
○桶川市こども医療費支給に関する条例施行規則  

昭和４８年６月１８日  

規則第１２号  

改正  昭和４８年１２月２０日規則第２５号  

昭和５９年１２月２５日規則第２２号  

昭和６３年３月２９日規則第１１号  

平成４年３月３１日規則第１２号  

（題名改称）  

平成５年１２月２８日規則第３２号  

平成６年１１月１１日規則第２９号  

平成８年１０月１日規則第３２号  

平成９年６月３０日規則第２５号  

平成１０年６月２６日規則第２９号  

平成１１年３月３０日規則第４号  

平成１２年１２月２８日規則第４７号  

平成１３年９月２７日規則第２５号  

平成１３年１２月２８日規則第４８号  

平成１５年３月３１日規則第８号  

平成１７年３月２９日規則第７号  

（題名改称）  

平成１８年３月３１日規則第１８号  

平成１８年６月１３日規則第３５号  

平成１９年３月２６日規則第１１号  

平成２０年３月３１日規則第２１号  

平成２１年３月３０日規則第５号  

平成２１年６月１９日規則第２６号  

平成２４年２月１４日規則第３号  



平成２６年３月２７日規則第４号  

平成２８年３月３１日規則第４４号  

平成２９年１２月１８日規則第１８号  

（趣旨）  

第１条 この規則は、桶川市こども医療費支給に関する条例（昭和４８年

桶川市条例第１５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。  

（平成４規則１２・平成１７規則７・一部改正）  

（社会保険各法）  

第２条 条例第２条第５号に規定する規則で定める社会保険各法は、次に

掲げる法律とする。  

（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） 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）  

（昭和５９規則２２・追加、平成９規則２５・平成１０規則２９・

平成１３規則４８・一部改正）  

（登録申請）  

第３条 条例第５条第１項に規定する受給資格登録申請は、様式第１号の

こども医療費受給資格登録申請書とともに次に掲げる書類を添えて市長

に提出することによつて行うものとする。  

（１） 条例第２条第２号に規定する対象のこども（以下「対象のこど

も」という。）の氏名が記載された医療保険の被保険者証、組合員証

又は加入者証の写し  

（２） 対象のこどもの住民票の写し  

（３） 受給資格者の所得に関する証明書  



（４） その他市長が必要と認める書類  

２  前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる書類の内容及び状況をあ

らかじめ確認できるときは、これらの書類の提出を省略することができ

る。  

（平成１３規則４８・全改、平成１７規則７・平成１８規則１８・

一部改正）  

（受給資格証の交付等）  

第４条 市長は、条例第２条第４号に規定する受給資格者（以下「受給資

格者」という。）に対し、様式第２号のこども医療費受給資格証（以下

「受給資格証」という。）を交付するものとする。  

２  条例第５条第２項に定める審査の結果、認定が不適当とされた者につ

いては、様式第３号の２のこども医療費受給資格登録申請却下通知書に

より却下の通知をするものとする。  

３  受給資格証を破損し、又は紛失したときは、様式第３号のこども医療

費受給資格証再交付申請書を市長に提出し、再交付を受けなければなら

ない。  

（昭和５９規則２２・旧第３条繰下、平成４規則１２・平成１３規

則４８・平成１７規則７・平成１８規則１８・平成２９規則１８・

一部改正）  

（受給資格証の提示）  

第５条 受給資格者は、対象のこどもが医療を受けるときは、医療機関等

に受給資格証を提示するものとする。  

（昭和５９規則２２・旧第４条繰下、平成４規則１２・平成１３規

則４８・平成１７規則７・一部改正）  

（支給の申請）  

第６条 条例第４条第１項に規定する支給の申請は、様式第４号のこども

医療費支給申請書（償還払）によらなければならない。  



２  条例第４条第２項の規定による支払の申請は、様式第４号の２のこど

も医療費支給申請書（現物給付）を市長に提出することにより行うもの

とする。ただし、当該支払の額の審査及び支払に関する事務を第８条の

２の規定により社会保険診療報酬支払基金埼玉支部又は埼玉県国民健康

保険団体連合会に委託している場合は、この限りでない。  

（昭和５９規則２２・旧第５条繰下、平成４規則１２・平成５規則

３２・平成１３規則４８・平成１７規則７・平成２６規則４・一部

改正）  

（支給の決定）  

第７条 市長は、前条第１項の申請を受理したときは、その内容を審査し、

当該申請に係る支給の額を決定し、申請者に通知するものとする。  

２  市長は、前条第２項本文の申請を受理したときは、その内容を審査し、

当該申請に係る支給の額を決定し、当該申請をした医療機関等に通知す

るものとする。  

（昭和５９規則２２・旧第６条繰下、平成２６規則４・一部改正） 

（支給の時期）  

第８条 市長は、第６条の規定による申請のあつた日の属する月の翌月末

日までに、前条第１項の規定により決定した医療費を申請者に支給する

ものとする。この場合において、当該申請者の死亡等により申請者に支

給することができないときは、市長が定める者に支給するものとする。  

（昭和５９規則２２・旧第７条繰下・一部改正、平成４規則１２・

平成５規則３２・平成１３規則４８・平成２６規則４・一部改正） 

（支払事務の委託）  

第８条の２  市長は、条例第４条第２項の規定により市長の指定する医療

機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬

支払基金埼玉支部又は埼玉県国民健康保険団体連合会に委託することが

できる。  



（平成２６規則４・追加）  

（変更の届出）  

第９条 受給資格者は、次に掲げるときは、条例第６条による届出をしな

ければならない。  

（１） 対象のこども及び受給資格者の氏名及び住所が変更になつたと

き。  

（２） 対象のこどもが被保険者又は被扶養者である医療保険について、

条例第５条により登録申請した事項が変更になつたとき。  

（３） 受給資格者がこども医療費の支給を受ける振込口座について、

条例第５条により登録申請した事項が変更になつたとき。  

（４） 対象のこども及び受給資格者が、条例第２条各号に定める定義

について、それぞれ該当しなくなつたとき。  

２  第３条の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、

同条第１項中「条例第５条第１項に規定する受給資格登録申請」とある

のは「条例第６条に規定する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の届出」と、「様式第１号のこども医療費受給資

格登録申請書」とあるのは「様式第５号のこども医療費受給資格内容等

変更（喪失）届」と、「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類

のうち変更があつた登録事項に係るもの」と読み替えるものとする。  

（昭和５９規則２２・旧第８条繰下、平成４規則１２・平成１７規

則７・平成１８規則１８・一部改正）  

（受給資格の喪失）  

第１０条  前条第１項第４号の規定による届出により、受給資格者又は対

象のこどもとしての要件が消滅したと認められた者又は市長が受給資格

者又は対象のこどもとしての要件に該当しなくなつたと認めた者に対し

ては、様式第６号のこども医療費受給資格喪失通知書により通知するも

のとする。ただし、受給資格者又は対象のこどもが死亡した場合は、こ



の限りでない。  

２  対象のこども又は受給資格者が、その資格を喪失したときは、速やか

受給資格証を市長に返還しなければならない。  

（昭和５９規則２２・旧第９条繰下、平成１８規則１８・平成１９

規則１１・一部改正）  

（支給金の返還）  

第１１条  条例第９条に規定する支給金の返還は、様式第７号のこども医

療費支給金返還通知書により行うものとする。  

（平成１３規則４８・追加、平成１７規則７・平成１８規則１８・

平成２１規則５・一部改正）  

（その他）  

第１２条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。  

（平成１３規則４８・追加）  

附  則  

この規則は、昭和４８年７月１日から施行する。  

附  則（昭和４８年規則第２５号）  

この規則は、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年規則第２２号）  

この規則は、昭和６０年１月１日から施行する。  

附  則（昭和６３年規則第１１号）  

この規則は、昭和６３年４月１日から施行する。  

附  則（平成４年規則第１２号）  

この規則は、平成４年４月１日から施行する。  

附  則（平成５年規則第３２号）  

１  この規則は、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施行規則（以下「改正



後の規則」という。）の規定を適用する場合において、この規則施行の

日前に桶川市乳幼児医療費支給に関する条例の一部を改正する条例（平

成５年桶川市条例第２７号）による改正前の桶川市乳幼児医療費支給に

関する条例の規定により受給資格を喪失し、この規則施行の日以後桶川

市乳幼児医療費支給に関する条例の一部を改正する条例による改正後の

桶川市乳幼児医療費支給に関する条例の規定により受給資格を得る者に

限り、市長は、改正後の規則第４条第１項に規定する受給資格証をこの

規則施行の日前に交付することができる。  

附  則（平成６年規則第２９号）  

この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市乳幼児医療費支給に

関する条例施行規則及び桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条

例施行規則の規定は、平成６年１０月１日から適用する。  

附  則（平成８年規則第３２号）  

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成８年１０月１

日以後の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費

の申請については、なお従前の例による。  

附  則（平成９年規則第２５号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（平成１０年規則第２９号）  

１  この規則は、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施行規則の規定、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施行規則の

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

条例施行規則の規定及び第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施行規則の規定は、平成１０年１月１日から適用す

る。  

２  この規則施行の際、改正前の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例施



行規則、桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、

桶川市老人の医療費の支給に関する条例施行規則及び桶川市重度心身障

害者医療費支給条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、

この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。  

附  則（平成１１年規則第４号）  

１  この規則は、平成１１年４月１日から施行する。  

２  この規則施行の際、改正前の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例施

行規則に定める様式に基づいて交付された乳幼児医療費受給資格証は、

この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。  

附  則（平成１２年規則第４７号）  

１  この規則は、平成１３年１月１日から施行する。  

２  この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、

なお従前の例による。  

附  則（平成１３年規則第２５号）  

この規則は、平成１３年１０月１日から施行する。  

附  則（平成１３年規則第４８号）  

１  この規則は、平成１４年１月１日から施行する。  

２  この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、

なお従前の例による。  

附  則（平成１５年規則第８号）  

１  この規則は、平成１５年４月１日から施行する。  

２  この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、

なお従前の例による。  

３  この規則施行の際、改正前の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例施

行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にか

かわらず、当分の間、使用することができる。  

附  則（平成１７年規則第７号）  



１  この規則は、平成１７年１０月１日から施行する。ただし、第３条の

規定は、平成１７年４月１日から施行する。  

２  この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、

なお従前の例による。  

３  この規則施行の際、改正前の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例施

行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にか

かわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。  

附  則（平成１８年規則第１８号）  

１  この規則は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、第２条中桶

川市こども医療費支給に関する条例施行規則様式第４号の改正規定（「入

院時食事療養標準負担額        円（算定日数   日）」を削る

部分に限る。）は、平成２０年４月１日から施行する。  

２  この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、

なお従前の例による。  

３  この規則施行の際、改正前の桶川市こども医療費支給に関する条例施

行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にか

かわらず、当分の間、使用することができる。  

附  則（平成１８年規則第３５号）  

（施行期日）  

１  この規則は、公布の日から施行し、第１条の規定による改正後の桶川

市こども医療費支給に関する条例施行規則の規定、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施行規則の

規定及び第３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

条例施行規則の規定は、平成１８年４月１日から適用する。  

（経過措置）  

２  この規則施行の際、改正前の桶川市こども医療費支給に関する条例施

行規則、桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則及



び桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則に定める様式に基づい

て交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用す

ることができる。  

（桶川市こども医療費支給に関する条例施行規則の一部を改正する規則

の一部改正）  

３  桶川市こども医療費支給に関する条例施行規則の一部を改正する規則

（平成１８年桶川市規則第１８号）の一部を次のように改正する。  

〔次のよう〕略  

（桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の一部改

正）  

４  桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の一部を

改正する規則（平成１８年桶川市規則第１９号）の一部を次のように改

正する。  

〔次のよう〕略  

（桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の一部改正）  

５  桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の一部を改正する規則

（平成１８年桶川市規則第２４号）の一部を次のように改正する。  

〔次のよう〕略  

附  則（平成１９年規則第１１号）  

１  この規則は、平成１９年４月１日から施行する。  

２  この規則施行の際、改正前の桶川市こども医療費支給に関する条例施

行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にか

かわらず、当分の間、使用することができる。  

附  則（平成２０年規則第２１号）  

１  この規則は、平成２０年４月１日から施行する。  

２  この規則施行の際、改正前の桶川市こども医療費支給に関する条例施

行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にか



かわらず、当分の間、使用することができる。  

附  則（平成２１年規則第５号）  

この規則は、平成２１年１０月１日から施行する。ただし、第１条の規

定は、公布の日から施行する。  

附  則（平成２１年規則第２６号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（平成２４年規則第３号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（平成２６年規則第４号）  

（施行期日）  

１  この規則は、平成２６年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、

なお従前の例による。  

３  この規則施行の際、第２条による改正前の桶川市こども医療費支給に

関する条例施行規則、第４条による改正前の桶川市重度心身障害者医療

費支給条例施行規則及び第６条による改正前の桶川市ひとり親家庭等の

医療費の支給に関する条例施行規則に定める様式に基づいて交付された

用紙は、これらの規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することが

できる。  

附  則（平成２８年規則第４４号）  

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。  

附  則（平成２９年規則第１８号）  

この規則は、公布の日から施行する。  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第３条関係）  

（平成１３規則４８・全改、平成１７規則７・平成１８規則１８・

平成２１規則２６・平成２４規則３・平成２６規則４・一部改正） 

様式第２号（第４条関係）  

（平成２６規則４・全改）  

様式第３号（第４条関係）  

（平成１３規則４８・全改、平成１７規則７・一部改正）  

様式第３号の２（第４条関係）  

（平成２９規則１８・追加）  

様式第４号（第６条関係）  

（平成１３規則４８・全改、平成１５規則８・平成１７規則７・平

成１８規則１８・平成１８規則３５・平成１９規則１１・平成２０

規則２１・平成２６規則４・一部改正）  

様式第４号の２（第６条関係）  

（平成２６規則４・追加）  

様式第５号（第９条関係）  

（平成１８規則１８・全改、平成２１規則２６・平成２６規則４・

一部改正）  

様式第６号（第１０条関係）  

（平成２８規則４４・全改）  

様式第７号（第１１条関係）  

（平成２８規則４４・全改）  

 


