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令和元年度神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業 
実施要綱の改正について 

 
 

１ 神奈川県がん患者妊孕性温存治療費助成事業との調整 

 （1）改正内容 

神奈川県がん患者妊孕性温存治療費助成事業が令和元年８月１日から開始さ

れたため、両事業において重複して助成を行うことがないよう見直しを行うと

ともに、書類の保存に係る規定について所要の改正を行った。 

 

 改正後 改正前 

第３ 対象とな

る治療等 

 

ただし、以下に掲げる治

療は助成の対象とならな

い。 

（略） 

⑷ 神奈川県がん患者妊孕

性温存治療費助成事業の

助成を受けた治療 

なお、以下に掲げる治療

法は助成の対象とならな

い。 

（略） 

（ 新 規 ） 

第６ 助成の

申請及び決定

等 

（略） 

３ 書類の整備等 

⑴ 助成を受けた者は、助

成に係る証拠書類を整備

保管しておかなければな

らない。 

 

⑵ 前号に規定する証拠書

類は、助成を受けた日が

属する県の会計年度の翌

年度から５年間保存しな

ければならない。 

 

（略） 

（ 新 規 ） 

 

 （2）改正後の取扱い 

    申請書により、神奈川県がん患者妊孕性温存治療費助成事業の助成を受けた

治療ではないことを確認するとともに、県がん・疾病対策課から助成に係る情

報提供を受け、重複して申請していないことを確認する。 

    情報提供については、県がん・疾病対策課において、申請者から同意を得る。 

 

 （3）改正年月日  令和元年８月１日 
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２ 法律上の婚姻にかかる要件整理 

 （1）改正内容 

  助成については、国の要綱「母子保健医療対策総合支援事業実施要綱」及び

県要綱に基づき、法律上の婚姻をして特定不妊治療を受けていることを要件と

している。 

この要件について、法律上の婚姻をしている時期について、見解を整理した

ことに伴い、要綱を一部改正する。 

  

 改正後 改正前 

第２ 

対象者 

 

この要綱により特定不妊治療費

の助成を受けることができる対象

者は、次の要件のすべてを満たす

ものとする。 

⑴ 夫婦のいずれか一方が、申請

時に神奈川県内の市町村（横浜

市・川崎市・相模原市及び横須

賀市を除く。）に住所を有する

こと。 

⑵ 治療開始時に法律上の婚姻を

し、特定不妊治療を受けている

こと。 

⑶ 夫及び妻の前年の所得（１月

から５月までの申請については

前々年の所得）の合計額が 730

万円未満であること。この場合

において、所得の範囲について

は児童手当法施行令（昭和 46

年政令第 281 号）第２条を、所

得の額の計算については同令第

３条をそれぞれ準用する。 

 

（4）～（6）（略） 

 

この要綱により特定不妊治療費

の助成を受けることができる対象

者は、法律上の婚姻をしている夫

婦で、次の要件のすべてを満たす

ものとする。 

⑴ 夫婦のいずれか一方が、神奈

川県内の市町村（横浜市・川崎

市・相模原市及び横須賀市を除

く。）に住所を有すること。 

 

 

 

⑵ 夫及び妻の前年の所得（１月

から５月までの申請については

前々年の所得）の合計額が 730

万円未満であること。この場合

において、所得の範囲について

は児童手当法施行令（昭和 46

年政令第 281 号）第２条を、所

得の額の計算については同令第

３条をそれぞれ準用する。 

 

 （3）～（5）（略） 

 

 

（2）改正後の取扱い 

治療開始時点で法律上の婚姻をし、治療を受けた夫婦であることを要件とす

る。 

また、治療を受けた後、申請までの間に、死別等の理由により法律上の夫婦

でなくなった場合も申請は可能とする。 

なお、ここでいう治療とは、胚の移植までを行っていることを要件とする。 

 

（3）改正年月日  令和元年 11 月 11 日 



第１号様式 R1.8

　神奈川県知事　殿

申請者

夫
　昭和

　平成
　　年　　　　月　　　　日 生(　 　　歳)

妻
　昭和

　平成
　　年　　　　月　　　　日 生(　 　　歳)

〒 転居予定

　※夫婦でお住まいの住所を記入してください。 電話 　　（　　　　　　　）
有  ・ 無

〒 転居予定

　※単身赴任等の理由で､夫婦の住所が異なる場合にのみ記入してください。 電話 　　（　　　　　　　）
有  ・ 無

金

銀行 本店
金庫 支店
農協 出張所

口座番号

注）太枠の中をご記入ください。

（ここから下は記入しないでください。）

　４．夫婦それぞれの前年の所得額（１～５月に申請する場合は前々年の所得額）を証明する書類

　　　（収入のある方）住民税課税証明書（所得金額及び各控除額が記載されているもの）

　　　（収入のない方）住民税課税（非課税）証明書

申請受付年月日

　　　同じ年度内の２回目以降の申請で、所得審査の対象となる年が前回の申請と同じである場合は省
    略できます。ただし、前回も神奈川県へ申請した場合に限ります。

◎　申請期間は、治療終了日から（治療終了日を含めて）60日以内です。

受付時確認欄 　添付書類（□　受診等証明書　□　領収書等の写し　□　課税証明書　□　住民票　　　□　戸籍謄本・抄本）

受　付　番　号

     （添付書類）

　１．神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書（第２号様式）
　　　指定医療機関発行の特定不妊治療にかかった治療費（保険外）領収書のコピーを添付してください。領収書のコピーのみで明細
　　　が不明の場合には、治療費の明細書、請求書等のコピーの提出を求めることがあります。

　２．夫婦の住所地を証明する書類（夫及び妻の住民票）
　　　同じ年度内の２回目以降の申請で、住所に変更がない場合は省略できます。
　　　ただし、前回も神奈川県へ申請した場合に限ります。

（承認・不承認）決定年月日

　３．法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類（戸籍謄本または抄本）
　　　神奈川県へ初めて申請する場合は必ず提出してください。同じ年度内か否かに関わらず、２回目以
　　　降の申請で、２の書類で証明できる場合又は２の書類が省略できる場合は提出不要です。

収受印

　１．過去に特定不妊治療について助成金を受けたことがありますか。　ない　・　ある　→　過去（　　　　　）回受けた→２～５へ。

　２．助成を受けた自治体は、神奈川県・他の自治体（　　　　　　　都･道･府･県･市[　　]回、　　　　　　　都･道･府･県･市[　　]回）

  ６．申請額に神奈川県がん患者妊孕性温存治療費助成事業の助成を受けた治療費は含んでいません。　はい　・　いいえ
　      ※助成を受けた治療にかかる費用は、申請できません。

振
込
先

金融機関名

（左詰で記入）

配偶者
（夫・妻）

住　所

申請額 金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

  ４．今回申請における治療開始時点の妻の年齢は、（　　　　　）歳　です。

  ３．初めて助成を受けた(る)時の治療開始日時点の妻の年齢は、　　39歳以下　・　40歳以上42歳以下　です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（いずれかに〇を付けてください）

預金種別 普通
（　フ　リ　ガ　ナ　）

口座名義人（夫婦のどちらか）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

  ５．過去に男性不妊治療について助成金を受けたことがありますか。　ない　・　ある　　（助成を受けた自治体は　　　　　　　）

住　所

神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書

　関係書類を添えて次のとおり特定不妊治療費の助成を申請します。

　また、助成の適正を図るために必要な場合には、他の自治体及び神奈川県がん患者妊孕性温存治療費助
成事業を担当する部署に情報の照会及び提供を行うこと並びに医療機関に受診等証明書の内容を照会する
ことについて同意します。

         　　　　年　　　　月　　　　日

（　　ふ　　り　　が　　な　　）

氏　　　　　　　名
生　年　月　日

印

※自署又は記名押印

※自署又は記名押印

印

※自署又は記名押印

神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書に
記載された領収金額が助成上限額以上の場合は、助成上限額
を記入します。助成上限額未満の場合は、その額が申請額と
なります。

特定不妊治療

男性不妊治療

(男性不妊治療を除く)

通帳等との照合
の実施
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神奈川県では、将来、子どもを産み育てることを望むがん患者の方が将来に希望を持ってが

ん治療に取り組んでいただけるよう、妊孕性温存治療に係る費用の一部を助成します。 

対象者

次の要件をすべて満たす方が対象となります。 

・ 妊孕性温存治療実施日（※）において神奈川県内に住所を有する方

・ がん治療により生殖機能が低下する又は失われるおそれがあると医師に診断された方

・ 妊孕性温存治療実施日（※）における年齢が 40歳未満の方

・ 次の所得要件を満たす方

妊孕性温存治療を受けた方 所得額 

未成年の場合 

(既婚の場合を除く) 

妊孕性温存治療を受けた方の保護者全員の所得額の合計が

730 万円未満  

成年かつ未婚の場合 妊孕性温存治療を受けた方の所得額が 730 万円未満 

既婚の場合 
妊孕性温存治療を受けた方及びその配偶者の所得額の合計が

730 万円未満 

・ 次に定める医療機関において妊孕性温存治療を受けた方

卵子 

卵巣組織 

胚（受精卵） 

日本産科婦人科学会の「医学的適応による未受精卵子、胚（受精卵）および卵

巣組織の凍結・保存に関する見解（平成 28 年６月改定）」に準じて妊孕性温

存治療を行う医療機関 

精子 がん治療の主治医から紹介を受けた医療機関 

・ 本事業の助成対象となる費用について、特定不妊治療費助成事業に基づく助成を受けていない

方 

（※）妊孕性温存治療実施日：精子、卵子又は卵巣組織の採取を行った日 

対象 

費用 

妊孕性温存治療に係る費用のうち医療保険適用外費用 

※ 入院費、入院時の食事代等の治療に直接関係のない費用や凍結保存の維持に係る費用は対象外

となります。

助成額 助成対象費用の１／２（上限：男性２万５千円、女性 20万円） 

申請書類など、詳しくは県ホームページでご確認ください。 神奈川県 妊孕性温存

申請窓口・お問合せ先 

〒 231-8588 横浜市中区日本大通１ 

神奈川県健康医療局保健医療部がん・疾病対策課（日本大通７ビル２F） 

電話 045-210-5015（直通）

神奈川県が 

妊孕性温存治療費の一部を助成します。 

検 索

75469160
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