
○桶川市こども医療費支給に関する条例  

昭和４８年６月１８日  

条例第１５号  

改正  昭和４８年１２月２０日条例第２９号  

昭和５９年１２月２４日条例第２０号  

昭和６１年６月３０日条例第１６号  

平成４年３月３１日条例第１１号  

（題名改称）  

平成５年９月２９日条例第２７号  

平成１０年６月２６日条例第２２号  

平成１１年３月２５日条例第８号  

平成１２年３月２２日条例第２２号  

平成１３年３月２６日条例第４号  

平成１３年１２月２８日条例第２３号  

平成１５年３月３１日条例第１１号  

平成１７年３月２９日条例第１５号  

平成１７年６月２７日条例第２８号  

（題名改称）  

平成１８年３月２７日条例第１１号  

平成１８年９月２９日条例第３６号  

平成２０年３月２８日条例第１０号  

平成２１年３月３０日条例第７号  

平成２１年６月１９日条例第１７号  

平成２３年３月２８日条例第３号  

平成２４年３月２７日条例第８号  

平成２５年９月２６日条例第３３号  

平成２９年１２月１８日条例第１４号  



（目的）  

第１条 この条例は、こどもが必要とする医療を容易に受けられるように

するため、こどもに対する医療費の一部を支給することにより、こども

の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。  

（昭和６１条例１６・平成４条例１１・平成１７条例１５・一部改

正）  

（定義）  

第２条 この条例において、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） こども  出生の日から満１８歳に達する日以後の最初の３月３

１日までの間にある者をいう。  

（２） 対象のこども  市内に住所を有するこどもで、医療保険各法の

規定による被保険者又は被扶養者であるもの（被保険者又は被扶養者

であつた者を含む。）をいう。ただし、次に掲げるこどもを除く。  

ア  生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護を受

けているこども  

イ  児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第８項に規

定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第６条の４第１

項に規定する里親に委託されているこども  

ウ  児童福祉法第７条に規定する児童福祉施設又はその他の法令によ

る措置により施設等に入所し、当該法令に基づき、対象のこどもに

係る国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）による世帯主若

しくは医療保険各法（国民健康保険法を除く。）による被保険者そ

の他これに準ずる者が負担すべき額の全額を、国又は地方公共団体

に負担される状態となつた者  

エ  桶川市重度心身障害者医療費支給条例（昭和４９年桶川市条例第

１２号）の規定による医療費の支給を現に受けているこども  



オ  桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例（平成４年桶

川市条例第２２号）の規定による医療費の支給を現に受けているこ

ども  

（３） 保護者  親権を行う者、未成年後見人その他の者で、対象のこ

どもを現に監護しているものをいう。  

（４） 受給資格者  市長によるこども医療費支給事業の受給資格の認

定を受けた保護者であつて、主たる生計維持者をいう。  

（５） 医療保険各法  国民健康保険法及び規則で定める社会保険各法

をいう。  

（６） 医療機関等  健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条

第３項各号の規定による厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診

療所又は薬局及び同法第８８条第１項に規定する指定訪問看護事業者

並びに柔道整復師法（昭和４５年法律第１９号）第２条第１項に規定

する柔道整復師及び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）第１条の規定によるあん摩

マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者をい

う。  

（７） 医療費  医療保険各法その他の規定による医療給付の対象とな

る費用（交通事故等により第三者から賠償として支払われる医療費を

除く。）をいう。  

（８） 一部負担金  対象のこどもに係る医療費のうち、保険給付の額、

入院時食事療養標準負担額、法令又はそれに準ずる規定による給付の

額及び保険者が給付する附加給付の額を控除した額をいう。  

（平成１３条例２３・全改、平成１５条例１１・平成１７条例１５・

平成１７条例２８・平成１８条例１１・平成１８条例３６・平成２

１条例７・平成２１条例１７・平成２３条例３・平成２４条例８・

平成２９条例１４・一部改正）  



（支給の範囲）  

第３条 支給の対象となる経費は、当該受給資格者の一部負担金の額（以

下「こども医療費」という。）とする。  

２  医療費の支給の額を計算する場合において、受給資格者の責めによる

過分の自己負担があるときは、当該過分の自己負担の額は、支給の額か

ら除くものとする。  

（平成１３条例２３・全改、平成１５条例１１・平成１７条例１５・

平成１８条例１１・平成２０条例１０・一部改正）  

（支給の方法）  

第４条 前条の支給は、対象のこどもの保護者の申請に基づき行うものと

する。  

２  前項の規定にかかわらず、市長は、対象のこどもが市長の指定する医

療機関等において医療を受けた場合は、当該医療に係るこども医療費を

受給資格者に代わつて当該医療機関等に支払うことができる。  

３  前項の規定による支払があつたときは、当該医療を受けた対象のこど

もの受給資格者に対して、こども医療費の支給があつたものとみなす。  

（昭和５９条例２０・昭和６１条例１６・平成４条例１１・平成１

０条例２２・一部改正、平成１３条例２３・旧第５条繰上、平成１

７条例１５・平成２５条例３３・一部改正）  

（受給資格の登録等）  

第５条 こども医療費の支給を受けようとする保護者は、規則で定める受

給資格登録申請書を提出して、こども医療費受給資格の登録を受けなけ

ればならない。  

２  前項の申請があつた場合、市長は、規則の定めるところにより内容を

審査し、適当と認めたときは、対象のこどもの保護者であり、かつその

主たる生計維持者を受給資格者として認定し、受給資格者台帳に登録す

るものとする。  



３  前項の規定にかかわらず、市長は、対象のこどもと生計を同じくする

保護者のうちいずれか一の者が対象のこどもと同居している場合（当該

いずれか一の者が、対象のこどもと生計を同じくするその他の保護者と

生計を同じくしない場合に限る。）は、当該同居している保護者を主た

る生計維持者とみなして受給資格者として認定し、受給資格者台帳に登

録するものとする。  

４  市長は、前２項の規定により、この条例に定める受給資格者として認

定したときは、当該受給資格者に受給資格証を交付しなければならない。 

５  受給資格者は、医療機関等において、医療を受けようとする場合は、

医療機関等に、被保険者証、組合員証又は加入者証の提出とともに受給

資格証を提示しなければならない。  

（平成４条例１１・平成１０条例２２・一部改正、平成１３条例２

３・旧第６条繰上・一部改正、平成１７条例１５・平成２９条例１

４・一部改正）  

（届出の義務）  

第６条 受給資格者は、その資格を喪失したとき又は受給資格の登録事項

に変更があつたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならな

い。  

（昭和６１条例１６・一部改正、平成１３条例２３・旧第７条繰上・

一部改正）  

（譲渡又は担保の禁止）  

第７条 受給資格者は、こども医療費の支給を受ける権利を譲渡し、又は

担保に供してはならない。  

（平成１３条例２３・追加、平成１７条例１５・一部改正）  

（損害賠償との調整）  

第８条 市長は、医療給付が第三者の行為によるものであり、かつ、その

者から受給者が損害賠償を受けたときは、その限度において、こども医



療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給したこども医療費の

額に相当する額を返還させることができる。  

（平成２１条例７・追加）  

（支給金の返還）  

第９条 市長は、偽りその他不正の行為により支給を受けた者があるとき、

他の法令等により医療費の支給を受けた者があるとき、又は一部負担金

の変更その他の理由により過払いが生じたときは、その者からその支給

を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。  

（平成１３条例２３・一部改正、平成２１条例７・旧第８条繰下・

一部改正）  

（委任）  

第１０条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

（平成２１条例７・旧第９条繰下）  

附  則  

この条例は、昭和４８年７月１日から施行する。  

附  則（昭和４８年条例第２９号）  

この条例は、公布の日から施行し、昭和４８年７月１日から適用する。  

附  則（昭和５９年条例第２０号）  

この条例は、昭和６０年１月１日から施行する。  

附  則（昭和６１年条例第１６号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（平成４年条例第１１号）  

１  この条例は、平成４年４月１日から施行する。  

２  改正後の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、この条例の

施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費につい

ては、なお従前の例による。  

附  則（平成５年条例第２７号）  



１  この条例は、平成６年１月１日から施行する。  

２  改正後の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、この条例の

施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費につい

ては、なお従前の例による。  

附  則（平成１０年条例第２２号）  

この条例は、公布の日から施行し、第１条の規定による改正後の桶川市

乳幼児医療費支給に関する条例の規定、第２条の規定による改正後の桶川

市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定、第３条の規定によ

る改正後の桶川市老人の医療費の支給に関する条例の規定及び第４条の規

定による改正後の桶川市重度心身障害者医療費支給条例（第２条第３号を

除く。）の規定は、平成１０年１月１日から適用する。  

附  則（平成１１年条例第８号）  

１  この条例は、平成１１年４月１日から施行する。  

２  改正後の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、この条例の

施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費につい

ては、なお従前の例による。  

附  則（平成１２年条例第２２号）  

この条例は、平成１２年４月１日から施行する。  

附  則（平成１３年条例第４号）  

１  この条例は、平成１３年４月１日から施行する。  

２  改正後の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、この条例の

施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費につい

ては、なお従前の例による。  

附  則（平成１３年条例第２３号）  

１  この条例は、平成１４年１月１日から施行する。  

２  改正後の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、この条例の

施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費につい



ては、なお従前の例による。  

附  則（平成１５年条例第１１号）  

この条例は、平成１５年４月１日から施行する。  

附  則（平成１７年条例第１５号）  

１  この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。  

２  改正後の桶川市こども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の

施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費につい

ては、なお従前の例による。  

附  則（平成１７年条例第２８号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（平成１８年条例第１１号）抄  

（施行期日）  

１  この条例は、平成１８年１０月１日から施行する。ただし、第１条中

桶川市こども医療費支給に関する条例第２条第８号の改正及び第２条中

桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第２条第６項の改正

は、公布の日から施行する。  

（こども医療費に関する経過措置）  

２  第１条の規定による改正後の桶川市こども医療費支給に関する条例

（以下「新こども医療費支給条例」という。）の規定は、この条例の施

行の日（以下「施行日」という。）以後に係る医療費について適用し、

施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。  

３  施行日から平成２０年３月３１日までの間における新こども医療費支

給条例第３条第１項の規定の適用については、同項中「当該受給資格者

の一部負担金の額」とあるのは「当該受給資格者の一部負担金の額に医

療保険各法の規定による食事療養に係る標準負担額の２分の１に相当す

る額を加えた額」とする。  

附  則（平成１８年条例第３６号）  



１  この条例は、平成１８年１０月１日から施行する。  

２  改正後の桶川市こども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の

施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費につい

ては、なお従前の例による。  

附  則（平成２０年条例第１０号）  

１  この条例は、平成２０年４月１日から施行する。  

２  改正後の桶川市こども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の

施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費につい

ては、なお従前の例による。  

附  則（平成２１年条例第７号）  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２１年１０月１日から施行する。ただし、第２条第

８号の改正、第８条を加える改正並びに改正前の第８条及び第９条の改

正並びに附則第３項の規定は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の第２条第１号の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療

費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例によ

る。  

３  改正後の第２条第８号、第８条及び第９条の規定は、この条例の公布

の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、

なお従前の例による。  

附  則（平成２１年条例第１７号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（平成２３年条例第３号）  

１  この条例は、平成２４年１月１日から施行する。  

２  改正後の桶川市こども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の

施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費につい



ては、なお従前の例による。  

附  則（平成２４年条例第８号）抄  

１  この条例は、平成２４年４月１日から施行する。  

附  則（平成２５年条例第３３号）抄  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２６年４月１日から施行する。  

（こども医療費に関する経過措置）  

２  第１条の規定による改正後の桶川市こども医療費支給に関する条例第

４条の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、

同日前に係る医療費については、なお従前の例による。  

附  則（平成２９年条例第１４号）  

１  この条例は、公布の日から施行する。だだし、第２条第１号の改正は、

平成３０年４月１日から施行する。  

２  この条例による改正後の桶川市こども医療費支給に関する条例第２条

第１号の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、

同日前に係る医療費については、なお従前の例による。  

 


