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○我孫子市子ども医療費の助成に関する規則 

平成22年９月15日規則第52号 

改正 

平成23年６月15日規則第27号 

平成24年７月４日規則第45号 

平成24年７月19日規則第49号 

平成25年３月29日規則第22号 

平成28年３月31日規則第36号 

平成28年12月27日規則第76号 

平成29年12月20日規則第44号 

平成30年７月３日規則第31号 

我孫子市子ども医療費の助成に関する規則 

我孫子市乳幼児医療費の助成に関する規則（平成15年規則第６号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、子どもの保健対策の充実を図ることを目的に、保護者の経済的負担を軽減す

る等市民の子育てを支援するために実施する子どもに係る医療費（以下「子ども医療費」という。）

の助成に関し必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 子ども 15歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者をいう。 

(２) 保護者 子どもの親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。 

(３) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。 

ア 健康保険法（大正11年法律第70号） 

イ 船員保険法（昭和14年法律第73号） 

ウ 私立学校教職員共済法（昭和28年法律第245号） 

エ 国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号） 

オ 国民健康保険法（昭和33年法律第192号） 

カ 地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号） 

(４) 保険給付 医療保険各法の規定による療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、
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療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費、高額療養費等をい

う。 

(５) 一部負担金 医療費の額から医療保険各法の規定により給付される額を控除した額をいう。 

(６) 保険医療機関 医療保険各法に基づき指定された病院、診療所、保険調剤薬局、接骨院等

をいう。 

（助成対象者） 

第３条 この規則に基づき子ども医療費の助成を受けることができる者（以下「助成対象者」とい

う。）は、次の各号のいずれにも該当する子どもの保護者とする。 

(１) 子どもが、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。ただし、市

長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。 

(２) 子どもが、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護世帯に属する子ど

もは、助成の対象としない。 

（優先関係） 

第４条 子どもに係る疾病、負傷等が、他の法令等による医療給付制度（以下「公費負担医療制度」

という。）の対象となるものである場合又は独立行政法人日本スポーツ振興センターによる医療

給付の対象となるものである場合には、その制度を優先して適用する。 

（助成対象） 

第５条 助成の対象となる子ども医療費は、子どもが保険医療機関に通院し、又は入院した場合に

要した医療費（その原因が第三者の行為によって生じたものを除く。）であって、保険給付の対

象となるものとする。 

（助成額） 

第６条 子ども医療費の助成額は、次に掲げる額から別表に定める世帯区分に応じ、子ども医療費

自己負担額を控除した額とする。 

(１) 助成対象者が子どもに係る保険給付について保険医療機関で負担した一部負担金の額 

(２) 公費負担医療制度による給付決定を受けた場合において、当該給付を受けた者又はその保

護者がその負担能力に応じて負担しなければならない額 

２ 前項の場合において、医療保険各法に基づく規則、定款等により附加給付金の支給があったと

きは、前項の規定により算定した助成額からその額を控除する。 

（登録申請） 
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第７条 子ども医療費の助成を受けようとする助成対象者は、あらかじめ市長の登録を受けなけれ

ばならない。 

２ 前項の登録を受けようとする助成対象者は、我孫子市子ども医療費助成登録申請書（様式第１

号）（以下「登録申請書」という。）に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならな

い。ただし、第２号に掲げる書類は、子どもと同一世帯の者及び助成対象者の同意を得て市が保

有する公簿等により確認することができる場合は、これを省略することができる。 

(１) 子どもに係る医療保険各法による被保険者証（日雇特例被保険者手帳（健康保険印紙をは

り付けるべき余白があるものに限る。）及び被扶養者証を含む。）、組合員証又は加入者証（以

下「被保険者証等」という。）の写し 

(２) 子どもの属する世帯全員の住民票並びに前年の所得の額（１月から５月までの申請分につ

いては、前々年の所得とする。）及び市町村民税の額を明示する市町村長の証明書（所得額、

控除額、扶養人数及び市町村民税額が記載されたものに限る。）（助成対象者が子どもと異な

る住所を有する場合は、助成対象者に係るこれらの書類を含む。） 

（受給券の交付等及び登録） 

第８条 市長は、登録申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、登録を決定した

ときは我孫子市子ども医療費助成受給券（様式第２号）（以下「受給券」という。）を交付し、

登録しないことを決定したときは我孫子市子ども医療費助成登録申請却下通知書（様式第３号）

により当該助成対象者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により受給券を交付したときは、子どもに関する次に掲げる事項について

登録するものとする。 

(１) 氏名、住所、性別及び生年月日並びに保護者の氏名及び住所 

(２) 被保険者証等の記載事項 

(３) その他市長が必要があると認める事項 

（子ども医療費の助成範囲） 

第９条 子ども医療費は、助成対象者が登録申請書を市長に提出した日以後に受診したものについ

て助成する。ただし、子どもが出生し、又は本市に転入した場合において、当該出生又は転入の

日の翌日から起算して１月（市長が必要と認める場合にあっては、市長が別に定める期間）以内

に登録申請書を市長に提出したときは、当該出生又は転入の日以後に受診した医療費について助

成する。 

（受給券の有効期間及び更新） 
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第10条 受給券の有効期間は、毎年８月１日から翌年７月31日までとする。ただし、初めて登録申

請書を提出した場合は、当該登録申請書を提出した日の属する月の翌月１日から最初に到達する

７月31日までとする。 

２ 第８条第１項の規定により受給券の交付を受けた者（以下「助成決定保護者」という。）は、

受給券を更新しようとするときは、毎年７月１日における次に掲げる事項について、市長に届け

出なければならない。ただし、第７条第２項ただし書の規定により確認できる場合又は市長が特

に認める場合については、この限りでない。 

(１) 第３条第１項各号に掲げる事項 

(２) 子どもの属する世帯の所得の額及び市町村民税の額 

（子ども医療費の助成方法） 

第11条 助成決定保護者は、子ども医療費の助成を受けようとするときは、受診する保険医療機関

がこの制度の委託を受けた保険医療機関である場合は、受診する際に当該保険医療機関の窓口に

受給券及び被保険者証等を提示するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する保険医療機関の請求に基づき、助成決定保護者に代わり助成すべき額

を当該保険医療機関へ支払うものとする。 

３ 前項の規定による支払がなされたときは、助成決定保護者に対し助成を行ったものとみなす。 

４ 助成決定保護者は、次の各号のいずれかの事由により保険医療機関に対し一部負担金を支払っ

た場合において、子ども医療費の助成を受けようとするときは、我孫子市子ども医療費助成金交

付申請書（償還払い）（様式第４号）に保険医療機関が発行する我孫子市子ども医療費計算書（様

式第５号）又は領収書を添付し、医療費を支払った日から起算して２年以内に市長に申請しなけ

ればならない。 

(１) 第１項に規定する保険医療機関に受給券を提示しなかった場合 

(２) 受診した保険医療機関がこの制度について委託を受けていなかった場合 

５ 子ども医療費の対象となる子どもが母子保健法（昭和40年法律第141号）第20条第１項の規定に

より養育医療の給付を受けている場合は、前各項の規定にかかわらず、市長が別に定める方法に

より助成するものとする。 

（助成金の交付） 

第12条 市長は、前条第４項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と

認めるときは我孫子市子ども医療費助成金交付決定通知書（様式第６号）により、不適当と認め

るときは我孫子市子ども医療費助成金交付申請却下通知書（様式第７号）により、助成決定保護
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者に通知するものとする。 

（助成金の支払方法） 

第13条 子ども医療費に係る助成金の支払は、助成決定保護者が指定する金融機関の口座に振り込

む方法によるものとする。 

（変更届等） 

第14条 助成決定保護者は、第８条第２項に規定する登録事項に変更があったときは、速やかに我

孫子市子ども医療費助成受給資格登録変更届（様式第８号）により、市長に届け出なければなら

ない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、内容を確認の上、必要があると認めるときは、

現に交付されている受給券と引換えに新たな受給券を交付するものとする。 

３ 前項の規定により交付された受給券の有効期間は、従前の受給券の有効期間と同一の期間とす

る。ただし、別表に定める世帯区分に変更が生ずる場合には、当該受給券の有効期間は、第１項

の規定による届出があった日の属する月の翌月の初日から従前の受給券の有効期間の満了の日ま

でとする。 

（受給券の再交付） 

第15条 助成決定保護者は、受給券を紛失し、又は破損し、若しくは汚損したことにより受給券の

再交付を受けようとするときは、我孫子市子ども医療費助成受給券再交付申請書（様式第９号）

により、市長に申請しなければならない。この場合において、受給券を破損し、又は汚損したこ

とによるときは、当該受給券を添付しなければならない。 

（受給権の消滅） 

第16条 助成決定保護者が第３条に規定する助成対象者の要件に該当しなくなったときは、当該該

当しなくなった日をもって、受給権は消滅する。 

（受給券の返納） 

第17条 助成決定保護者は、前条の規定により受給権が消滅したときは、速やかに我孫子市子ども

医療費助成受給券返納届（様式第10号）に受給券を添付し、市長に届け出なければならない。 

（助成金の返還） 

第18条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から

当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。 

（関係簿冊） 

第19条 市長は、受給券に係る子どもについて、我孫子市子ども医療費助成台帳（様式第11号）を
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作成し、常に整理しておかなければならない。 

（補則） 

第20条 この規則に定めるもののほか必要事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成22年12月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 子ども医療費の助成に係る申請、受給券の交付その他この規則を施行するために必要な準備行

為は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前においても行うことができる。 

（助成期間の特例） 

３ この規則の施行の際現に学校教育法に基づく小学校又は特別支援学校小学部の第１学年、第２

学年又は第３学年に在学する子どもに係る子ども医療費の助成期間は、改正後の第８条の申請を

平成23年３月31日までの間にした場合に限り、第４条本文の規定にかかわらず、この規則の施行

日から開始する。 

（経過措置） 

４ 改正後の我孫子市子ども医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行日以後に受診す

る医療費について適用し、同日前に受診した医療費については、なお従前の例による。 

５ この規則の施行の際現に改正前の第９条第１項の規定により交付された我孫子市乳幼児医療費

助成受給券は、当該受給券の助成期間が満了するまでの間、改正後の第９条の規定により交付さ

れた受給券とみなす。 

（我孫子市事務分掌規則の一部改正） 

６ 我孫子市事務分掌規則（昭和63年規則第34号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表第４（第４条第１項関係）  別表第４（第４条第１項関係）  

(１)の表及び(２)の表 略  (１)の表及び(２)の表 略  

(３) 市民生活部  (３) 市民生活部  

 区分 事務の概目   区分 事務の概目  

 市民課 受付担

当 

○住民異動の届出及び

申出の受付に関する

こと。 

  市民課 受付担

当 

○住民異動の届出及び

申出の受付に関する

こと。 
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   ○住民票及び戸籍の附

票の写し並びに記載

事項証明の交付に関

すること。 

    ○住民票及び戸籍の附

票の写し並びに記載

事項証明の交付に関

すること。 

 

   ○戸籍の謄抄本及び記

載事項証明の交付に

関すること。 

    ○戸籍の謄抄本及び記

載事項証明の交付に

関すること。 

 

   ○印鑑登録に関するこ

と。 

    ○印鑑登録に関するこ

と。 

 

   ○郵送申請による各種

証明書の交付に関す

ること。 

    ○郵送申請による各種

証明書の交付に関す

ること。 

 

   ○印鑑登録証明に関す

ること。 

    ○印鑑登録証明に関す

ること。 

 

   ○住民票等の共同発行

に関すること。 

    ○住民票等の共同発行

に関すること。 

 

   ○住民票の広域交付に

関すること。 

    ○住民票の広域交付に

関すること。 

 

   ○自動車の臨時運行許

可に関すること。 

    ○自動車の臨時運行許

可に関すること。 

 

   ○妊娠届の受付及び母

子手帳の交付に関す

ること。 

    ○妊娠届の受付及び母

子手帳の交付に関す

ること。 

 

   ○国民健康保険及び国

民年金の資格得喪の

受付に関すること。 

    ○国民健康保険及び国

民年金の資格得喪の

受付に関すること。 

 

   ○後期高齢者医療保険

の資格喪失の受付に

関すること。 

    ○後期高齢者医療保険

の資格喪失の受付に

関すること。 

 

   ○介護保険認定申請の     ○介護保険認定申請の  
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受付に関すること。 受付に関すること。 

   ○子ども医療費及び児

童医療費の助成申請

の受付に関すること。 

    ○乳幼児医療費助成等

申請に関すること。 

 

   ○児童手当認定請求の

受付に関すること。 

    ○児童手当認定請求の

受付に関すること。 

 

   ○学齢児童及び生徒の

入学並びに転学申請

の受付に関すること。 

    ○学齢児童及び生徒の

入学並びに転学申請

の受付に関すること。 

 

   ○行政サービスセンタ

ーとの連絡調整に関

すること。 

    ○行政サービスセンタ

ーとの連絡調整に関

すること。 

 

   ○手数料の徴収に関す

ること。 

    ○手数料の徴収に関す

ること。 

 

  戸籍担

当の目

から住

居表示

担当の

目まで 

略 

略    戸籍担

当の目

から住

居表示

担当の

目まで 

略 

略  

 市民活

動支援

課（男

女共同

参画

室）の

項及び

市民安

全課の

略 略   市民活

動支援

課（男

女共同

参画

室）の

項及び

市民安

全課の

略 略  



9/26 

項 

略 

項 

略 

(４)の表から(８)の表まで 略  (４)の表から(８)の表まで 略  

（我孫子市役所行政サービスセンター設置規則の一部改正） 

７ 我孫子市役所行政サービスセンター設置規則（平成17年規則第７号）の一部を次のように改正

する。 

改正後 改正前 

（所掌事務） （所掌事務） 

第４条 行政サービスセンターの所掌事務は、

次のとおりとする。 

第４条 行政サービスセンターの所掌事務は、

次のとおりとする。 

(１)から(11)まで 略 (１)から(11)まで 略 

(12) 子ども医療費及び児童医療費の助成申

請の受付に関すること。 

(12) 乳幼児医療費助成等申請に関するこ

と。 

(13)から(16)まで 略 (13)から(16)まで 略 

（市長等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正） 

８ 市長等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成19年規則第37

号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第３条関係）  別表（第３条関係）  

電子申請・届出サービス手続一覧  電子申請・届出サービス手続一覧  

 番号 課名 手続名   番号 課名 手続名  

 １の

項か

ら22

の項

まで

略 

略 略   22 略 略  

 23 子ども支

援課 

子ども医療費助成受

給券再交付申請書 

  23 子ども支

援課 

乳幼児医療費助成受

給券再交付申請書 
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 24の

項か

ら30

の項

まで

略 

略 略   24の

項か

ら30

の項

まで

略 

略 略  

          

附 則（平成23年６月15日規則第27号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成23年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の我孫子市子ども医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日（以下「施

行日」という。）以後に受診する医療費について適用し、施行日前に受診した医療費については、

なお従前の例による。 

（我孫子市児童医療費の助成に関する規則の廃止） 

３ 我孫子市児童医療費の助成に関する規則（平成20年規則第33号）は、廃止する。 

（我孫子市児童医療費の助成に関する規則の廃止に伴う経過措置） 

４ この規則の施行日前に受診した児童に係る医療費については、なお従前の例による。 

（我孫子市事務分掌規則の一部改正） 

５ 我孫子市事務分掌規則（昭和63年規則第34号）の一部を次のように改正する。 

別表第４(３)の表市民課の項受付担当の目中「○子ども医療費及び児童医療費の助成申請の受

付に関すること。」を「○子ども医療費の助成申請の受付に関すること。」に改める。 

（我孫子市役所行政サービスセンター設置規則の一部改正） 

６ 我孫子市役所行政サービスセンター設置規則（平成17年規則第７号）の一部を次のように改正

する。 

第４条第12号中「子ども医療費及び児童医療費」を「子ども医療費」に改める。 

附 則（平成24年７月４日規則第45号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成24年７月９日から施行する。 

（経過措置） 
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４ この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成され

た様式の用紙で、現に残存するものは、必要な調整をした上、なお当分の間、使用することがで

きる。 

(１) 我孫子市住居表示に関する条例施行規則 

(２) 我孫子市印鑑条例施行規則 

(３) あびこ市民カードの交付等に関する規則 

(４) 我孫子市下水道排水設備指定工事店規則 

(５) 我孫子市ママヘルプサービス事業規則 

(６) 我孫子市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業規則 

(７) 我孫子市難病患者等日常生活用具給付事業規則 

(８) 我孫子市助産施設及び母子生活支援施設入所措置に関する規則 

(９) 我孫子市子ども医療費の助成に関する規則 

附 則（平成24年７月19日規則第49号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成24年12月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の我孫子市子ども医療費の助成に関する規則（以下「新規則」という。）

の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後に受診する医療費について適用

し、施行日前に受診した医療費については、なお従前の例による。 

（助成範囲の特例） 

３ この規則の施行の際、現に学校教育法に基づく小学校又は特別支援学校小学部の第４学年から

第６学年まで及び中学校又は特別支援学校中学部に在学する子ども（次項において「小学校高学

年及び中学生の子ども」という。）に係る子ども医療費は、新規則第９条本文の規定にかかわら

ず、助成対象者が新規則第７条第２項の申請を平成25年３月31日までの間にした場合に限り、施

行日以後に受診したものについて助成する。 

（準備行為） 

４ 小学校高学年及び中学生の子どもに係る新規則第７条第２項の申請、新規則第８条第１項の登

録の決定及び受給券の交付その他この規則を施行するために必要な準備行為は、施行日前におい

ても行うことができる。 

附 則（平成25年３月29日規則第22号抄） 
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（施行期日） 

１ この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月31日規則第36号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年12月27日規則第76号） 

この規則は、平成29年１月１日から施行する。 

附 則（平成29年12月20日規則第44号） 

この規則は、平成30年１月１日から施行する。 

附 則（平成30年７月３日規則第31号） 

この規則は、平成30年８月１日から施行する。 

別表（第６条関係） 

世帯区分 
子ども医療費自己負担額 

（入院１日及び通院１回当たり） 

市町村民税所得割非課税世帯 ０円 

上記以外の世帯 200円 

備考 保険調剤については、子ども医療費自己負担額を徴しない。 



13/26 

様式第１号（第７条関係） 
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様式第２号（第８条関係） 



16/26 
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様式第３号（第８条関係） 

 



18/26 

様式第４号（第11条関係） 



19/26 

 



20/26 

様式第５号（第11条関係） 

 



21/26 

様式第６号（第12条関係） 

 



22/26 

様式第７号（第12条関係） 

 



23/26 

様式第８号（第14条関係） 
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様式第９号（第15条関係） 
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様式第10号（第17条関係） 
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様式第11号（第19条関係） 

 


