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○墨田区子どもの医療費の助成に関する条例 

平成５年９月３０日 

条例第３０号 

改正 平成６年３月３０日条例第１３号 

平成８年６月２８日条例第２０号 

平成１１年３月１２日条例第１４号 

平成１２年３月３０日条例第３４号 

平成１２年１２月１２日条例第６３号 

平成１４年９月３０日条例第４６号 

平成１７年３月３０日条例第２１号 

平成１８年３月３０日条例第２０号 

（題名改称） 

平成１９年７月２日条例第４０号 

平成２１年３月３０日条例第１６号 

平成２４年３月２９日条例第２２号 

（目的） 

第１条 この条例は、子どもを養育している者に対し、子どもに係る医療費の一部を

助成することにより、子どもの保健の向上と健やかな育成を図り、もって子育ての

支援に資することを目的とする。 

（平１８条２０・一部改正） 

（用語の定義） 

第２条 この条例において「子ども」とは、１５歳に達した日以後の最初の３月３１

日までの間にある者をいう。 

２ この条例において「子どもを養育している者」とは、次の各号のいずれかに該当

する者をいう。 

（１） 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 

（２） 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、
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その生計を維持する者 

３ 前項第１号の場合において、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、当該子どもは、当該父又は母のう

ちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、こ

れと生計を同じくするものとみなす。 

４ この条例にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていない

が、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。 

（平８条２０・平１８条２０・平１９条４０・一部改正） 

（対象者） 

第３条 この条例により医療費の助成を受けることができる者（以下「対象者」とい

う。）は、墨田区（以下「区」という。）の区域内に住所を有する子どもを養育し

ている者であって、その者が養育する子どもの疾病又は負傷について、国民健康保

険法（昭和３３年法律第１９２号）その他墨田区規則（以下「規則」という。）で

定める法令（以下「社会保険各法」という。）の規定により医療に関する給付が行

われるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する子どもを養育している

者は、当該子どもに係る医療費の助成については、対象者としない。 

（１） 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者 

（２） 規則で定める施設に入所している者 

（３） 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

託されている者 

（平１２条３４・平１７条２１・平１８条２０・平２１条１６・平２４条２

２・一部改正） 

第４条 削除 

（平１１条１４） 

（助成の範囲） 
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第５条 区は、子どもの疾病又は負傷について、国民健康保険法又は社会保険各法の

規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費（健康保険の療養に要

する費用の額の算定方法によって算定された額（当該法令の規定に基づきこれと異

なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定

された額）を超える額を除く。）のうち、当該法令の規定によって子どもに係る国

民健康保険法による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者

が負担すべき額（国民健康保険法又は社会保険各法の規定により負担すべき入院時

食事療養費に係る食事療養標準負担額（以下「食事療養標準負担額」という。）を

除く。）を助成する。 

２ 前項の規定による助成は、他の法令によって医療に関する給付を受けることがで

きるときは、その給付の限度において行わない。 

（平１２条３４・平１４条４６・平１８条２０・平１９条４０・一部改正） 

（医療証の交付） 

第６条 子どもに係る医療費の助成を受けようとする者は、養育する子どもについて、

規則で定めるところにより、区長に申請し、この条例による助成を受ける資格を証

する医療証の交付を受けなければならない。 

（平１８条２０・平１９条４０・一部改正） 

（医療費の助成方法） 

第７条 子どもに係る医療費の助成は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者（以

下「病院等」という。）に、医療証の交付を受けた対象者が、医療証を提示して、

診療、薬剤の支給又は手当てを受けた場合に、区が助成する額を当該病院等に支払

うことによって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支

払うことにより子どもに係る医療費の助成を行うことができる。 

（平１８条２０・平１９条４０・平２４条２２・一部改正） 

（食事療養標準負担額の支払方法） 

第７条の２ 前条第１項に規定する方法により子どもに係る医療費の助成を受ける対
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象者は、食事療養標準負担額を負担すべき場合に当該標準負担額を厚生労働省令の

規定の例により病院又は診療所に支払うものとする。 

（平１２条３４・追加、平１２条６３・平１８条２０・平１９条４０・一部

改正） 

（届出義務等） 

第８条 対象者は、第６条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、規則で

定めるところにより、その旨を速やかに区長に届け出なければならない。 

２ 区長は、必要があると認めるときは、対象者に現況に関する届出を行わせること

ができる。 

（平１８条２０・一部改正） 

（譲渡又は担保の禁止） 

第９条 対象者は、この条例による医療費の助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に

供してはならない。 

（助成費の返還） 

第１０条 区長は、偽りその他不正の行為によって、この条例による医療費の助成を

受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させ

ることができる。 

（委任） 

第１１条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

付 則 

この条例は、平成６年１月１日から施行する。 

付 則（平成６年３月３０日条例第１３号） 

この条例は、平成６年７月１日から施行する。 

付 則（平成８年６月２８日条例第２０号） 

この条例は、平成８年１０月１日から施行する。 

付 則（平成１１年３月１２日条例第１４号） 

この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 
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付 則（平成１２年３月３０日条例第３４号） 

１ この条例は、平成１２年１０月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の墨田区乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、こ

の条例の施行の日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に

行われた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。 

付 則（平成１２年１２月１２日条例第６３号） 

この条例は、平成１３年１月６日から施行する。 

付 則（平成１４年９月３０日条例第４６号） 

１ この条例は、平成１４年１０月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の墨田区乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、こ

の条例の施行の日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に

行われた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。 

付 則（平成１７年３月３０日条例第２１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成１８年３月３０日条例第２０号） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定及び付則

第３項の規定は平成１９年１月１日から、第３条の規定及び付則第４項の規定は墨

田区規則（以下「規則」という。）で定める日から施行する。 

（平成１８年規則第８６号により平成１９年４月１日から施行） 

２ 第１条の規定による改正後の墨田区子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、

平成１８年４月１日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前

に行われた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 第２条の規定による改正後の墨田区子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、

平成１９年１月１日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前

に行われた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 第３条の規定による改正後の墨田区子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、

付則第１項ただし書の規則で定める日以後における療養に係る医療費の助成につい
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て適用し、同日前に行われた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。 

付 則（平成１９年７月２日条例第４０号） 

１ この条例は、平成１９年１０月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の墨田区子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、こ

の条例の施行の日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に

行われた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。 

付 則（平成２１年３月３０日条例第１６号） 

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

付 則（平成２４年３月２９日条例第２２号） 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7/29 

○墨田区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則 

平成５年９月３０日 

規則第４０号 

改正 平成６年３月３０日規則第１２号 

平成８年９月３０日規則第７３号 

平成９年６月１日規則第３６号 

平成１０年３月２日規則第２号 

平成１０年３月３１日規則第４８号 

平成１０年９月３０日規則第７１号 

平成１１年３月３１日規則第２４号 

平成１２年３月３１日規則第３３号 

平成１２年１０月１日規則第１０４号 

平成１４年９月３０日規則第７３号 

平成１５年３月３１日規則第２３号 

平成１７年３月３１日規則第２８号 

平成１８年３月３０日規則第１２号 

（題名改称） 

平成１８年９月２９日規則第７４号 

平成１８年１２月１３日規則第８７号 

平成１９年９月２８日規則第７４号 

平成２０年３月３１日規則第２３号 

平成２０年９月２９日規則第７６号 

平成２５年２月２５日規則第３号 

平成２７年１２月２８日規則第１０６号 

平成２８年３月９日規則第１４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、墨田区子どもの医療費の助成に関する条例（平成５年墨田区条
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例第３０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１８規１２・一部改正） 

（用語の意義） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例によるほか、次

に定めるところによる。 

（１） 乳幼児 ６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） 児童 乳幼児以外の子どもをいう。 

（平１９規７４・全部改正） 

（規則で定める法令） 

第３条 条例第３条第１項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。 

（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） 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 

（４） 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

（５） 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

（平９規３６・平１０規２・一部改正） 

（規則で定める施設等） 

第４条 条例第３条第２項第２号に規定する規則で定める施設は、条例第５条第１項

に規定する子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

主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、

国又は地方公共団体において負担している施設（通所により利用する施設を除く。）

をいう。 

２ 前項の施設に児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）その他の法令による措置

によらずに入所している者を養育している者は、条例第３条第１項に規定する対象

者として同項の規定を適用する。 

（平１８規７４・全部改正、平１９規７４・平２５規３・一部改正） 

第５条から第７条まで 削除 
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（平１１規則２４） 

（医療証の交付申請） 

第８条 条例第６条の規定による申請は、乳幼児・子ども医療証交付申請書（第１号

様式）に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。 

（１） 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者で

あることを証する書類 

（２） 子どもを養育していることを明らかにすることができる書類 

（３） 対象者及び配偶者の前年の所得（１月から９月までの間に行う申請にあっ

ては、前々年の所得）の状況を証する書類 

（４） 対象者が児童手当法（昭和４６年法律第７３号）第１８条第１項に規定す

る被用者である場合には、それを明らかにすることができる書類 

２ 前項の規定にかかわらず、児童手当法による児童手当の支給を受けている者が児

童手当認定通知書又は児童手当支払決定通知書を提示するときは、同項第２号から

第４号までの書類の添付を省略することができる。 

３ 区長は、条例第６条の規定により申請があった場合において、条例第３条に規定

する対象者と決定したときは医療証（乳幼児に係るものにあっては第２号様式（以

下「乳幼児医療証」という。）、児童に係るものにあっては第２号の２様式（以下

「子ども医療証」という。））を交付し、同条に規定する対象者でないと決定した

ときは子ども医療費助成制度医療証交付申請却下決定通知書（第３号様式）により

申請者に通知する。 

４ 区長は、前項の規定により対象者として乳幼児医療証の交付を受けた者が、当該

医療証に係る乳幼児が６歳に達した日以後の最初の４月１日において引き続き条例

第３条に規定する対象者に該当すると認めるときは、当該対象者に対し子ども医療

証を交付する。 

（平６規１２・旧第８条繰上、平８規７３・旧第５条繰下・一部改正、平１

１規２４・平１４規７３・平１８規８７・平１９規７４・平２０規２３・平

２８規１４・一部改正） 
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（医療証の有効期間） 

第９条 医療証の有効期間は、前条第１項の申請をした日から最初に到来する９月３

０日までとし、以後毎年１０月１日に更新する。ただし、当該有効期間は、乳幼児

医療証にあっては当該医療証に係る乳幼児が６歳に達した日以後の最初の３月３１

日を超えないものとし、子ども医療証にあっては当該医療証に係る児童が１５歳に

達した日以後の最初の３月３１日を超えないものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、子どもの出生又は転入により対象者に該当した者に係

る医療証の有効期間の始期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日

とする。 

（１） 対象者に該当した日の翌日から起算して１５日以内に前条第１項の申請を

した場合 対象者に該当した日 

（２） 対象者に該当した日の翌日から起算して１５日を経過する日後に前条第１

項の申請をした場合で、対象者に該当した日の属する月と当該申請をした日の属

する月とが同じであるとき。 対象者に該当した日 

（３） 対象者に該当した日の翌日から起算して１５日を経過する日後に前条第１

項の申請をした場合で、当該申請をした日の属する月が対象者に該当した日の属

する月より後であるとき。 申請をした日の属する月の初日 

３ 第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の医療証の有効期間の始期は、

当該各号に定める日とする。 

（１） 災害その他やむを得ない事情により前条第１項の申請ができなかったと区

長が認める場合 区長が認めた日 

（２） 前条第４項の規定により子ども医療証を交付した場合 乳幼児が６歳に達

した日以後の最初の４月１日 

（平２０規２３・全部改正） 

（医療証の返還） 

第１０条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を区長に返還しな

ければならない。 
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（平６規１２・旧第１０条繰上、平８規７３・旧第７条繰下） 

（医療証の再交付） 

第１１条 対象者は、医療証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、子ども医療費

助成制度医療証再交付申請書（第４号様式）により区長に医療証の再交付を申請す

ることができる。 

２ 医療証を破損し、又は汚損したときの前項の規定による申請には、その医療証を

添えなければならない。 

３ 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、紛失した医療証を発見したとき

は、速やかに発見した医療証を区長に返還しなければならない。 

（平６規１２・旧第１１条繰上、平８規７３・旧第８条繰下、平１９規７４・

平２５規３・平２８規１４・一部改正） 

（子どもに係る医療費の助成の方法の特例） 

第１２条 条例第７条第２項に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当

する場合をいう。 

（１） 国民健康保険法又は社会保険各法により子どもに係る療養費又は療養費に

相当する家族療養費が支給されたとき。 

（２） 前号に定める場合のほか、区長が特に必要があると認めたとき。 

２ 条例第７条第２項の規定により医療費の助成を受けようとする対象者は、子ども

医療助成費支給申請書（第５号様式）により区長に申請しなければならない。 

３ 前項の規定による申請には、第１項第１号の療養費又は家族療養費の支給を証す

る書類を添付しなければならない。ただし、区が国民健康保険法による保険者とし

て子どもに係る療養費を支給する場合における申請については、この限りでない。 

（平６規１２・旧第１２条繰上、平８規７３・旧第９条繰下、平１８規１２・

平１９規７４・平２５規３・平２８規１４・一部改正） 

（変更届及び現況届） 

第１３条 条例第８条第１項の規定による届出は、子ども医療費助成制度申請事項変

更・受給事由消滅届（第６号様式）に医療証を添えて行わなければならない。 
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２ 条例第８条第２項の規定による届出は、子ども医療費助成制度現況届（第７号様

式）により行うものとする。この場合において、区長は、必要と認める書類の添付

を求めることができる。 

（平６規１２・旧第１３条繰上、平８規７３・旧第１０条繰下・一部改正、

平１８規１２・平１９規７４・平２５規３・一部改正） 

（受給資格消滅の通知） 

第１４条 区長は、対象者が条例第３条に規定する資格要件に該当しなくなったと認

めたときは、子ども医療費助成受給資格消滅通知書（第８号様式）により、当該対

象者であった者に通知する。ただし、対象者が死亡した場合は、この限りでない。 

（平６規１２・旧第１４条繰上、平８規７３・旧第１１条繰下・一部改正、

平１８規８７・平２５規３・一部改正） 

（添付書類の省略） 

第１５条 区長は、この規則により申請書又は変更届に添付する書類により証明すべ

き事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を添付させることを

省略することができる。 

（平６規１２・旧第１５条繰上、平８規７３・旧第１２条繰下・一部改正） 

付 則 

この規則は、平成６年１月１日から施行する。 

付 則（平成６年３月３０日規則第１２号） 

１ この規則中、第１条及び次項の規定は平成６年４月１日から、第２条の規定は同

年７月１日から施行する。 

２ 平成６年４月１日から同年６月３０日までの間に行うべき医療費の助成に係る所

得の制限について第１条の規定による改正後の墨田区乳幼児の医療費の助成に関す

る条例施行規則第７条第１項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得

金額」とあるのは、「総所得金額（地方税法の一部を改正する法律（平成４年法律

第５号）による改正前の地方税法附則第３３条の２の規定の適用を受ける者につい

ては、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第３１３
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条第１項に規定する総所得金額）」とする。 

付 則（平成８年９月３０日規則第７３号） 

この規則中、第１条の規定は、平成８年１０月１日から、第２条の規定は、平成９

年４月１日から施行する。 

付 則（平成９年６月１日規則第３６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成１０年３月２日規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成１０年３月３１日規則第４８号） 

この規則は、平成１０年４月１日から施行する。 

付 則（平成１０年９月３０日規則第７１号） 

この規則は、平成１０年１０月１日から施行する。 

付 則（平成１１年３月３１日規則第２４号） 

この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

付 則（平成１２年３月３１日規則第３３号） 

１ この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区乳幼児の医療費の助成に関

する条例施行規則第２号様式（裏）及び第２号の２様式（裏）により作成された用

紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

付 則（平成１２年１０月１日規則第１０４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成１４年９月３０日規則第７３号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２号様式（裏）の改正規定は、

平成１４年１０月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区乳幼児の医療費の助成に関

する条例施行規則第１号様式（表）及び第７号様式により作成された用紙で、現に

残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 
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付 則（平成１５年３月３１日規則第２３号） 

１ この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区乳幼児の医療費の助成に関

する条例施行規則第２号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要

の修正を加え、なお使用することができる。 

付 則（平成１７年３月３１日規則第２８号） 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

付 則（平成１８年３月３０日規則第１２号） 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

付 則（平成１８年９月２９日規則第７４号） 

この規則は、平成１８年１０月１日から施行する。 

付 則（平成１８年１２月１３日規則第８７号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

付 則（平成１９年９月２８日規則第７４号） 

この規則は、平成１９年１０月１日から施行する。 

付 則（平成２０年３月３１日規則第２３号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

付 則（平成２０年９月２９日規則第７６号） 

１ この規則は、平成２０年１０月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の第１号様式及び第６号様式により

作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することが

できる。 

付 則（平成２５年２月２５日規則第３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２７年１２月２８日規則第１０６号） 

この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

付 則（平成２８年３月９日規則第１４号） 
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この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
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第１号様式（表） 

（平２７規１０６・全部改正） 

第１号様式（裏） 

（平１９規７４・全部改正、平２０規７６・平２５規３・平２７規１０６・

平２８規１４・一部改正） 

第２号様式（表） 

（平１８規８７・平２５規３・一部改正） 

第２号様式（裏） 

（平１２規３３・平１２規１０４・平１４規７３・平１５規２３・平１８規

８７・平１９規７４・平２０規２３・平２５規３・平２８規１４・一部改正） 

第２号の２様式（表） 

（平１８規８７・追加、平１９規７４・平２５規３・一部改正） 

第２号の２様式（裏） 

（平１８規８７・追加、平１９規７４・平２０規２３・平２５規３・平２８

規１４・一部改正） 

第３号様式 

（平１７規２８・全部改正、平１８規８７・平１９規７４・平２５規３・平

２８規１４・一部改正） 

第４号様式 

（平６規１２・平８規７３・平１７規２８・平１８規８７・平１９規７４・

平２５規３・平２８規１４・一部改正） 

第５号様式 

（平１８規１２・全部改正、平２５規３・一部改正） 

第６号様式 

（平１９規７４・全部改正、平２０規７６・一部改正） 

第７号様式 

（平８規７３・全部改正、平１４規７３・平１７規２８・平１８規８７・平
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２５規３・一部改正） 

第８号様式 

（平１７規２８・全部改正、平１８規８７・平２５規３・平２８規１４・一

部改正） 

 


