときにあつては、死亡証明書（別記第十号様式）及

び当該加入者の消除された住民票の写し 

二 加入者の重度障害により年金の支給を請求するときにあつては、知事が別に定める障害診断書

及び当該加入者の住民票の写し 

三 心身障害者の住民票の写し 

四 年金管理者が指定されているときにあつては、当該年金管理者の住民票の写し 

五 その他知事が必要と認める書類 

２ 知事は、条例第十条の規定により年金を支給することを決定したときは年金支給決定通知書（別

記第十二号様式）及び千葉県心身障害者扶養年金証書（別記第十三号様式）を、年金を支給しない

ことを決定したときは年金（加算額）不支給決定通知書（別記第十四号様式）を当該年金受給権者

又は当該年金管理者に交付する。 

一部改正〔昭和五四年規則六六号・五七年七一号・平成七年一〇一号・二一年七号〕 

（加入証書及び年金証書の再交付） 

第六条 千葉県心身障害者扶養年金制度加入証書若しくは千葉県心身障害者扶養年金制度口数追加証

書又は千葉県心身障害者扶養年金証書を亡失し、滅失し、又は損傷したときは、加入者又は年金受

給権者若しくは年金管理者は、加入証書等再交付申請書（別記第十五号様式）を知事に提出して、

その再交付を受けなければならない。 

一部改正〔昭和五四年規則六六号・平成七年一〇一号〕 

（年金の支給の停止等） 

第七条 知事は、条例第十四条の規定により年金の支給を停止するときは、年金支給停止決定通知書

（別記第十六号様式）を当該年金受給権者又は当該年金管理者に交付する。 

２ 知事は、年金の支給の停止の事由が消滅したことを認めたときは、年金支給停止解除決定通知書

（別記第十七号様式）を当該年金受給権者又は当該年金管理者に交付する。 

一部改正〔昭和五四年規則六六号〕 

（年金の支給の休止等） 

第八条 知事は、条例第十五条の規定により年金の支給を休止するときは、年金支給休止決定通知書
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（別記第十八号様式）を当該年金受給権者又は当該年金管理者に交付する。 

２ 知事は、年金の支給の休止の事由が消滅したことを認めたときは、年金支給休止解除決定通知書

（別記第十九号様式）を当該年金受給権者又は当該年金管理者に交付する。 

一部改正〔昭和五四年規則六六号〕 

（弔慰金の支給） 

第九条 条例第十六条の規定による弔慰金の支給を請求しようとする者は、弔慰金支給請求書（別記

第二十号様式）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。 

一 加入者の住民票の写し 

二 心身障害者の消除された住民票の写し 

２ 知事は、条例第十六条の規定による弔慰金を支給することを決定したときは弔慰金支給決定通知

書（別記第二十一号様式）を、弔慰金を支給しないことを決定したときは弔慰金（加算額）不支給

決定通知書（別記第二十二号様式）を当該加入者に交付する。 

一部改正〔昭和四七年規則五二号・八〇号・五四年六六号・平成七年一〇一号〕 

（遺族の範囲及び順位等） 

第九条の二 条例第十六条第一項に規定する遺族は、死亡した加入者の配偶者、子、父母、孫、祖父

母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。 

２ 弔慰金を受けるべき遺族の順位は、前項に規定する順序による。 

３ 弔慰金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためそ

の全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 

追加〔昭和五四年規則六六号〕 

（脱退一時金の支給） 

第九条の三 条例第十六条の二の規定による脱退一時金の支給を請求しようとする加入者は、脱退一

時金支給請求書（別記第二十二号様式の二）に次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなけれ

ばならない。 

一 加入者の住民票の写し 

二 心身障害者の住民票の写し 

２ 知事は、条例第十六条の二の規定による脱退一時金を支給することを決定したときは、脱退一時

金支給決定通知書（別記第二十二号様式の三）を当該加入者に交付する。 

追加〔平成七年規則九三号〕 

（特別弔慰金の支給） 

第九条の四 知事は、条例第十七条の規定による特別弔慰金を支給することを決定したときは、特別

弔慰金支給決定通知書（別記第二十二号様式の四）を心身障害者（年金管理者が定められていると

きは年金管理者）に交付するものとする。 

追加〔昭和四七年規則五二号〕、一部改正〔昭和四七年規則八〇号・五四年六六号・平成

七年九三号〕 

（脱退等） 

第十条 条例第二十条第一項第四号に規定する脱退の申出又は同条第二項第一号に規定する口数の減

少の申出をしようとする者は、加入者脱退（減少）届出書（別記第二十三号様式）に脱退の申出を

しようとする者にあつては千葉県心身障害者扶養年金制度加入証書及び千葉県心身障害者扶養年金

制度口数追加証書を、口数の減少の申出をしようとする者にあつては千葉県心身障害者扶養年金制

度口数追加証書を添えて知事に提出しなければならない。 

全部改正〔昭和五四年規則六六号〕、一部改正〔平成七年規則一〇一号〕 

（滞納期間） 

第十一条 条例第二十条第一項第五号及び同条第二項第二号に規定する規則で定める期間は、二箇月

とする。 

一部改正〔昭和五四年規則六六号〕 

（届出の義務等） 

第十二条 条例第二十一条第一項から第四項までに規定する届出は、次の各号に掲げる届出の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める書類を知事に提出して行わなければならない。 

一 条例第二十一条第一項第一号若しくは第二号、第二項第二号又は第三項第一号の規定による届
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出 氏名・住所変更届出書（別記第二十四号様式） 

二 条例第二十一条第一項第三号、第二項第一号又は第三項第二号の規定による届出  死亡・重

度障害届出書（別記第二十五号様式） 

三 条例第二十一条第一項第四号の規定による届出 年金管理者指定届出書（別記第二十六号様式）

又は年金管理者指定取消届出書（別記第二十七号様式） 

四 条例第二十一条第三項第三号の規定による届出 年金支給停止事由発生・消滅届出書（別記第

二十八号様式） 

五 条例第二十一条第四項の規定による届出 年金受給権者現況届出書（別記第二十九号様式） 

２ 前項第五号に規定する年金受給権者現況届出書は、毎年四月一日における現況を記載し、当該年

金受給権者の戸籍の抄本又は住民票の写しを添えてその年の五月末日までに提出しなければならな

い。 

一部改正〔昭和五四年規則六六号・五七年七一号〕 

（加入者台帳等） 

第十三条 知事は、加入者及び年金の支給に関する事項を記録し、整理するため、加入者台帳（別記

第三十号様式）及び年金受給権者台帳（別記第三十一号様式）を作成し、保管するものとする。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

一部改正〔昭和六一年規則一一号〕 

附 則（昭和四十五年十二月十一日規則第九十二号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四十七年七月二十日規則第五十二号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千葉県心身障害者扶養年金条例施行規則第九条第一項

の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。 

附 則（昭和四十七年十一月四日規則第八十号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十三年四月一日規則第十八号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十四年十一月一日規則第六十六号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十七年十月十九日規則第七十一号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十八年三月八日規則第六号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和六十年二月二十六日規則第八号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和六十一年三月二十八日規則第十一号） 

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。 

附 則（昭和六十一年八月十五日規則第五十一号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和六十一年十一月七日規則第六十三号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成四年三月二十六日規則第十五号） 

この規則は、平成四年四月一日から施行する。 

附 則（平成五年七月三十日規則第六十七号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成七年十二月一日規則第九十三号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成七年十二月二十六日規則第百一号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成八年一月一日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の千葉県心身障害者扶養年金条例施行規則（以下「改正前の規則」

という。）のそれぞれの規定により交付されている証書、通知書等は、この規則の相当規定により

交付されたものとみなす。 

３ この規則の施行の際現に改正前の規則のそれぞれの規定によりなされている請求その他の行為は、

この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

４ 改正前の規則に基づき作成した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整を

して使用することができる。 

附 則（平成十一年三月三十日規則第二十五号） 

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。 

附 則（平成十一年十二月二十八日規則第八十九号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十二年一月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に、改正前のそれぞれの規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後

においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成十二年三月三十一日規則第百八号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に改正前の千葉県心身障害者扶養年金条例施行規則の規定により調製した用紙

は、この規則の施行後においても、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成十三年二月二日規則第五号） 

（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 この規則の施行前に改正前の千葉県心身障害者扶養年金条例施行規則の規定により調製した用紙

は、この規則の施行後においても、所要の調整をして使用することができる。 

附 則(平成十九年三月三十日規則第三十二号） 

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 

附 則（平成二十一年三月十七日規則第七号） 

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。 

附 則（平成二十二年三月三十一日規則第二十一号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に、改正前の千葉県心身障害者扶養年金条例施行規則別記第三号様式の規定に

より調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することが

できる。 

別 記 

第一号様式 

（第二条第一項及び第二項） 

全部改正〔昭和54年規則66号〕、一部改正〔平成７年規則101号・11年89号・22年21号〕 

第二号様式 削除 

削除〔平成21年規則７号〕 

第三号様式 

（第二条第一項第三号） 

全部改正〔昭和54年規則66号〕、一部改正〔昭和60年規則８号・61年51号・63号・平成11

年25号・13年５号・22年21号〕 

第四号様式 
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（第二条第三項） 

全部改正〔昭和54年規則66号〕、一部改正〔平成７年規則101号〕 

第五号様式 

（第二条第三項） 

一部改正〔昭和53年規則18号・54年66号・平成７年101号〕 

第六号様式 

（第二条第四項） 

一部改正〔昭和54年規則66号・57年71号・61年11号・平成７年101号・12年108号・19年32

号・22年21号〕 

第六号様式の二 

（第二条第四項） 

追加〔昭和54年規則66号〕、一部改正〔昭和57年規則71号・平成７年101号・19年32号・22

年21号〕 

第七号様式 

（第四条第三項） 

一部改正〔昭和53年規則18号・54年66号・平成11年89号・12年108号〕 

第八号様式 

（第四条第四項） 

一部改正〔昭和53年規則18号・54年66号〕 

第九号様式 

（第五条第一項） 

一部改正〔昭和53年規則18号・54年66号・57年71号・平成７年101号・11年25号・89号〕 

第十号様式 

（第五条第一項第一号） 

全部改正〔平成７年規則101号〕、一部改正〔平成13年規則５号〕 

第十一号様式 削除 

削除〔平成21年規則７号〕 

第十二号様式 

（第五条第二項） 

一部改正〔昭和53年規則18号・54年66号・平成７年101号〕 

第十三号様式 

（第五条第二項） 

一部改正〔昭和54年規則66号〕 

第十四号様式 

（第五条第二項） 

一部改正〔昭和53年規則18号・54年66号・57年71号〕 

第十五号様式 

（第六条） 

一部改正〔昭和53年規則18号・54年66号・平成７年101号・11年89号〕 

第十六号様式 

（第七条第一項） 

一部改正〔昭和53年規則18号・54年66号〕 

第十七号様式 

（第七条第二項） 

一部改正〔昭和53年規則18号〕 

第十八号様式 

（第八条第一項） 

一部改正〔昭和53年規則18号・54年66号〕 

第十九号様式 

（第八条第二項） 
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一部改正〔昭和53年規則18号〕 

第二十号様式 

（第九条第三項） 

一部改正〔昭和47年規則52号・53年18号・54年66号・平成７年101号・11年89号〕 

第二十一号様式 

（第九条第二項） 

一部改正〔昭和47年規則52号・53年18号・54年66号・平成７年101号〕 

第二十二号様式 

（第九条第二項） 

一部改正〔昭和47年規則52号・53年18号・54年66号〕 

第二十二号様式の二 

（第九条の三第一項） 

追加〔平成７年規則93号〕、一部改正〔平成11年規則89号〕 

第二十二号様式の三 

（第九条の三第二項） 

追加〔平成７年規則93号〕 

第二十二号様式の四 

（第九条の三） 

追加〔昭和47年規則57号〕、一部改正〔昭和53年規則18号・54年66号・平成７年93号〕 

第二十三号様式 

（第十条） 

全部改正〔昭和54年規則66号〕、一部改正〔平成７年規則101号・11年89号〕 

第二十四号様式 

（第十二条第一項第一号） 

一部改正〔昭和53年規則18号・54年66号・平成11年89号〕 

第二十五号様式 

（第十二条第一項第二号） 

一部改正〔昭和53年規則18号・54年66号・57年71号・平成11年89号〕 

第二十六号様式 

（第十二条第一項第三号） 

一部改正〔昭和53年規則18号・54年66号・平成11年89号〕 

第二十七号様式 

（第十二条第一項第三号） 

一部改正〔昭和53年規則18号・54年66号・平成11年89号〕 

第二十八号様式 

（第十二条第一項第四号） 

一部改正〔昭和53年規則18号・54年66号・平成11年89号〕 

第二十九号様式 

（第十二条第一項第五号） 

全部改正〔昭和54年規則66号〕、一部改正〔平成11年規則89号・12年108号・19年32号・21

年７号〕 

第三十号様式 

（第十三条） 

全部改正〔昭和54年規則66号〕、一部改正〔昭和57年規則71号・平成７年101号〕 

第三十一号様式 

（第十三条） 

全部改正〔昭和54年規則66号〕、一部改正〔平成７年規則101号〕 


