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（案） 

札幌市はり・きゅう・マッサージ施術料助成事業実施要綱 

平成 30 年９月 11 日 保健福祉局長決裁 

最近改正   令和２年４月１日 保健福祉局長決裁 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、札幌市はり・きゅう・マッサージ施術料助成事業（以下「本

事業」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 施術 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和

22 年法律第 217 号。以下「法」という。）第１条の免許を受けた者による施

術をいう。 

(2) 施術所 法第９条の２第１項前段の開設の届出を行った施術所をいう。 

(3) 団体 本事業の実施に当たり、札幌市と協定を締結する団体をいう。 

(4) 取扱施術者 本事業の実施に当たり、札幌市と協定を締結する施術者又

は前号の団体に所属している施術者で、本市が指定する施術者をいう。 

（対象者）  

第３条 本事業による施術料の助成（以下「助成」という。）の対象となる者（以

下「利用者」という。）は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（1）助成を実施する年度の４月１日時点で 65 歳以上であること。

（2）札幌市内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されていること。 
（助成の範囲及び限度額） 

第４条 助成の対象となる施術は、施術所内において行われるものとする。ただ

し、次に掲げる法律の規定に基づく療養費の支給又は医療の扶助が適用とな

る場合は、助成の対象としない。 

(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号) 

(2) 船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号) 

(3) 私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号) 

(4) 国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号) 

(5) 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号) 

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号) 

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号) 

(8) 生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号) 

２ 助成の額は、施術１回につき 1,000 円とする。 

３ 利用者１人当たりの各年度における助成の回数は、５回を限度とする。 
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（案） 

(助成券の交付等) 

第５条 利用者が助成を受けようとするときは、札幌市はり・きゅう・マッサー

ジ施術料助成券交付申請書(別記様式第１号)により市長に申請しなければな

らない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、助成を行うこと

を適当と認めたときは、札幌市はり・きゅう、マッサージ施術料助成券（以下

「助成券」という。）５枚を一括で交付するものとする。 

３ 前項の助成券は、再交付しない。 

４ 助成券の有効期間は、交付した年度の末日までとする。 

(助成の方法) 

第６条 施術を受けた利用者は、前条第２項の助成券を取扱施術者に提出し、施

術に要する費用から第４条第２項に定める助成の額を控除した額を施術者に

支払うものとする。 

２ 助成は、助成券の提出を受けた取扱施術者が団体に所属するときは団体に、

取扱施術者が団体に所属しないときは取扱施術者又は施術所の開設者に対し、

助成の額を支払うことにより行う。 

（取扱施術者の指定） 

第７条 取扱施術者は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長が指

定する。 

(1) 法第１条の規定による免許証を有し、又は法第 12 条の２の規定による

都道府県知事の届出済証を有すること。 

(2) 札幌市内に施術所を有すること。 

(3) 札幌市暴力団の排除に推進に関する条例（平成 25 年条例第６号）第２条

第２号の暴力団員又は同条例第７条第１項の暴力団関係事業者（以下「暴力

団員等」という。）でないこと。 

２ 取扱施術者の指定を受けようとする者は、取扱施術者指定申請書（別記様式

第２号）及び誓約書（別記様式第３号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出

しなければならない。ただし、団体に所属する者であって、当該所属団体によ

り第１号及び第２号の書類が確認されている者については、当該各号の書類

の提出を省略することができる。 

(1) 前項第１号の免許証又は届出済証の写し 

(2) 前項第２号の施術所開設届出済証の写し 

３ 市長は、取扱施術者を指定したときは、札幌市はり・きゅう・マッサージ施

術料助成事業取扱施術者証（別記様式第４号。以下「取扱施術者証」という。）

を交付するものとする。 

４ 取扱施術者は、取扱施術者としての指定の辞退をしようとするときは、その



4/1/2020 4:38 PM Ver. 

（案） 

１月前までに、取扱施術者指定辞退届（別記様式第５号）により市長に届け出

るともに、取扱施術者証を市に返却しなければならない。 

５ 取扱施術者は、取扱施術者証について、他者に貸与し、又は譲渡してはなら

ない。 

（取扱施術者の指定の取消し又は停止） 

第８条 市長は取扱施術者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取消

し、又は期間を定めて停止することができる。 

(1) 第７条第１項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき 

(2) 本事業の実施に当たり、札幌市と締結する協定に定める事項に違反したと

き 

２ 前項の規定により取扱施術者の指定を取消し、又は停止された者は、直ちに

取扱施術者証を市に返却しなければならない。 

（禁止事項） 

第９条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 助成券を利用者本人以外の者に使用させること 

(2) 有効期限を過ぎた助成券を使用すること 

（助成金の返還）  

第 10 条 市長は、偽りその他不正の行為により、この要綱による事業を利用し

た者若しくはこの要綱による助成の支払を受けた者に対し、助成金の一部又

は全部の返還を命ずることができる。 

（その他） 

第 11 条 この要綱の施行について必要な事項は、保険医療部長が定める。 

  附 則 

１ この要綱は、平成 30 年 10 月１日から施行する。 

２ 第７条の規定による取扱施術者の指定に関し必要な行為は、この要綱の施

行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

３ 平成 30 年度の助成の対象者は、平成 30 年 10 月１日時点で 65 歳以上の者

であって、札幌市内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されているものとす

る。 



札幌市はり・きゅう・マッサージ施術料助成事業実施要綱 

別記様式第１号 

札幌市使用欄 

住基確認 助成券発送 

札幌市はり・きゅう・マッサージ施術料助成事業 

助成券申請書（兼同意書） 
（あて先）札幌市長

住所

〒     －   

札幌市   区

連絡先電話番号（平日日中連絡可能なもの）      －     －

氏名

フリガナ

フリガナ

                         印

生年月日 （明治・大正・昭和・西暦）     年   月   日生

令和・西暦 年 月 日 （記入した日）

私は、  年度札幌市はり・きゅう・マッサージ施術料助成事業の助成券を申請し

ます。 

また、私が助成券を利用し助成額の決定にあたり必要があるときは、下記の内容に

ついて、札幌市が資料の提供又は報告を求めることを同意します。 

【同意事項】 

１ 私が受けた施術の内容について、施術所に対し資料の提供又は報告を求めること 

２ 以下の法律に基づく私の療養費の支給又は医療の扶助の内容について、私が加入

する健康保険等の保険者及び保護の実施機関に資料の提供又は報告を求めること 

(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号) 

(2) 船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号) 

(3) 私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号) 

(4) 国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号) 

(5) 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号) 

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号) 

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号) 

(8) 生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号) 



札幌市はり・きゅう・マッサージ施術料助成事業実施要綱 

別記様式第２号 

取扱施術者指定申請書 

取扱施術者

氏名（カナ） カナ：

生年月日        年    月    日生

所持する免許の種類 １．はり師  ２．きゅう師  ３．あん摩マッサージ指圧師  該当に〇

免許を受けた都道府県 

施術所

所在地       区

名称 

連絡先 電話： FAX：
電子メール：

業務の種類 はり ・ きゅう ・ あん摩マッサージ指圧  該当に〇

開設年月日        年    月    日

取扱施術者のほかに業務に従事する施術者の氏名等

氏名 生年月日 所持する免許の
種類※

免許を受けた都道府県
及び番号

※「所持する免許の種類」は、はり師：１、きゅう師：２、あん摩マッサージ指圧師：３として数字を記入すること 

記載欄が不足する場合は、同様の内容を記載した別紙によることもできる 

上記のとおり申請します。

なお、上記の事項は札幌市保健所に届け出た事項に相違ありません。

また、札幌市保健所に届け出た事項と照合することについて承諾します。

      年  月  日
申請者

住所

氏名                      印
上記申請者欄は、施術所の開設者が法人にあっては、その名称、
主たる事務所所在地及び代表者氏名とすること

（あて先）札幌市長 



札幌市はり・きゅう・マッサージ施術料助成事業実施要綱 

別記様式第３号 

誓 約 書

（あて先）札幌市長 

私は、札幌市はり・きゅう・マッサージ施術料助成事業取扱施術者指定申請にあた

り、次の各号のいずれかに該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。 

上記の誓約に反することが明らかになった場合は、当方が不利益を被ることとなっ

ても異存ありません。 

また、上記の誓約内容を確認するため、札幌市が他の官公署に照会を行うことにつ

いて承諾します。 

１ 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成 25 年条例第６号。以下「条例」

という。）第２条第１号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。） 

２ 条例第２条第２号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

３ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する次に掲げる者 

・暴力団員が事業主又は役員となっている事業者 

・暴力団員が実質的に経営を支配している事業者 

・暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者 

・暴力団又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者 

・役員等が暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社

会的に非難される関係を有している者 

  年  月  日 

住所 

氏名                   印



札幌市はり・きゅう・マッサージ施術料助成事業実施要綱 

別記様式第４号 

札幌市はり・きゅう・マッサージ施術料助成事業 

取扱施術者証 

指定番号

施術所所在地

及び

施術所名称

〒     －   

札幌市   区

取扱施術者氏名

施術の種類 はり ・ きゅう ・ あん摩マッサージ指圧

札幌市はり・きゅう・マッサージ施術料助成事業実施要綱第７条の規定に

より取扱施術者に指定する

      年  月  日

札幌市長  秋元 克広



札幌市はり・きゅう・マッサージ施術料助成事業実施要綱 

別記様式第５号 

備考 この様式により難い場合は、この様式に準じた別の様式を使用することができる。

札幌市はり・きゅう・マッサージ施術料助成事業 

取扱施術者指定辞退届 

指定番号

施術所所在地

及び

施術所名称

〒     －   

札幌市   区

取扱施術者氏名

施術の種類 はり ・ きゅう ・ あん摩マッサージ指圧

辞退の理由

辞退年月日      年   月   日

上記のとおり、取扱施術者の指定を辞退しますのでお届けします。

 年  月  日

〒

住所

届出人               印

 （あて先）札幌市長 


