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○富士見市こども医療費支給に関する規則 

昭和４９年５月１３日 

規則第１２号 

改正 昭和５０年１月２４日規則第２号 

昭和５０年７月１日規則第１６号 

昭和６０年３月１８日規則第５号 

平成５年１２月２２日規則第４５号 

平成６年１０月１日規則第２０号 

平成９年８月２９日規則第１３号 

平成１０年６月２５日規則第１８号 

平成１０年１２月２２日規則第３４号 

平成１３年１２月２５日規則第２３号 

平成１４年３月２９日規則第８号 

平成１５年２月２０日規則第４号 

平成１６年３月２４日規則第６号 

平成２０年７月９日規則第２９号 

（題名改称） 

平成２０年１２月１５日規則第３６号 

平成２２年９月３０日規則第２６号 

平成２４年９月２５日規則第２８号 

平成２６年９月５日規則第３０号 

平成２７年１２月２８日規則第４６号 

平成２８年３月３１日規則第３３号 

注 平成２０年７月から改正経過を注記した。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、富士見市こども医療費支給に関する条例（昭和４８年条例第４

５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２０規則２９・一部改正） 

（社会保険各法） 
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第２条 条例第２条に規定する社会保険各法とは、次の各号に掲げる法律をいう。 

(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） 

（登録申請書） 

第３条 条例第６条第１項に規定する受給資格登録申請書は、様式第１号のとおりと

する。 

（受給資格証等） 

第４条 条例第６条第２項に規定する受給資格証は、様式第２号のとおりとする。 

２ 受給資格証の有効期間の始期は、条例第６条第１項の申請書の提出があった日と

する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日とする。 

(１) 出生、転入その他受給資格が発生した後１５日以内に申請書の提出があった

とき 出生、転入その他受給資格が発生した日 

(２) 災害その他やむを得ない理由により、申請者が申請をすることができなかっ

た場合において、その理由がやんだ後１５日以内に申請書の提出があったとき 

災害その他やむを得ない理由により、申請者が申請をすることができなくなった

日 

３ 条例第６条第２項の認定を行わないときは、こども医療費受給資格登録申請却下

通知書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。 

４ 受給資格証を破損し、又は紛失したときは、こども医療費受給資格証再交付申請

書（様式第４号）を市長に提出し、再交付を受けなければならない。 

（平２０規則２９・平２２規則２６・平２４規則２８・平２６規則３０・一

部改正） 

（支給の申請等） 

第５条 条例第５条第１項に規定する支給の申請は、こども医療費支給申請書（様式

第５号）によらなければならない。 

２ 条例第５条第２項に規定する保険医療機関等の請求は、こども医療費に関する診
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療報酬請求書（様式第６号）によらなければならない。ただし、当該支払額の審査

及び当該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している場合は、この限りでない。 

（平２０規則２９・平２４規則２８・一部改正） 

（支給の決定等） 

第６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項の請求があったときは、その内容を審査し、当該請求に係る

支給の額を決定し、保険医療機関等に通知するものとする。 

（平２０規則２９・一部改正） 

（支給決定額の支給） 

第７条 市長は、前条の規定により支給額を決定した場合は、速やかに当該支給決定

額を申請者又は保険医療機関等に支給するものとする。この場合において、死亡等

により当該申請者又は保険医療機関等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。 

（平２０規則２９・一部改正） 

（届出事項） 

第８条 受給資格者は、自己又は対象となるこどもについて住所の変更又は加入保険

の変更があったときは、こども医療費受給資格内容等変更届（様式第７号）を速や

かに提出しなければならない。 

（平２０規則２９・平２４規則２８・一部改正） 

（受給資格証の返還） 

第９条 受給資格者が、その資格を喪失したときは、こども医療費受給資格喪失届（様

式第８号）に受給資格証を添付して、速やかに市長に届け出なければならない。 

（平２０規則２９・平２４規則２８・一部改正） 

（受給資格消滅の通知） 

第１０条 市長は、受給資格者又は対象となるこどもが条例第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、こども医療費受給資格消滅通知書（様式第

９号）により、当該受給資格者であった者に通知するものとする。ただし、受給資
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格者又は対象となるこどもが死亡した場合は、この限りでない。 

（平２２規則２６・追加、平２４規則２８・一部改正） 

附 則 

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５０年１月２４日規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５０年７月１日規則第１６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和６０年３月１８日規則第５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、改正後の富士見市乳児医療費支給に関する規

則の規定は、昭和６０年１月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に交付されている改正前の様式第１号による乳児医療費

受給資格登録申請書兼受給者台帳、様式第２号による乳児医療費受給資格証、様式

第３号による乳児医療費受給資格証再交付申請書、様式第４号による乳児医療費交

付申請書は、それぞれ改正後の様式第１号、様式第２号、様式第３号及び様式第４

号の様式によるものとみなし、改正前の様式第５号の乳児医療費受給資格内容等変

更届は、改正後の様式第６号の様式によるものとみなす。 

附 則（平成５年１２月２２日規則第４５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成６年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に交付された乳児医療費受給資格証は、改正後の富士見市乳幼

児医療費支給に関する規則の規定により交付されたものとみなす。 

附 則（平成６年１０月１日規則第２０号） 

この規則は、平成６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成９年８月２９日規則第１３号） 

１ この規則は、平成９年９月１日から施行する。ただし、第２条第４号の改正規定
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は、平成９年４月１日から適用する。 

２ この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙について

は、当分の間、医療機関等の確認を得たときは、これを取り繕うことにより使用す

ることができる。 

附 則（平成１０年６月２５日規則第１８号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の富士見市乳幼児医療費支給に関する規

則の規定は、平成１０年１月１日から適用する。 

附 則（平成１０年１２月２２日規則第３４号） 

この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年１２月２５日規則第２３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１４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、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙について

は、当分の間、これを取り繕うことにより使用することができる。 

附 則（平成１４年３月２９日規則第８号） 

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年２月２０日規則第４号） 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月２４日規則第６号） 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年７月９日規則第２９号） 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行し、改正後の富士見市こども医療費支給に関する

規則の規定は、平成２０年５月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 改正前の富士見市乳幼児医療費支給に関する規則に定める様式による用紙は、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２０年１２月１５日規則第３６号） 
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（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 第１条の規定による改正前の富士見市こども医療費支給に関する規則に定める様

式による用紙及び第２条の規定による改正前の富士見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よる用紙は、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２２年９月３０日規則第２６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２２年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の富士見市こども医療費支給に関する規則に定める様式による用紙は、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２４年９月２５日規則第２８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２４年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の富士見市こども医療費支給に関する規則に定める様式による用紙は、当

分の間、所要の調整をして使用することができる。 

３ この規則の施行の際、条例第６条第１項の規定により受給資格の登録を受けてい

ない保護者からの当該登録申請があったときは、受給資格の始期は、改正後の規則

第４条第２項による規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成２６年９月５日規則第３０号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に交付されている改正前の様式第２号によるこども医療

費受給資格証は、改正後の様式第２号の様式によるものとみなす。 

３ 改正前の富士見市こども医療費支給に関する規則に定める様式による用紙は、当
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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２７年１２月２８日規則第４６号）抄 

（施行期日） 

第１条 この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

（富士見市こども医療費支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

第６条 この規則の施行の際、第７条の規定による改正前の富士見市こども医療費支

給に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正

を加え、なお使用することができる。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第３３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であっ

てこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にさ

れた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際、第１条の規定による改正前の富士見市庁舎管理規則、第４

条の規定による改正前の市長が行う情報公開事務に関する規則、第５条の規定によ

る改正前の富士見市新河岸川河川水防センター条例施行規則、第６条の規定による

改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、

第８条の規定による改正前の富士見市税条例施行規則、第９条の規定による改正前

の富士見市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則、第１０条の規定に

よる改正前の富士見市生活保護法施行細則、第１１条の規定による改正前の富士見

市助産施設及び母子生活支援施設入所者に係る費用の徴収に関する規則、第１２条

の規定による改正前の子ども・子育て支援法に基づく保育の必要性等の認定に係る

手続に関する規則、第１３条の規定による改正前の富士見市特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第１４条の規定によ

る改正前の富士見市立放課後児童クラブ条例施行規則、第１５条の規定による改正

前の富士見市立児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第１６条の規定によ

る改正前の富士見市立みずほ学園条例施行規則、第１７条の規定による改正前の富
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士見市入院分娩条例施行規則、第１８条の規定による改正前の富士見市こども医療

費支給に関する規則、第１９条の規定による改正前の富士見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、第２０条の規定による改正前の富士見市立老人

福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第２１条の規定による改正前

の富士見市高齢者いきいきふれあいセンター条例施行規則、第２２条の規定による

改正前の富士見市老人福祉法施行細則、第２３条の規定による改正前の富士見市老

人保護措置費徴収規則、第２４条の規定による改正前の富士見市老人介護手当支給

規則、第２５条の規定による改正前の富士見市障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律施行細則、第２６条の規定による改正前の富士見市知的

障害者福祉法施行細則、第２７条の規定による改正前の富士見市知的障害者援護措

置費徴収規則、第２８条の規定による改正前の富士見市在宅重度心身障害者手当支

給条例施行規則、第２９条の規定による改正前の富士見市重度心身障害者医療費支

給に関する条例施行規則、第３０条の規定による改正前の富士見市ホームヘルプサ

ービス等利用料条例施行規則、第３１条の規定による改正前の富士見市国民健康保

険に関する規則、第３２条の規定による改正前の富士見市国民健康保険税に関する

文書の様式を定める規則、第３３条の規定による改正前の富士見市後期高齢者医療

に関する条例施行規則、第３４条の規定による改正前の富士見市介護保険規則、第

３５条の規定による改正前の富士見市立健康増進センター条例施行規則、第３６条

の規定による改正前の富士見市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第３

７条の規定による改正前の富士見市あき地等環境保全条例施行規則、第３８条の規

定による改正前の富士見市立自転車駐車場条例施行規則、第３９条の規定による改

正前の富士見市立自動車駐車場条例施行規則、第４０条の規定による改正前の富士

見市立ピアザふじみ条例施行規則、第４１条の規定による改正前の富士見市立コミ

ュニティセンター条例施行規則、第４２条の規定による改正前の富士見市立集会所

条例施行規則、第４３条の規定による改正前の富士見市立市民交流センター条例施

行規則、第４４条の規定による改正前の富士見市市民福祉活動センター条例施行規

則、第４５条の規定による改正前の富士見市立サンライトホール条例施行規則、第

４６条の規定による改正前の富士見市民文化会館キラリふじみ条例施行規則、第４

７条の規定による改正前の富士見市立南畑ふれあいプラザ条例施行規則、第４８条
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の規定による改正前の都市計画法に基づく開発行為等の手続に関する規則、第４９

条の規定による改正前の富士見市都市公園条例施行規則、第５０条の規定による改

正前の富士見市駅前広場駐車施設使用に関する規則、第５１条の規定による改正前

の富士見市下水道条例施行規則、第５２条の規定による改正前の富士見市下水道指

定工事店規則、第５３条の規定による改正前の富士見市下水道施設事業分担金徴収

に関する規則、第５４条の規定による改正前の富士見都市計画下水道事業受益者負

担に関する条例施行規則、第５５条の規定による改正前の富士見都市計画特定環境

保全公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第５６条の規定による改正

前の富士見市道路占用規則、第５７条の規定による改正前の富士見市公共物管理条

例施行規則、第５８条の規定による改正前の富士見市準用河川占用規則、第５９条

の規定による改正前の富士見市建築基準法施行細則、第６０条の規定による改正前

の富士見市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則、第６１条の規定による改

正前の富士見市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則、第

６２条の規定による改正前の富士見市営住宅条例施行規則及び第６３条の規定によ

る改正前の富士見市借上型コミュニティ賃貸住宅条例施行規則に規定する様式によ

る用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用すること

ができる。 
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様式第１号（第３条関係） 

（平２７規則４６・全改） 

様式第２号（第４条関係） 

（平２６規則３０・全改） 

様式第３号（第４条関係） 

（平２４規則２８・追加、平２８規則３３・一部改正） 

様式第４号（第４条関係） 

（平２４規則２８・旧様式第３号繰下・全改、平２６規則３０・一部改正） 

様式第５号（第５条関係） 

（平２０規則２９・全改、平２０規則３６・平２２規則２６・一部改正、平

２４規則２８・旧様式第４号繰下・一部改正、平２６規則３０・一部改正） 

様式第６号（第５条関係） 

（平２０規則２９・全改、平２４規則２８・旧様式第５号繰下・一部改正、

平２６規則３０・一部改正） 

様式第７号（第８条関係） 

（平２４規則２８・旧様式第６号繰下・全改、平２６規則３０・一部改正） 

様式第８号（第９条関係） 

（平２４規則２８・旧様式第７号繰下・全改、平２６規則３０・一部改正） 

様式第９号（第１０条関係） 

（平２２規則２６・追加、平２４規則２８・旧様式第８号繰下、平２８規則

３３・一部改正） 

 


