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佐賀市乳幼児に対する医療費の助成に関する条例新旧対照表 

現行 改正後 

○佐賀市乳幼児に対する医療費の助成に

関する条例 

○佐賀市乳幼児に対する医療費の助成に

関する条例 

平成 17 年 10 月１日 平成 17 年 10 月１日 

条例第 102 号 条例第 102 号 

(目的) (目的) 

第 1 条 この条例は，乳幼児の医療に要する医療

費の一部を助成することにより，乳幼児の保健

の向上及び福祉の増進を図ることを目的とす

る。 

第 1 条 この条例は，乳幼児の医療に要する医療

費の一部を助成することにより，乳幼児の保健

の向上及び福祉の増進を図ることを目的とす

る。 

(定義) (定義) 

第 2 条 この条例において，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。 

第 2 条 この条例において，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) 乳幼児 満 3 歳の誕生日の属する月の末日

までの者をいう。 

(1) 乳幼児 満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) 保護者 親権者，後見人その他の者で乳幼

児を現に監護するものをいう。 

(2) 保護者 親権者，後見人その他の者で乳幼

児を現に監護するものをいう。 

(3) 保険給付 規則で定める医療保険各法(以

下「医療保険各法」という。)に規定する療養

の給付，入院時食事療養費，特定療養費，療

養費，訪問看護療養費，家族療養費，家族訪

問看護療養費及び高額療養費をいう。 

(3) 保険給付 規則で定める医療保険各法(以

下「医療保険各法」という。)に規定する療養

の給付，入院時食事療養費，特定療養費，療

養費，訪問看護療養費，家族療養費，家族訪

問看護療養費及び高額療養費をいう。 

(4) 一部負担金 医療保険各法の規定により保

険給付を受ける者が負担すべき額をいう。 

(4) 一部負担金 医療保険各法の規定により保

険給付を受ける者が負担すべき額をいう。 

(5) 保険医療機関等 医療保険各法に基づく病

院，診療所，薬局，指定訪問看護事業者及び

保険者が特に認めた者 

(5) 保険医療機関等 医療保険各法に基づく病

院，診療所，薬局，指定訪問看護事業者及び

保険者が特に認めた者 

(対象者) (対象者) 

第 3 条 この条例に定める医療費の助成の対象と

なる者(以下「助成対象乳幼児」という。)は，次

の各号のすべてに該当する乳幼児とする。 

第 3 条 この条例に定める医療費の助成の対象と

なる者(以下「助成対象乳幼児」という。)は，次

の各号のすべてに該当する乳幼児とする。 

(1) 市内に住所を有する乳幼児 (1) 市内に住所を有する乳幼児 

(2) 保険医療機関等において保険給付を受けた

乳幼児 

(2) 保険医療機関等において保険給付を受けた

乳幼児 
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現行 改正後 

(3) 医療保険各法による被保険者又は被扶養者

である乳幼児 

(3) 医療保険各法による被保険者又は被扶養者

である乳幼児 

(4) 生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)による

保護を受けていない乳幼児 

(4) 生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)による

保護を受けていない乳幼児 

 ２ 助成対象乳幼児の区分は、次のとおりとする。 

(1) 第１号対象者（満３歳の誕生日の属する月

の末日までの者） 

(2) 第２号対象者（満３歳の誕生日の属する月

の翌月の初日から満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） 

2 助成対象乳幼児が次の各号のいずれかに該当

する場合は，この条例による助成の対象としな

い。ただし，当該乳幼児の保護者がこの条例に

よる助成を受ける申出をした場合においては，

助成対象乳幼児とすることができる。 

３ 助成対象乳幼児が次の各号のいずれかに該当

する場合は、この条例による助成の対象としな

い。ただし，第１号対象者の保護者（以下「第

１号受給資格者」という｡）がこの条例による助

成を受ける申出をした場合においては，助成対

象乳幼児とすることができる。 

(1) 佐賀市重度心身障害者に対する医療費の助

成に関する条例(平成 17 年佐賀市条例第 111

号)の規定による医療費の助成の対象となる

場合 

(1) 佐賀市重度心身障害者に対する医療費の助

成に関する条例(平成 17 年佐賀市条例第 111

号)の規定による医療費の助成の対象となる

場合 

(2) 佐賀市ひとり親家庭等医療費助成に関する

条例（平成17 年佐賀市条例第 103 号）の規定

による医療費の助成の対象となる場合 

(2) 佐賀市ひとり親家庭等医療費助成に関する

条例（平成17 年佐賀市条例第 103 号）の規定

による医療費の助成の対象となる場合 

(助成) (助成) 

第 4 条 市長は，助成対象乳幼児が規則で定める

保険医療機関等において保険給付を受けた場合

は，その一部負担金に相当する額から，保険医

療機関等が保険者に請求する診療報酬明細書ご

とに 300 円を控除した額を，当該乳幼児の保護

者(以下「助成対象者」という。)に対し，助成す

るものとする。この場合において，薬局につい

ては，一部負担金に相当する額を全額助成する

ものとする。 

第４条 市長は、第１号対象者が規則で定める保

険医療機関等において保険給付を受けた場合

は、その一部負担金に相当する額から、保険医

療機関等が保険者に請求する診療報酬明細書ご

とに 300 円を控除した額を、第１号受給資格者

に対し、助成するものとする。この場合におい

て、薬局については、一部負担金に相当する額

を全額助成するものとする。 

2 助成対象者が，市長が規則で定める以外の保険 ２ 市長は、第１号対象者が前項の規則で定める
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現行 改正後 

医療機関等において助成対象乳幼児に係る保険

給付につき一部負担金を負担した場合は，当該

一部負担金に相当する額を助成するものとす

る。 

保険医療機関等以外の保険医療機関等において

保険給付を受け、第１号受給資格者がその一部

負担金を負担した場合は、当該一部負担金に相

当する額を助成するものとする。 

3 助成対象者が，助成対象乳幼児に係る保険給付

につき医療費の全額を負担した場合において

は，その一部負担金に相当する額を助成するも

のとする。 

３ 市長は、第１号対象者が保険給付を受け、第

１号受給資格者がその医療費の全額を負担した

場合は、その一部負担金に相当する額を助成す

るものとする。 

4 前３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き規則，定款等により附

加給付を受ける定めがある場合は，当該助成額

からその額を除くものとする。 

４ 市長は、第２号対象者が歯科医療に係る保険

給付を受け、当該第２号対象者の保護者がその

一部負担金又は医療費の全額を負担した場合

は、その一部負担金に相当する額から、保険医

療機関等が保険者に請求する診療報酬明細書ご

とに３００円を控除した額を、当該保護者に対

し、助成するものとする。この場合において、

薬局については、一部負担金に相当する額を全

額助成するものとする。 

 ５ 前各項の助成は，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き規則，定款等により

附加給付を受ける定めがある場合は，当該助成

額からその額を除くものとする。 

(受給資格証) (受給資格証) 

第 5 条 この条例による医療費の助成を受けよう

とする助成対象者は，規則の定めるところによ

り受給資格の登録を受け，受給資格証の交付を

受けなければならない。 

第５条 この条例による医療費の助成を受けよう

とする第１号受給資格者は、規則の定めるとこ

ろにより受給資格の登録を受け、受給資格証の

交付を受けなければならない。 

2 前項の規定により受給資格証の交付を受けた

者(以下「受給資格者」という。)は，助成対象乳

幼児が前条第 1 項に規定する保険医療機関等に

おいて保険給付を受ける場合は，当該保険医療

機関等に受給資格証を提示しなければならな

い。 

２ 前項の規定により受給資格証の交付を受けた

者は、第１号対象者が前条第１項の規則で定め

る保険医療機関等において保険給付を受ける場

合は、当該保険医療機関等に受給資格証を提示

しなければならない。 

(助成方法) (助成方法) 
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佐賀市乳幼児に対する医療費の助成に関する条例新旧対照表 

現行 改正後 

第 6 条 市長は，第 4 条第 1 項の助成を行う場合

には，保険医療機関等の請求に基づき，受給資

格者に対し助成すべき額を当該保険医療機関等

に支払うものとする。 

第 6 条 市長は，第 4 条第 1 項の助成を行う場合

には，保険医療機関等の請求に基づき，第１号

受給資格者に対し助成すべき額を当該保険医療

機関等に支払うものとする。 

2 前項の規定による支払があつたときは，受給資

格者に対し助成を行つたものとみなす。 

2 前項の規定による支払があつたときは，第１号

受給資格者に対し助成を行つたものとみなす。 

第７条 受給資格者が、第４条第２項及び第３項

に規定する助成費の支給を受けようとするとき

は、医療を受けた日の属する月の翌月に、市長

に申請するものとする。ただし、受給資格者の

死亡等により、受給資格者が申請することがで

きないときは、当該世帯の世帯主又は市長が適

当と認める者が申請することができる。 

第７条 助成対象乳幼児の保護者（以下「受給資

格者」という。）が、第４条第２項から第４項ま

での規定による助成を受けようとするときは、

医療を受けた日の属する月の翌月に、市長に申

請するものとする。ただし、受給資格者の死亡

等により、受給資格者が申請することができな

いときは、当該世帯の世帯主又は市長が適当と

認める者が申請することができる。 

2 前項本文の規定にかかわらず，市長が認めたと

きは，第 4 条第 2 項及び第 3 項に規定する一部

負担金を負担した日から起算して 1 年以内にお

いて申請することができる。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、市長が認めた

ときは、第４条第２項から第４項までに規定す

る保険給付に係る一部負担金又は医療費の全額

を負担した日から起算して１年以内において申

請することができる。 

(交付の時期等) (交付の時期等) 

第８条 市長は，前条の規定に基づく申請があつ

たときは，速やかに内容を審査し，当該申請に

係る助成費の額を決定し，申請者に交付するも

のとする。 

第８条 市長は，前条の規定に基づく申請があつ

たときは，速やかに内容を審査し，当該申請に

係る助成費の額を決定し，申請者に交付するも

のとする。 

(届出義務) (届出義務) 

第９条 受給資格者は，規則で定める事項につい

て変更があつたときは，速やかに市長に届け出

なければならない。 

第９条 第１号受給資格者は，規則で定める事項

について変更があつたときは，速やかに市長に

届け出なければならない。 

(高額療養費の受領権) (高額療養費の受領権) 

第１０条 市長は，第 6 条第 1 項の規定により助

成を行つた場合においては，その助成額の限度

において受給資格者が保険者に対して有する高

額療養費の受領権を取得するものとする。 

第１０条 市長は，第４条の規定により助成を行

つた場合においては，その助成額の限度におい

て受給資格者が保険者に対して有する高額療養

費の受領権を取得するものとする。 
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(助成の制限等) (助成の制限等) 

第１１条 第 4 条の規定にかかわらず，助成対象

乳幼児の保険給付について，その原因が第三者

行為によつ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，その限度において

助成をしないものとする。 

第１１条 第 4 条の規定にかかわらず，助成対象

乳幼児の保険給付について，その原因が第三者

行為によつ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，その限度において

助成をしないものとする。 

2 市長は，給付事由が第三者の行為によつて生じ

た場合において，この条例の助成を行つたとき

は，その助成した額の限度において，助成対象

者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を

取得する。 

2 市長は，給付事由が第三者の行為によつて生じ

た場合において，この条例の助成を行つたとき

は，その助成した額の限度において，受給資格

者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を

取得する。 

(助成費の返還) (助成費の返還) 

第１２条 市長は，偽りその他不正の行為により

助成を受けた者があるときは，その者から既に

助成した金額の全部又は一部を返還させること

ができる。 

第１２条 市長は，偽りその他不正の行為により

助成を受けた者があるときは，その者から既に

助成した金額の全部又は一部を返還させること

ができる。 

(委任) (委任) 

第１３条 この条例に定めるもののほか，必要な

事項は，規則で定める。 

第１３条 この条例に定めるもののほか，必要な

事項は，規則で定める。 

附 則 附 則 

（施行期日） （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 １ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） （経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の

佐賀市乳幼児に対する医療費の助成に関する条

例（昭和 49 年佐賀市条例第２号）、諸富町乳幼

児医療費の助成に関する条例（昭和 49 年諸富町

条例第 24 号）、大和町乳幼児医療費の助成に関

する条例（昭和49 年大和町条例第17 号）、富士

町乳幼児医療費の助成に関する条例（昭和 49 年

富士町条例第 18 号）又は三瀬村乳幼児医療費の

助成に関する条例（平成９年三瀬村条例第15 号）

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の

佐賀市乳幼児に対する医療費の助成に関する条

例（昭和 49 年佐賀市条例第２号）、諸富町乳幼

児医療費の助成に関する条例（昭和 49 年諸富町

条例第 24 号）、大和町乳幼児医療費の助成に関

する条例（昭和49 年大和町条例第17 号）、富士

町乳幼児医療費の助成に関する条例（昭和 49 年

富士町条例第 18 号）又は三瀬村乳幼児医療費の

助成に関する条例（平成９年三瀬村条例第15 号）
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の規定によりなされた処分、手続その他の行為

は、それぞれこの条例の相当規定によりなされ

たものとみなす。 

の規定によりなされた処分、手続その他の行為

は、それぞれこの条例の相当規定によりなされ

たものとみなす。 

 附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、平成１８年６月１日から施行す
る。 

 （経過措置） 

 ２ この条例による改正後の佐賀市乳幼児に対す

る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行われた医療に係る医療費

の助成について適用し、同日前に行われた医療

に係る助成については、なお従前の例による。 
 


