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議案第１７号  

羽生市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 羽生市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年条例第７号）の一

部を次のように改正する｡  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するとき

は、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改  正  後  改  正  前  

（趣旨）  （趣旨）  

第１条  市が行う後期高齢者医療の事

務については、法令及び埼玉県後期

高齢者医療広域連合後期高齢者医療

に関する条例（平成１９年広域連合

条例第２４号。以下「埼玉県広域連

合条例」という。）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１条  羽生市が行う後期高齢者医療

の事務については、法令及び埼玉県

後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療に関する条例（平成１９年広域

連合条例第２４号。以下「埼玉県広

域連合条例」という。）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。  

（普通徴収に係る納期）  （普通徴収に係る納期）  

第２条  （略）  第２条  （略）  

２  前項に規定する納期により難い被

保険者に係る納期は、市長が別に定

めることができる。この場合におい

て、市長は、当該被保険者及び連帯

納付義務者（法第１０８条第２項及

び第３項の規定により保険料を連帯

して納付する義務を負う者をいう。

以下同じ。）に対し、その納期を通

知しなければならない。  

２  前項に規定する納期によりがたい

被保険者に係る納期は、市長が別に

定めることができる。この場合にお

いて、市長は当該被保険者及び連帯

納付義務者（法第１０８条第２項及

び第３項の規定により保険料を連帯

して納付する義務を負う者をいう。

以下同じ。）に対し、その納期を通

知しなければならない。  

３  （略）  ３  （略）  

（保険料の徴収金額の通知）  （保険料の徴収金額の通知）  

第４条  保険料の徴収金額を定めたと 第４条  保険料の徴収金額を定めたと
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きは、市長は、速やかに、定めた徴

収金額を被保険者に通知しなければ

ならない。その額に変更があったと

きも、同様とする。  

 

きは、市長は、速やかに、定めた徴

収金額を被保険者に通知しなければ

ならない。また、その額に変更があ

ったときも同様とする。ただし、や

むを得ない理由により当該徴収金額

を被保険者に通知することができな

いときは、連帯納付義務者に通知す

るものとする。  

２  前項の規定にかかわらず、やむを

得ない理由により当該徴収金額を被

保険者に通知することができないと

きは、連帯納付義務者に通知するも

のとする。  

 

（保険料徴収に係る事務）  （保険料徴収に係る事務）  

第６条  保険料の徴収並びに高齢者の

医療の確保に関する法律施行令（平

成１９年政令第３１８号）第２条並

びに高齢者の医療の確保に関する法

律施行規則（平成１９年厚生労働省

令第１２９号）第６条及び第７条に

規定する事務のほか、埼玉県広域連

合条例に規定された事項に付随する

次に掲げる事務は、市が行うものと

する。  

第６条  保険料の徴収並びに高齢者の

医療の確保に関する法律施行令（平

成１９年政令第３１８号）第２条並

びに高齢者の医療の確保に関する法

律施行規則（平成１９年厚生労働省

令第１２９号）第６条及び第７条に

規定する事務のほか、埼玉県広域連

合条例に規定された事項に付随する

次の各号に掲げる事務は、羽生市に

おいて行うものとする。  

 （１）～（８）  （略）   （１）～（８）  （略）  

（保険料を徴収すべき被保険者）  （保険料を徴収すべき被保険者）  

第７条  市が保険料を徴収すべき被保

険者 は、 次に 掲げ る被 保険 者と す

る。  

第７条  羽生市が保険料を徴収すべき

被保険者は、次の各号に掲げる被保

険者とする。  

（１）  市内に住所を有する被保険

者  

（１）  羽生市に住所を有する被保

険者  

（２）  法第５５条第１項（法第５５

条の２第２項において準用する場

合を含む。）の規定の適用を受け

る被保険者であって、病院等（法

第５５条第１項に規定する病院等

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 入 院 等

（法第５５条第１項に規定する入

院等をいう。以下同じ。）をした

際、市内に住所を有していた被保

（２）  法第５５条第１項の規定の

適用を受ける被保険者であって、

病院等（同項に規定する病院等を

いう。以下同じ。）に入院等（同

項に規定する入院等をいう。以下

同じ。）をした際、羽生市に住所

を有していた被保険者  
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険者  

（３ ）  法第 ５５ 条第 ２項 第１ 号

（法第５５条の２第２項において

準用する場合を含む。）の規定の

適用を受ける被保険者であって、

継続して入院等をしている２以上

の病院等のうち最初の病院等に入

院等をした際、市内に住所を有し

ていた被保険者  

（３）  法第５５条第２項第１号の

規定の適用を受ける被保険者であ

って、継続して入院等をしている

２以上の病院等のうち最初の病院

等に入院等をした際、羽生市に住

所を有していた被保険者  

（４）  法第５５条第２項第２号

（法第５５条の２第２項において

準用する場合を含む。）の規定の

適用を受ける被保険者であって、

最後に行った法第５５条第２項第

２号に規定する特定住所変更に係

る同 号に 規定 する 継続 入院 等の

際、市内に住所を有していた被保

険者  

（４）  法第５５条第２項第２号の

規定の適用を受ける被保険者であ

って、最後に行った同号に規定す

る特定住所変更に係る同号に規定

する継続入院等の際、羽生市に住

所を有していた被保険者  

（５）  法第５５条の２第１項の規

定の適用を受ける被保険者であっ

て、国民健康保険法（昭和３３年

法律第１９２号）第１１６条の２

第１項及び第２項の規定の適用を

受け、これらの規定により市内に

住所を有するものとみなされた国

民健康保険の被保険者であった被

保険者  

 

 （罰則）   （罰則）  

第８条  市は、被保険者、被保険者の

配偶者若しくは被保険者の属する世

帯の世帯主その他その世帯に属する

者又はこれらであった者が正当な理

由がなく法第１３７条第２項の規定

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、又は同項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。  

第８条  羽生市は、被保険者、被保険

者の配偶者若しくは被保険者の属す

る世帯の世帯主その他その世帯に属

する者又はこれらであった者が正当

な理由がなく法第１３７条第２項の

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、又は同項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。  

第９条  市は、偽りその他不正な行為

により保険料その他法第４章の規定

第９条  羽生市は、偽りその他不正な

行為により保険料その他法第４章の
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による徴収金（市が徴収するものに

限る。）の徴収を免れた者に対し、

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。  

規定による徴収金（羽生市が徴収す

るものに限る。）の徴収を免れた者

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。  

附  則  附  則  

 （平成２０年度における被扶養者で

あった被保険者に係る保険料の徴収

の特例）  

 第２条  平成２０年度における被扶養

者であった被保険者（法第９９条第

２項に規定する被扶養者であった被

保険者をいう。以下同じ。）に係る

普通徴収の方法によって徴収する保

険料の納期は、第２条第１項の規定

にかかわらず、次のとおりとする。  

 第１期  １０月１日から同月３１日

まで  

 第２期  １１月１日から同月３０日

まで  

 第３期  １月１日から同月３１日ま  

    で  

 第４期  ２月１日から同月末日まで  

 ２  平成２０年度において、被扶養者

であった被保険者に係る普通徴収の

方法によって徴収する保険料の納期

について第２条第２項の規定を適用

する場合においては、同項中「市長

が別に定める」とあるのは、「１０

月１日以後における市長が別に定め

る時期とする」と読み替えるものと

する。  

（延滞金の割合の特例）  （延滞金の割合の特例）  

第２条  （略）  第３条  （略）  

  

附  則  

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  
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平成３０年２月２６日提出  

             埼玉県羽生市長  河  田  晃  明    

 

 


