
 

○東員町福祉医療費の助成に関する条例 

平成１３年６月２５日 

条例第８号 

改正 平成１４年９月３０日条例第１６号 

平成１５年３月２４日条例第６号 

平成１５年７月１日条例第１５号 

平成１７年３月２８日条例第７号 

平成１８年９月２１日条例第１７号 

平成２０年３月２６日条例第４号 

平成２０年６月２０日条例第１１号 

平成２０年１２月１７日条例第２８号 

平成２１年９月２８日条例第２０号 

平成２４年３月３０日条例第７号 

平成２６年９月２４日条例第７号 

（目的） 

第１条 この条例は、障がい者、一人親家庭等の母若しくは父、一人親家庭等の児童又は

子どもの医療費の一部を助成することにより、これらの者の保健の向上に寄与し、もつ

て福祉の増進を図ることを目的とする。 

（用語の意義） 

第２条 この条例において「障がい者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

（１） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）による身体障害者手帳の交付

を受けた身体障害者（身体障害児を含む。以下同じ。）で、その等級が１級から４級

までの者 

（２） 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１２条に規定する知的障害者

更生相談所又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条第１項に規定する

児童相談所（以下「判定機関」という。）において、知的障害者（知的障害児を含

む。以下同じ。）と判定された者のうち知能指数が７０以下の者 

（３） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４

５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者（児を含

む。以下同じ。）で、その障害の等級が１級の者 

２ この条例において「一人親家庭等の母」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和



 

３９年法律第１２９号。以下この条において「法」という。）第６条第１項に規定する

配偶者のない女子（以下この項において「母」という。）が、２０歳に達する日の属す

る月の末日までの間にある者（以下「２０歳未満児」という。）を養育している家庭の

母をいう。ただし、前項に掲げる者を除く。 

３ この条例において「一人親家庭等の父」とは、法第６条第２項に規定する配偶者のな

い男子又は婚姻（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。）をしたことのない男子（以下この項において「父」という。）であつて、民法

（明治２９年法律第８９号）第８７７条の規定により現に２０歳未満児を扶養している

家庭の父をいう。ただし、第１項に掲げる者を除く。 

４ この条例において「一人親家庭等の児童」とは、次の各号のいずれかに該当する者を

いう。ただし、第１項に掲げる者を除く。 

（１） 法附則第３条第１項に規定する父母のない児童で２０歳未満児 

（２） 一人親家庭等の母又は父に養育されている２０歳未満児 

５ この条例において「子ども」とは、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。ただし、第１項及び第４項に掲げる者を除く。 

６ この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２

号）、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）及び規則で定める

社会保険各法をいう。 

７ この条例において「医療に関する給付」とは、次の各号のいずれかに該当する給付を

いう。 

（１） 対象者の負傷又は疾病につき医療保険各法による療養及び医療の給付、入院時

食事療養費の支給、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送

費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 

（２） 前号に掲げるもののほか、対象者の負傷又は疾病につき他の法令の規定による

国又は地方公共団体の負担における医療の給付又は支給 

８ この条例において「保険医療機関」とは、病院、診療所、薬局等医療保険各法の規定

により医療に関する給付を取り扱うものをいう。 

９ この条例において「保護者」とは、親権を行う者、成年後見人又は未成年後見人等で

あつて、対象者を現に監護し、かつ、生計を維持しているものをいう。 

１０ この条例において「養育者」とは、児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）

第４条に規定する者であつて、２０歳未満児を現に監護し、かつ、生計を維持している



 

もので、一人親家庭等の母又は父でないものをいう。 

（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、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、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を除く。 

（１） 本町の区域内に住所を有する者 

（２） 医療保険各法の規定により医療に関する給付を受けることができる者 

（３） 前条第１項から第５項のいずれかに該当する者 

（４） 規則で定める所得の制限を超えない者 

（受給資格の認定及び更新） 

第４条 対象者がこの条例に定める福祉医療費及び証明書料の助成を受けようとするとき

は、規則で定めるところにより受給資格の認定の申請を行い町長の認定を受け、規則で

定める受給資格を証する証明書の交付を受けなければならない。 

２ 前項の受給資格の認定を受けた者（以下「受給資格者」という。）は、規則で定める

ところにより１年ごとに受給資格の更新の申請を行い町長の認定を受けなければならな

い。 

３ 第１項及び前項の場合において、町長が必要と認めた場合は、対象者の保護者、養育

者又は配偶者その他の者で、対象者を現に監護しているもの（以下「保護者等」とい

う。）が対象者に代わり当該申請を行うことができるものとする。 

（対象医療費） 

第５条 町長は、対象者の疾病又は負傷について医療に関する給付が行われた場合におい

て、当該医療に関する給付の額（一部負担金の納付が定められている場合は、当該一部

負担金に相当する額を控除した額）が当該医療に要する費用の額及び入院時の食事療養

に係る標準負担額（以下「標準負担額」という。）の合算額に満たないときは、規則で

定める手続に従い、その者に対し、その満たない額（以下「対象医療費」という。）に

相当する額を福祉医療費として助成する。ただし、次の各号に掲げるものは、助成の対

象としない。 

（１） 当該疾病又は負傷について他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担に

よる医療に関する給付が行われたときの当該医療に関する給付の額 

（２） 医療保険各法の規定に基づき保険者又は共済組合の規約、定款、運営規則等

で、保険給付に併せてこれに準ずる給付制度がある場合は、当該給付を受けることが



 

できる額（現に給付がなされるか否かにかかわらず、当該制度により給付を受けたも

のとみなしてこの条例の適用をしないものとした額を含む。） 

（３） 精神障害者における通院以外の医療に関する対象医療費に相当する額 

２ 前項に規定する医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方

法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができな

い。 

３ 第１項の規定にかかわらず、対象医療費のうち標準負担額については、当該標準負担

額が医療保険各法の規定により減額されている場合に限り助成する。 

（証明書料の助成） 

第６条 町長は、受給資格者又は保護者等が福祉医療費の助成を申請するため、福祉医療

費証明書料を支払つたときは、当該福祉医療費証明書の交付を受けるために要する費用

について、その者に対し、規則で定める額を証明書料として助成する。ただし、助成の

対象とならない福祉医療費に係る証明書料を除く。 

（受給資格証の提示） 

第７条 受給資格者又は保護者等が福祉医療費及び証明書料の助成を受けようとする場合

は、保険医療機関において医療に関する給付を受ける際に、当該保険医療機関に対し受

給資格証を提示しなければならない。 

（助成の申請） 

第８条 受給資格者又は保護者等が福祉医療費及び証明書料の助成を受けようとする場合

は、規則で定めるところにより、町長に福祉医療費及び証明書料の助成を申請しなけれ

ばならない。 

２ 前項による申請は、助成の申請をすることができるときから２年を経過したときは、

することができない。 

（助成の決定） 

第９条 町長は、前条の規定による助成の申請があつたときは、その内容を審査し、当該

申請に係る福祉医療費及び証明書料の助成額を決定し、規則で定めるところにより決定

した内容を通知する。 

（受給資格に係る変更等の届出） 

第１０条 受給資格者又は保護者等は、氏名、住所その他規則で定める事項について変更

があつたとき又は受給資格を失つたときは１４日以内に、助成事由が第三者の行為によ

つて生じたものであるときはすみやかに、規則で定めるところにより、町長に届け出な



 

ければならない。 

（損害賠償との調整） 

第１１条 町長は、受給資格者又は保護者等が対象者の疾病又は負傷に関し損害賠償を受

けたときは、当該疾病又は負傷に関する損害賠償の額の限度において、福祉医療費及び

証明書料の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した福祉医療費及び証明書料の

額に相当する金額を返還させることができる。 

（福祉医療費の返還） 

第１２条 町長は、偽りその他不正の手段により福祉医療費及び証明書料の助成を受けた

者があるときは、その者から既に助成した福祉医療費及び証明書料の額に相当する金額

の全部又は一部を返還させることができる。 

２ 町長は、受給資格者又は保護者等が、高額介護合算療養費の支給を受けたときは、そ

の支給を受けた額の範囲内において、既に助成した福祉医療費の額に相当する金額を返

還させることができる。 

（受給権の保護） 

第１３条 福祉医療費及び証明書料の助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供する

ことはできない。 

（報告の徴収等） 

第１４条 町長は、受給資格の認定又は福祉医療費及び証明書料の助成を受け、又は受け

ようとする者に対し、報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる。 

（規則への委任） 

第１５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１３年９月１日から施行する。 

（廃止） 

２ 東員町乳幼児医療費助成に関する条例（昭和４８年東員町条例第１８号）、東員町母

子医療費助成に関する条例（昭和５０年東員町条例第８号）、東員町老人医療費助成に

関する条例（昭和５５年東員町条例第８号）及び東員町心身障害者医療費の助成に関す

る条例（昭和４８年東員町条例第１０号）は、平成１３年８月３１日をもつて廃止す

る。 

（経過措置） 



 

３ 平成１３年８月３１日までの診療に係る医療費については、なお、前項に掲げる廃止

された条例の規定による。 

附 則（平成１４年９月３０日条例第１６号） 

この条例は、平成１４年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１５年３月２４日条例第６号） 

この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年７月１日条例第１５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１５年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の東員町福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成１５年９月１日以後の

診療に係る医療費の助成についてこれを適用し、同日前の診療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１７年３月２８日条例第７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年９月１日から施行する。ただし、第２条第１項第２号の改正

規定（「第１５条」を「第１２条第１項」に改める部分に限る。）は、平成１７年４月

１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の東員町福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成１７年９月１日以後の

診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療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１８年９月２１日条例第１７号） 

この条例は、平成１８年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２６日条例第４号） 

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年６月２０日条例第１１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２０年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の東員町福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成２０年９月１日以後の



 

診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療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２０年１２月１７日条例第２８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２１年４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東員町福祉医療費の助成に関する条例第２条第５項の規定

は、平成２１年４月１日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療

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２１年９月２８日条例第２０号） 

この条例は、平成２１年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月３０日条例第７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年９月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の東員町福祉医療費の助成に関する条例第２条第５項の規定

は、平成２４年９月１日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療

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２６年９月２４日条例第７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年１０月１日から施行する。 

 

  



 



 

○東員町福祉医療費の助成に関する条例施行規則 

平成１３年８月３１日 

規則第１６号 

改正 平成１４年３月２９日規則第９号 

平成１５年８月２９日規則第１４号 

平成１７年３月２８日規則第１１号 

平成１７年７月８日規則第２７号 

平成１８年２月２７日規則第４号 

平成１８年３月３１日規則第１９号 

平成２０年４月１日規則第１０号 

平成２０年９月１日規則第１６号 

平成２０年１２月１７日規則第２０号 

平成２４年３月３１日規則第１２号 

平成２４年８月８日規則第１７号 

平成２５年３月２１日規則第９号 

平成２６年３月２７日規則第１号 

平成２８年３月３１日規則第１４号 

平成２８年１１月１８日規則第１９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、東員町福祉医療費の助成に関する条例（平成１３年東員町条例第８

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。 

（社会保険各法） 

第２条 条例第２条第７項の規定による社会保険各法は、次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） 

（所得の制限） 

第３条 条例第３条第４号に規定する所得の制限を超えない者は、次の各号のいずれかに

該当する者とする。 



 

（１） 障がい者については、次のア又はイのいずれかに該当する場合 

ア 本人の前年の所得（１月から８月までの間に受けた医療に係る福祉医療費につい

ては前前年の所得とする。以下同じ。）が、所得税法（昭和４０年法律第３３号）

に規定する控除対象配偶者及び扶養親族（以下「扶養親族等」という。）の有無及

び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令（昭和５０年政令第

２０７号）第７条に定める額に８０万円を加算した額以下のとき。 

イ 配偶者又は民法（明治２９年法律第８９号）第８７７条第１項に定める扶養義務

者で主としてその障がい者の生計を維持する者の前年の所得が、その者の扶養親族

等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第８条第

１項において準用する同令第２条第２項に定める額に８０万円を加算した額以下の

とき。 

（２） 一人親家庭等の母又は父及び一人親家庭等の児童については、次のア又はイの

いずれかに該当する場合 

ア 一人親家庭等の母若しくは父又は２０歳未満児にあつては、その者の前年の所得

が、所得税法に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令

（昭和３６年政令第４０５号）第２条の４第２項に定める額に８０万円を加算した

額以下のとき。 

イ 一人親家庭等の母又は父の配偶者及び父母のない２０歳未満児の民法第８７７条

第１項に定める扶養義務者で主としてその一人親家庭等の生計を維持する者の前年

の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第２

条の４第７項に定める額に８０万円を加算した額以下のとき。 

（３） 子どもについては、児童手当法（昭和４６年法律第７３号）第４条第１項に掲

げる者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、児童手当法施行

令（昭和４６年政令第２８１号）第１条の規定により定める額以下のとき。 

２ 前項各号の所得の範囲及びその算定方法は、前項第１号については特別児童扶養手当

等の支給に関する法律施行令、前項第２号については児童扶養手当法施行令、前項第３

号については児童手当法施行令の規定による。 

（受給資格の認定及び更新） 

第４条 条例第４条第１項の規定による受給資格の認定又は更新の申請は、福祉医療費受

給資格認定（更新）申請書（第１号様式）により行うものとする。 

２ 町長は、前項の規定による認定又は更新をしたときは、当該認定又は更新を受けた受



 

給資格者に第２号様式による受給資格証を交付するものとする。 

（受給資格証の有効期間） 

第５条 受給資格証の有効期間の始期及び終期は、次の各号に定めるところによる。ただ

し、やむを得ない事情がある場合においては、この限りでない。 

（１） 有効期間の始期は、次のア、イ、ウ及びエによる。 

ア 毎年９月１日。ただし、新たに対象者として認定された場合は、次のイ及びウに

よる。 

イ 新たに対象者と認定された場合において、条例第３条による対象者としての要件

に該当した日（以下「要件の該当日」という。）から１月以内に認定したときは、

要件の該当日。ただし、障がい者については対象者となる事実を確認した日から１

月以内に認定したときは事実が発生した日の属する月の初日 

ウ 新たに対象者と認定された場合において、要件の該当日から１月を超えて認定し

たときは認定した日の属する月の初日 

エ イ又はウ以外の事由により、対象者としての要件に該当した場合は、当該要件の

該当日 

（２） 有効期間の終期は、次のア及びイによる。 

ア 毎年８月３１日。ただし、９月１日から翌年８月３１日までに対象者としての要

件に該当しなくなる場合は、次のイによる。 

イ ９月１日から翌年８月３１日までに対象者としての要件に該当しなくなる場合

は、対象者としての要件に該当しなくなる日の前日。ただし、子どもについては１

５歳に達する日以後の最初の３月３１日 

（受給資格証の更新及び返還） 

第６条 町長は、対象者の受給資格証の有効期間が満了する場合において、受給資格の更

新の申請は、受給資格認定申請書により行うものとする。ただし、対象者が引き続き助

成を受けることが適当であると認めるときは、申請させることを要せず受給資格証の更

新をすることができる。 

２ 町長は、前項の場合において、更新をすることが適当でないと認めるとき、又は対象

者の要件に該当しなくなつたと認めるときは、福祉医療費受給資格欠格事由（却下通

知）書（第３号様式）を対象者に送付する。 

３ 対象者又は保護者等は、前項の福祉医療費受給資格欠格事由（却下通知）書が送付さ

れたときは、当該受給資格証を直ちに町長に返還しなければならない。 



 

第７条 削除 

（受給資格証の再交付申請） 

第８条 受給資格者又は保護者等は、受給資格証を破り、汚し、又は失つたときは、福祉

医療費受給資格証再交付申請書（第４号様式）を、破り、又は汚した受給資格証を添え

て、町長に提出し、再交付を受けることができる。 

２ 受給資格者又は保護者等は、受給資格証の再交付を受けた後、失つた受給資格証を発

見したときは、直ちに、これを町長に返還しなければならない。 

（助成の申請） 

第９条 条例第８条第１項の規定による福祉医療費及び証明書料の助成の申請は、第５号

様式による福祉医療費助成申請書（以下「申請書」という。）に、受給資格証、医療機

関等の発行する医療費証明書及びその他町長が必要と認める書類を添付して行うものと

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、条例第７条の規定により受給資格証の提示を受けた保険医

療機関が福祉医療費及び証明書料に係る内容を記載した第６号様式による福祉医療費領

収証明書（以下「領収証明書」という。）又は第７号様式による福祉医療費領収証明一

覧表（以下「一覧表」という。）を町長に対し提出したとき（当該保険医療機関が領収

証明書又は一覧表を町長から事務処理を委託された三重県国民健康保険団体連合会に提

出した場合を含む。）は、対象者から申請があつたものとみなす。 

３ 前２項の規定にかかわらず、対象者のうち高齢者の医療の確保に関する法律による医

療の給付を受ける者にあつては、町長がこれによることが適当と認める三重県後期高齢

者医療広域連合の作成する帳票により助成をするものとする。 

４ 第１項から前項までの規定にかかわらず、対象者が町長に母子保健法施行規則（昭和

４０年厚生省令第５５号）第９条第１項に規定する養育医療の申請をした場合におい

て、町長が当該養育医療の給付を行うことに決定したときは、第１項の申請が対象者か

らあつたものとみなす。 

（証明書料） 

第１０条 条例第６条に規定する規則で定める額は、申請書又は領収証明書１枚（以下

「１枚」という。）につき２００円を超えない範囲の実費の額又は１枚につき２００円

を超える場合は２００円とする。ただし、町長と医師会長等との協定に基づき、医療機

関等が領収証明書の交付に要する費用を対象者から直接徴収しない場合にあつては、１

枚につき２００円（一覧表の提出による申請の場合は、同一人につき４件を限度として



 

２００円）を医師会等又は医療機関に交付することにより対象者に対する助成に代える

ものとする。 

（助成） 

第１１条 条例第９条の規定により助成額を決定した場合は、原則として申請書（第９条

第２項の規定により申請があつたものとみなされる場合にあつては、領収証明書）を提

出した日の属する月の翌月に振り込みの方法により助成するものとする。 

２ 条例第９条の規定による助成額の決定の通知は、福祉医療費決定通知書（第８号様

式）とする。ただし、第９条による助成の申請について却下の決定をしたときは、福祉

医療費助成申請却下決定通知書（第９号様式）により行うものとする。 

（届出事項等） 

第１２条 条例第１０条に規定する規則で定める事項は、氏名、住所、加入医療保険、所

得、振込口座及び町長が必要と認める事項とし、これらの事項の変更に係る届出は、福

祉医療費受給資格変更届（第１０号様式）によつて行うものとする。 

２ 条例第１０条に規定する受給資格を失つたときの届出は、福祉医療費受給資格喪失届

（第１１号様式）によつて行うものとする。ただし、資格喪失の事由が死亡のときは、

戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）の規定による届出義務者が行わなければならな

い。 

３ 前２項の届出には、受給資格証を添えなければならない。ただし、受給資格証を添え

ることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもつ

て受給資格証に代えることができる。 

（第三者の行為による被害の届出） 

第１３条 条例第１０条に規定する助成事由が第三者の行為によつて生じたものであると

きは、第三者の行為による被害届（第１２号様式）によつてしなければならない。 

（その他） 

第１４条 この規則に定めるもののほか、福祉医療等の助成に関し必要な事項は、町長が

別に定める。 

附 則 

１ この規則は、平成１３年９月１日から施行する。 

２ 東員町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則（昭和４８年東員町規則第８号）、東

員町母子医療費助成に関する条例施行規則（昭和５０年東員町規則第６号）、東員町老

人医療費助成に関する条例施行規則（昭和５５年東員町規則第１号）及び東員町心身障



 

害者医療費助成に関する条例施行規則（昭和４８年東員町規則第５号）は、平成１３年

８月３１日をもつて廃止する。 

３ 平成１３年８月３１日までの医療に関する給付に係る医療費については、前項に掲げ

る廃止された規則の規定による。 

４ 平成１８年４月１日から同年８月３１日までの間に限り、当該期間中の診療に係る医

療費の助成に関する第３条第１項第３号の規定の適用については、同号中「児童手当法

施行令」とあるのは、「児童手当法施行令等の一部を改正する政令（平成１８年政令第

１５５号）による改正前の児童手当法施行令」とする。 

附 則（平成１４年３月２９日規則第９号） 

１ この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

２ 平成１４年３月３１日までの診療にかかる医療費については、なお従前の例による。 

附 則（平成１５年８月２９日規則第１４号） 

この規則は、平成１５年９月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月２８日規則第１１号） 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年７月８日規則第２７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の東員町福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成１７年９月１

日以後の診療に係る医療費の助成についてこれを適用し、同日前の診療に係る医療費の

助成については、なお従前の例による。 

附 則（平成１８年２月２７日規則第４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１８年３月３１日規則第１９号） 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年４月１日規則第１０号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年９月１日規則第１６号） 

この規則は、平成２０年９月１日から施行する。 

附 則（平成２０年１２月１７日規則第２０号） 



 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月３１日規則第１２号） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、第３条第１項第３号中「乳幼

児・児童・生徒」を「子ども」に改める規定及び、第５条第２号イの改正規定並びに第１

号様式、第５号様式から第８号様式（同様式（その１）を改める部分を除く。）まで、第

１０号様式及び第１２号様式の改正規定は、平成２４年９月１日から施行する。 

附 則（平成２４年８月８日規則第１７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２４年９月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条の施行の日以後、平成２４年４月１日から同年８月３１日までの間の診療に係

る医療費の助成の申請が行われた場合に係る改正後の第３条第１項第３号の規定の適用

については、同号中「児童手当法施行令（昭和４６年政令第２８１号）第１条」とある

のは、「児童手当法施行令の一部を改正する政令（平成２４年政令第１１３号）による

改正前の児童手当法施行令（昭和４６年政令第２８１号）第１１条において準用する同

令第１条」とする。 

附 則（平成２５年３月２１日規則第９号） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２７日規則第１号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第１４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の施行の日（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東員町情報公開条例施行規則、第

２条の規定による改正前の東員町個人情報保護条例施行規則、第４条の規定による改正

前の東員町財務規則、第５条の規定による改正前の東員町公の施設の指定管理者の指定



 

の手続等に関する条例施行規則、第６条の規定による改正前の東員町福祉医療費の助成

に関する条例施行規則、第７条の規定による改正前の東員町保育所の利用の手続に関す

る規則、第８条の規定による改正前の東員町子ども・子育て支援法施行細則、第９条の

規定による改正前の東員町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関す

る条例施行規則、第１０条の規定による改正前の東員町児童手当事務取扱規則、第１１

条の規定による改正前の東員町身体障害者福祉法施行規則、第１２条の規定による改正

前の東員町知的障害者福祉法施行規則、第１３条の規定による改正前の東員町障害者自

立支援法施行規則、第１４条の規定による改正前の東員町母子保健法施行細則、第１５

条の規定による改正前の東員町公共下水道使用料条例施行規則、第１６条の規定による

改正前の東員町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第１７条の規定に

よる改正前の東員町水道水源保護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。 

附 則（平成２８年１１月１８日規則第１９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

第１号様式（第４条関係） 

第２号様式（第４条関係） 

第３号様式（第６条関係） 

第４号様式（第８条関係） 

第５号様式（第９条関係） 

第６号様式（第９条関係） 

第７号様式（第９条関係） 

第８号様式（第１１条関係） 

第９号様式（第１１条関係） 

第１０号様式（第１２条関係） 

第１１号様式（第１２条関係） 

第１２号様式（第１３条関係） 

 

 


