
○流山市子ども医療費の助成に関する規則 

平成１４年１２月２７日 

規則第４５号 

改正 平成１６年１０月１日規則第４０号 

平成１８年７月３日規則第４４号 

平成２０年１２月１日規則第４２号 

平成２１年７月３１日規則第４３号 

平成２２年７月３０日規則第５０号 

平成２２年１０月４日規則第５７号 

平成２３年６月１日規則第１７号 

平成２４年７月６日規則第３５号 

平成２４年１１月３０日規則第４５号 

平成２５年３月２７日規則第１０号 

平成２５年１０月１０日規則第３９号 

平成２６年１０月１０日規則第３７号 

平成２７年１２月２８日規則第４１号 

（目的） 

第１条 この規則は、子どもの医療に要する費用を負担する保護者に対し、当

該費用の全部又は一部を助成することにより、子どもの保健対策の充実及び

保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子どもの保健の向上及び子育て支

援の充実に寄与することを目的とする。 

（用語の定義） 

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、当該各号に定め

るところによる。 

（１）子ども 満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 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母（父及び

母がともに当該父及び母の子である子どもを監護し、かつこれと生計を

同じくするときは、当該父及び母のうち、いずれか当該子どもの生計を

維持する程度の高い者） 

イ父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、か

つ、その生計を維持する者 



（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並びに入院時食事療

養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪

問看護療養費、高額療養費及び特別療養費の支給をいう。 

（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）自己負担金 国、県又は市町村が公費負担医療制度による給付決定を

した場合において、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をいう。 

（７）負担基準額 市がこの規則による給付の決定をした場合において、当

該給付を受けた保護者が負担しなければならない額をいう。 

（８）保険医療機関 医療保険各法の規定により療養等を取り扱う病院、診

療所若しくは薬局又はその他のものをいう。 

（助成対象者） 

第３条 この規則に定める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）子どもが本市に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されて

いる者 

（２）子どもが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者 

２ 前項の規定にかかわらず、保護者が生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）による保護を受けているとき（医療扶助のみ行われている者で、医療費

に自己負担が生じる場合を除く。）は、当該保護者は、助成対象者としない。 

（優先関係） 

第４条 子どもに係る疾病が、他の法令等による公費負担医療制度の対象とな

るものである場合には、その制度を優先適用する。 

（助成額） 



第５条 医療費として助成する額は、次に掲げる額から別表に定める負担基準

額を控除した額（一部負担金が負担基準額に満たないときはその額。）とす

る。ただし、保険調剤については別表に定める世帯区分にかかわらず、次に

掲げる額とする。 

（１）助成対象者が保険医療機関で子どもに係る保険給付を受けた場合は、

その一部負担金に相当する額 

（２）助成対象者が子どもに係る保険給付につき保険医療機関で一部負担金

を負担した場合は、当該一部負担金の額 

（３）国又は地方公共団体が公費負担医療制度による給付決定をした場合に

おいては、自己負担金の額 

２ 前項の助成は、他の法令等により国又は地方公共団体による医療給付を受

けた場合及び医療保険各法の規定に基づく規則又は定款等により附加給付金

の支給を受けた場合は、当該助成額からその額を除くものとする。 

（入院医療費の助成対象期間） 

第６条 医療費の助成の対象となる医療機関への入院期間は、入院した日から

退院した日（満１５歳に達した日以後の最初の３月３１日を含む入院にあっ

ては当該３月３１日）までとする。 

（申請） 

第７条 この規則による子どもの医療費の助成を受けようとする者（以下「申

請者」という。）は、子ども医療費助成申請書（別記第１号様式）に次に掲

げる書類を添えて、受給資格の登録を市長に申請しなければならない。ただ

し、第１１条第３項の規定による場合は、この限りでない。 

（１）医療保険各法による被保険者証又は組合員証（以下「被保険者証等」

という。）の写し 

（２）次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める年度の市町村民税額及び

その基礎となった所得を証する書類 

ア申請の日が４月１日から７月１日までの間であるとき 当該申請の日の

属する年度の前年度 

イ申請の日が７月２日から翌年の３月３１日までの間であるとき 当該申

請の日の属する年度 

（３）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項第２号の規定により提出する書類により証明すべき事実を本

人の同意により公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省



略させることができる。 

（受給資格の登録事項） 

第８条 前条の受給資格の登録に関する事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）子どもの住所、氏名、生年月日及び保護者氏名 

（２）子どもに係る被保険者証等の記載事項 

（３）その他市長が必要と認める事項 

（受給券の交付等） 

第９条 市長は、第７条に規定する申請があった場合において、助成すること

と決定したときは、当該申請に係る者に対し、子ども医療費助成受給券（別

記第２号様式。以下「受給券」という。）を交付し、助成することにしない

と決定したときは、子ども医療費助成申請却下決定通知書（別記第３号様式）

により通知するものとする。 

２ 助成対象者から受給券の紛失又は毀損若しくは汚損等の理由により子ども

医療費助成受給券再交付申請書（別記第４号様式）の提出があった場合、受

給券を再交付するものとする。 

３ 前項の申請の場合において、受給券を毀損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。 

（受給券の有効期間及び更新） 

第１０条 受給券の有効期間は、次に掲げる日から同日以後の最初の７月３１

日までとする。ただし、次に掲げる日が当該子どもが満１５歳に達した日以

後である場合は、同日以後の最初の３月３１日までとする。 

（１）月の初日において申請した場合は、当該申請日 

（２）月の途中で申請した場合は、当該申請日の属する月の翌月の初日 

（３）世帯区分の変更があった場合は、届出があった日の属する月の翌月の

初日 

（４）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める日 

２ 市長は、受給券の有効期間が終了した場合において、当該受給券の交付を

受けた保護者が引き続き第３条に規定する助成対象者の要件に該当している

と認めるときは、当該有効期間の更新を行うものとする。 

３ 前項の更新を行う場合は、市長は、毎年７月１日現在の子どもの属する世

帯の当該年度の市町村民税額を助成対象者の同意の上確認し、世帯区分を認

定するものとする。 

４ 第２項の有効期間の更新を受ける助成対象者が、その年の１月１日におい



て本市に住所を有しなかったときは、当該年度の市町村民税額を証する書類

を市長に提出しなければならない。 

（助成の方法） 

第１１条 市長は、助成対象者が子どもに係る医療費の助成を受けようとする

場合において、保険医療機関に受給券と被保険者証等を提示したときには、

保険医療機関の請求に基づき、助成対象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。 

２ 前項の規定による支払がなされた場合は、助成対象者に対し助成を行った

ものとみなす。 

３ 助成対象者が保険医療機関において一部負担金を支払った場合で、医療費

の助成を受けようとするときは、助成対象者は子ども医療費助成金交付申請

書（別記第５号様式）に保険医療機関が発行する保険診療証明又は領収書（保

険による医療に要した費用に関する内容が明記されているもの）及び高額療

養費等が支払われた場合はその旨を証する書面を添えて市長に申請しなけれ

ばならない。ただし、助成対象者が母子保健法（昭和４０年法律第１４号）

第２０条第１項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給を受けた

者であるときは、当該養育医療の徴収金が発生する場合に限り、当該養育医

療の給付又は当該養育医療に要する費用の支給に係る申請をしたときに子ど

も医療費助成金交付申請があったものとみなす。 

４ 前項の場合において、助成対象者が第７条の規定による申請を行っていな

いとき又は子どもが受けた医療に係る申請を行うときは、同条第１項各号に

掲げる書類を添付しなければならない。 

５ 第７条第２項の規定は、前項の場合に準用する。 

６ 第３項の申請は、当該子どもが受けた医療に関する医療費を支払った日の

翌日から起算して２年以内に行わなければならない。 

（助成金の交付） 

第１２条 市長は、前条第３項の規定による申請書を受けたときは、速やかに

その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、子ども医療費助成金交付

決定（申請却下）通知書（別記第６号様式）により当該申請に係る者に通知

するものとする。ただし、前条第３項ただし書の規定により申請があったも

のとみなされた場合は、養育医療の給付を受ける場合にあっては、流山市未

熟児養育医療の給付等に関する規則（平成２５年流山市規則第１０号）第１

４条の規定による通知、養育医療に要する費用の支給を受ける場合にあって



は同規則第９条第２項の規定による通知をもって、決定の通知にかえること

ができる。 

２ 前項ただし書の規定による通知を受けた場合においては、当該通知をもっ

て助成金を交付したものとみなす。 

（助成の制限） 

第１３条 第５条の規定にかかわらず子どもの保険給付について、その原因が

第三者行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部

又は一部につき第三者から賠償等が行われるときは、その限りにおいて助成

しないものとする。 

（高額療養費の請求） 

第１４条 市長は、助成対象者の保護する子どもが本市の国民健康保険の加入

者であって、子ども医療費のうち高額療養費に該当する医療費がある場合は、

当該助成対象者の同意を受け、子ども医療費に係る高額療養費の請求及び受

領を行うものとする。 

２ 前項の助成対象者が高額療養費の受給権者でない場合は、当該助成対象者

は、当該受給権者から高額療養費の請求等に関する権限の委任を受けなけれ

ばならない。 

（届出） 

第１５条 助成対象者は、自己又は子どもについて、第８条の受給資格の登録

内容に変更が生じた場合は、速やかに子ども医療費受給資格登録変更届（別

記第７号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出を受理した場合において、受給券の記載事

項を変更する必要があるときは、助成対象者に記載事項を変更した受給券を

交付するものとする。 

３ 助成対象者は、有効期間終了及び転出等の理由により受給資格を喪失した

場合は、子ども医療費助成受給券返納届（別記第８号様式）と受給券を市長

に提出するものとする。ただし、有効期間終了に伴う受給券の返納は同届を

省略することができる。 

（受給権の消滅） 

第１６条 受給券の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとな

ったときは、当該各号に定める日をもって、受給権は消滅する。 

（１）子どもが死亡したとき 死亡した日の翌日 

（２）第３条に規定する助成対象者でなくなったとき 助成対象者でなくな



った日 

（助成金の返還） 

第１７条 市長は、偽りその他不正な行為により第５条に定める助成を受けた

者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることが

できる。 

（公簿等の確認） 

第１８条 市長は、この規則の施行のため必要と認めるときは、必要な公簿等

を本人の同意により確認することができる。 

２ 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書

類により証明すべき事実を前項の規定により確認することができるときは、

当該書類の添付を省略させることができる。 

（関係簿冊） 

第１９条 市長は、子ども医療費助成の適正を期するため、子ども医療費助成

台帳（別記第９号様式）を作成し、常に整理しておかなければならない。 

（記録管理） 

第２０条 市長は、受給券を交付した者について、その氏名及び住所、受給券

の交付日及び有効期間、その保護する子どもの氏名、その他医療費助成に当

たって必要な事項を、電子計算機その他の情報機器を利用して記録管理する

ものとする。 

（委任） 

第２１条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

（流山市乳幼児医療対策事業規則の廃止） 

２ 流山市乳幼児医療対策事業規則（昭和４８年流山市規則第１８号。以下「旧

規則」という。）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この規則の規定は、平成１５年４月１日以後の療養に係る医療費の助成に

ついて適用し、施行日以前の療養に係る医療費の助成については、廃止前の

旧規則を適用する。 

４ 施行日以前において入院していた者であって、施行日以後も引き続き入院

しているものについては、この規則の規定にかかわらず、廃止前の旧規則を



適用する。 

５ 第６条第１項の規定による申請及び第８条第１項の規定による受給券の交

付、その他この規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行日以前にお

いても行うことができる。 

附 則（平成１６年１０月１日規則第４０号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前のそれぞれの規則により

調製された申請書、届出書その他の書類が残存している場合は、当分の間、

所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成１８年７月３日規則第４４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１８年８月１日から施行する。ただし、第２条第６号の

改正規定（「特定療養費」を「保険外併用療養費」に改める部分に限る。）

は、平成１８年１０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流山市乳幼児医療費の助成に関する規則の規定

（第２条第６号の改正規定（「特定療養費」を「保険外併用療養費」に改め

る改正規定による改正後の同号の規定に限る。）を除く。）は、この規則の

施行の日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、同日前の療養に係

る医療費の助成については、なお従前の例による。 

３ この規則による改正後の流山市乳幼児医療費の助成に関する規則の規定

（第２条第６号の改正規定（「特定療養費」を「保険外併用療養費」に改め

る改正規定による改正後の同号の規定に限る。）に限る。）は、平成１８年

１０月１日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、同日前の療養に

係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

４ この規則の施行前に、この規則による改正前の流山市乳幼児医療費の助成

に関する規則の規定によりなされた申請、受給券の交付その他の行為は、こ

の規則による改正後の相当規定によりなされた申請、受給券の交付その他の

行為とみなす。 

附 則（平成２０年１２月１日規則第４２号） 

（施行期日） 



１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の流山市乳幼児医療費の助成に関する規則の規定に

基づき調製した別記第１号様式、第５号様式及び第７号様式は、これらの用

紙が現に残存している場合は、従前の例により使用することができる。 

附 則（平成２１年７月３１日規則第４３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２１年８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流山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後の療養に係る医療費の助成について適用し、同日前

の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行前に、この規則による改正前の流山市乳幼児医療費の助成

に関する規則の規定によりなされた申請、受給券の交付その他の行為は、こ

の規則による改正後の相当規定によりなされた申請、受給券の交付その他の

行為とみなす。 

附 則（平成２２年７月３０日規則第５０号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２２年８月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の流山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後の療養に係る医療費の助成について適用し、同日前

の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

附 則（平成２２年１０月４日規則第５７号） 

（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 この規則による改正後の流山市子ども医療費の助成に関する規則第７条の

規定による申請、第８条の規定による登録及び第９条第１項の規定による決

定並びにこれらに関し必要な手続は、この規則の施行の日前においても行う

ことができる。 

（経過措置） 

３ この規則の施行前に、この規則による改正前の流山市子ども医療費の助成



に関する規則の規定によりなされた申請、受給券の交付その他の行為は、こ

の規則による改正後の相当規定によりなされた申請、受給券の交付その他の

行為とみなす。 

附 則（平成２３年６月１日規則第１７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。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の流山市子ども医療費の助成に関する規則の規定は、

この規則に施行の日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、同日前

の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

附 則（平成２４年７月６日規則第３５号） 

この規則は、平成２４年７月９日から施行する。 

附 則（平成２４年１１月３０日規則第４５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流山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後の療養に係る医療費について適用し、同日前の療養

に係る医療費については、なお従前の例による。 

附 則（平成２５年３月２７日規則第１０号抄） 

（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２５年１０月１０日規則第３９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２５年１２月１日から施行する。ただし、附則第３項及

び第４項の規定は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の流山市子ども医療費の助成に関する規則（以下「改

正後の規則」という。）の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後の療養に係る医療費について適用し、同日前の療養に係る医療

費については、なお従前の例による。 

（経過措置） 

３ この規則の施行により新たに通院に係る医療費の助成の対象となる子ども



（この規則による改正前の流山市子ども医療費の助成に関する規則第９条第

１項の規定により受給券の交付を受けているものに限る。以下「改正規則に

より助成対象となる子ども」という。）にあっては、当該助成に係る改正後

の規則第７条第１項の規定による申請があったとみなし、改正後の規則第９

条第１項の受給券を改正規則により助成対象となる子どもに係る助成対象者

に交付する。 

（事前手続） 

４ 改正規則により助成対象となる子どもに係る改正後の規則第７条第１項の

規定による申請、第８条の登録及び第９条第１項の規定による決定に係る手

続は、施行日前においても行うことができる。 

附 則（平成２６年１０月１０日規則第３７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２６年１２月１日から施行する。ただし、附則第３項及

び第４項の規定は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の流山市子ども医療費の助成に関する規則（以下「改

正後の規則」という。）の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後の療養に係る医療費について適用し、同日前の療養に係る医療

費の助成については、なお従前の例による。 

（経過措置） 

３ この規則の施行により新たに通院に係る医療費の助成の対象となる子ども

（この規則による改正前の流山市子ども医療費の助成に関する規則第９条第

１項の規定により受給券の交付を受けている者に限る。）にあっては、当該

助成に係る改正後の規則第７条第１項の規定による申請があったとみなし、

改正後の規則第９条第１項の受給券を当該子どもに係る助成対象者に交付す

る。 

（事前手続） 

４ この規則の施行により新たに通院に係る医療費の助成の対象となる子ども

（この規則による改正前の流山市子ども医療費の助成に関する規則第９条第

１項の規定により受給券の交付を受けている者を除く。）に係る改正後の規

則第７条第１項の規定による申請及び当該申請に係る受給資格の登録並びに

第９条第１項の規定による助成の可否の決定及び同条第２項の規定による受

給券の再交付に係る手続は、施行日前においても行うことができる。 



附 則（平成２７年１２月２８日規則第４１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定により調製された

様式が残存している場合は、当分の間、所要の調整をして使用することがで

きる。 

別表（第５条関係） 

世帯区分 負担基準額（円） 

入院１日又は通院１回当

たり 

A 生活保護法による被保護世帯であって、医療扶

助単一給付のものであり自己負担のある場合 

０ 

B 市町村民税非課税世帯 ０ 

C 市町村民税所得割非課税世帯であって、市町村

民税均等割りのみ課税世帯 

０ 

D 市町村民税所得割課税世帯 ２００ 



別記 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



別記 

第１号様式（第７条関係） 

第２号様式（第９条関係） 

第３号様式（第９条関係） 

第４号様式（第９条関係） 

第５号様式（第１１条関係） 

第６号様式（第１２条関係） 

第７号様式（第１５条関係） 

第８号様式（第１５条関係） 

第９号様式（第１９条関係） 

 


