
吹田市条例第号

吹田市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部

を改正する等の条例（案）

（吹田市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正）

第1条吹田市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例（昭和48年

吹田市条例第53号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

吹田市重度障がい者の医療費の助成に関する条例

第1条中「身体障害者及び知的障害者」を「重度障害者」に改める。

第2条第1項中「者であって、」を「重度障害者（」に改め、「いずれかに該当

する者」の次に「をいう。以下同じ。）」を加え、同項第4号を次のように改め

る。

（4）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

45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者のうち、障害の

程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和25年政令第

155号）第6条第3項の表の1級に該当する者

第2条第1項に次の1号を加える。

（5）難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号）第7条

第4項に規定する医療受給者証を所持する者又は特定疾患治療研究事業実施要

綱（昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知別紙）に基

づき大阪府が実施する事業の対象患者のうち、次のいずれかに該当する者

ア障害の程度が国民年金法施行令（昭和34年政令第184号）別表1級の

項第9号の障害の状態に該当する者

イ障害の程度が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）別表第3の1級の項第9号の障害の状態に該当する者

第2条第2項中「前項」を「前2項」に、「から除くものとする」を「としな

い」に改め、同項第3号中「規則で定める所得の」を「所得の額が規則で定める」

に改め、同号を同項第5号とし、同項第2号の次に次の2号を加える。

（3）吹田市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例（昭和51年吹田市条例第

31号）の規定により医療証の交付を受けている者

（4）吹田市子どもの医療費の助成に関する条例（平成4年吹田市条例第27号）

の規定により交付されている医療証に係る子ども

第2条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。

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重度障害者で、市長

が特に必要があると認めるものは、対象者とする。

（1）本市の委託又は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
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律（平成17年法律第123号）第19条第1項に規定する介護給付費等の支

給決定により、他の市町村に所在する同法第5条第11項に規定する障害者支
援施設に入所している者

（2）本市の委託又は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

律第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定若しくは児童福祉法（昭

和22年法律第164号）第24条の3第2項の規定による障害児入所給付費

の支給の決定により、他の市町村に所在する同法第42条に規定する障害児入

所施設に入所している者

第3条第1項中「医療費」の次に「（精神病床の入院に要する費用が含まれる場

合は、当該費用を除く。）」を加え、同条第2項を削る。

第6条の見出しを「（医療証の交付）」に改め、同条中「（高齢者医療確保法に

よる食事療養若しくは生活療養に係る給付又は老人医療条例による老人医療費の支

給を受けることができる対象者（以下「高確等対象者」という。）による申請を除

く。）」を削り、「規則で定める医療証（第2条第1項第4号に掲げる者にあって

は、受給者証。以下「医療証等」という。）」を「医療証」に改める。

第7条の見出しを「（医療証の提示）」に改め、同条中「医療証等の」を「医療

証の」に改め、「医療証等による」を削り、「いう。）が」の次に「大阪府内に所

在する病院、診療所若しくは薬局又は訪問看護ステーション（次条において「府内

医療機関」という。）において」を加え、「市長と契約を締結した病院、診療所若

しくは薬局又は訪問看護ステーション（以下「契約医療機関」という。）に医療証

等」を「医療証」に改める。

第8条第1項中「医療証等による受給者に対する」を「府内医療機関において療

養を受けたときの」に、「契約医療機関」を「府内医療機関」に改め、同項ただし

書中「医療証等による」を削り、同条第2項中「高確等対象者に対する」を「府内

医療機関以外の病院、診療所若しくは薬局又は訪問看護ステーションにおいて療養

を受けたときの」に、「申請のあった対象者」を「受給者」に改める。

第9条中「対象者」を「受給者」に改める。

第13条を第15条とし、第12条を第13条とし、同条の次に次の1条を加え

る。

（報告の徴収等）

第14条市長は、医療費の助成に関し必要があると認めるときは、受給者に対

し、療養の状況について報告を求め、又は職員に療養の状況について調査若しく

は質問をさせることができる。この場合において、受給者は、正当な理由がない

限り、これらを拒んではならない。

第11条中「医療証等による」を削り、「及び」を「又は」に改め、「速やか

に」の次に「市長に」を加え、同条を第12条とし、第10条の次に次の1条を加

える。

第11条市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成を受けた
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額の全部又は一部を返還させることができる。

（1）第13条又は第14条後段の規定に違反したとき。．

（2）その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

（吹田市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正）

第2条吹田市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例（昭和51年吹田市条例第

31号）の一部を次のように改正する。

第1条中「対し、」を「対し」に改め、「その｣』の次に「健康の保持、」を加

え、「と児童」を「及び児童」に改め、「育成」の次に「に寄与し、もってひとり

親家庭の福祉の増進」を加える。

第2条第2項中「から除くものとする」を「としない」に改め、同項第3号中

「吹田市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例」を「吹田市重度

障がい者の医療費の助成に関する条例」に、「よる身体障害者及び知的障害者の医

療費の支給を受けることができる者」を「より医療証の交付を受けている者､全て

の児童が同条例の規定により医療証の交付を受けているひとり親家庭のひとり親等

（ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者をいう｡､以下同じ。）又は同条例の規定

により医療証の交付を受けているひとり親等に監護され、若しくは養育される児

童」に改め、同項第5号中「規則」を「所得の額が規則」に改め、「所得の」を削

り、「所得を有するひとり親家庭の父若しくは母又は養育者（以下「ひとり親等」

という。）及び」を「ひとり親等又は」に､「監護又は」を「監護され、若しく

は」に改め、同号を同項第6号とし、同項第4号中「及び」を「又は」に、「又

は」を「若しくは」に改め、同号を同項第5号とし、同項第3号の次に次の1号を

加える。

性）ひとり親家庭の吹田市重度障がい者の医療費の助成に関する条例の規定によ

り医療証の交付を受けている児童を除く全ての児童について吹田市子どもの医

療費の助成に関する条例（平成4年吹田市条例第27号）の規定により医療証

の交付を受けているひとり親等又は同条例の規定により交付されている医療証

に係る子ども

第3条第1項中「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。以下「高齢者医療確保法」とい

う。）又は規則で定める社会保険に関する法律（以下「社会保険各法」という。）

に規定する指定訪問看護」を「精神病床の入院」に、「当該指定訪問看護に要す

る」を「当該」に改め、「、国民健康保険法」の次に「（昭和33年法律第192

号）」を加え、「、高齢者医療確保法」を「、高齢者の医療の確保に関する法律

（昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。）」に、「又は社

会保険各法」を「又は規則で定める社会保険に関する法律（以下.｢社会保険各法」

という。）」に、「又は家族療養費」を「、家族療養費又は家族訪問看護療養費」

に改め、同項第1号中「、療養費」の次に「、訪問看護療養費」を加え、同項第2

号中「、療養費」の次に「、訪問看護療養費」を、「家族療養費」の次に「、家族
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訪問看護療養費」を加え、同条第2項を削る。

第6条中「（高齢者医療確保法による食事療養若しくは生活療養に係る給付又は

老人医療条例による老人医療費の支給を受けることができる対象者（以下「高確等

対象者」という。）による申請を除く。）」及び「規則で定める」を削る。

第7条中「医療証による」を削り、「いう。）が」の次に「大阪府内に所在する

病院、診療所若しくは薬局又は訪問看護ステーション（次条において「府内医療機

関」という。）において」を加え、「市長と契約した病院、診療所又は薬局（以下

「契約医療機関」という。）に」を削る。

第8条第1項中「医療証による受給者に対する」を「府内医療機関において療養

を受けたときの」に、「助成する」を「助成すべき」に、「契約医療機関」を「府

内医療機関」に改め、同項ただし書中「医療証による」を削り、同条第2項中「高

確等対象者に対する」を「府内医療機関以外の病院、診療所若しくは薬局又は訪問

看護ステーションにおいて療養を受けたときの」に、「申請のあった対象者」を

「受給者」に改める。

第9条中「対象者」を「受給者」に改める。

第10条中「虚偽その他不正行為」を「偽りその他の不正な手段」に、「あっ

た」を「ある」に改め、「又は医療証による受給者」を削る。

第13条中「条例に定めるもののほか、」を削り、「規則で」を「市長が」に改

め、同条を第15条とし、第12条を第13条とし、同条の次に次の1条を加え

る。

（報告の徴収等）

第14条市長は、医療費の助成に関し必要があると認めるときは、受給者に対

し、療養の状況について報告を求め、又は職員に療養の状況について調査若しく

は質問をさせることができる。この場合において、受給者は、正当な理由がない

限り、これらを拒んではならない。

第11条中「医療証による」を削り、「及び」を「又は」に改め、同条を第12

条とし､第10条の次に次の1条を加える。

第11条市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、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。

（1）第13条又は第14条後段の規定に違反したとき。

（2）その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

（吹田市子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正）

第3条吹田市子どもの医療費の助成に関する条例（平成4年吹田市条例第27号）

の一部を次のように改正する。

第1条中「対し、」を「対し」に、「子どもの保健の向上に寄与するとともに、

その健全な育成と」を「その健康の保持及び健全な育成に寄与し、もって子ども

の」に改める。

第2条第2項中「対象者から除くものとする」を「当該子について対象者としな

（4）



い」に改め、同項第2号中「吹田市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関

する条例」を「吹田市重度障がい者の医療費の助成に関する条例｣に、「よる身体

障害者及び知的障害者の医療費の支給を受けることができる子ども（同条例第2条

第，項第4号に掲げる子どもを除く。）」を「より医療証の交付を受けている子ど

も」に改め、同項第3号中「よるひとり親家庭医療費の支給を受けることができ

る」を「より医療証の交付を受けている」に改める。

第3条中「国民健康保険法又は社会保険各法に規定する指定訪問看護」を「精神

病床の入院」に、「当該指定訪問看護に要する」を「当該」に改め、「よる家族療

養費」の次に「又は家族訪問看護療養費」を加え、同条第’号中「、療養費」の次

に「、訪問看護療養費」を加え、同条第2号中「家族療養費」の次に「、家族訪問

看護療養費」を加える。

第7条中「受けた対象者」を「受けた者」に、「療養を受ける際に、市長と契約

した病院、診療所又は薬局（以下「契約医療機関」という。）に」を「大阪府内に

所在する病院、診療所若しくは薬局又は訪問看護ステーション（次条において「府

内医療機関」という。）において療養を受けようとするときは、」に改める。

第8条中「子どもの保護者に対する」を「府内医療機関において療養を受けたと

きの」に、「助成する」を「助成すべき」に、「契約医療機関」を「府内医療機

関」に改め、同条に次の1項を加える。

2府内医療機関以外の病院、診療所若しくは薬局又は訪問看護ステーションにお

いて療養を受けたときの医療費の助成は、受給者に支払うことにより行う。

第9条中「子ども」を「受給者」に改める。

第13条を第15条とし、第12条を第13条と､し、同条の次に次の1条を加え

る。
、、。

（報告の徴収等）

第14条市長は、医療費の助成に関し必要があると認めるときは、受給者に対

し、療養の状況について報告を求め、又は職員に療養の状況について調査若しく

は質問をさせることができる。この場合において、受給者は、正当な理由がない

限り、これらを拒んではならない。

第11条中「規則で定める」を削り、「氏名」の次に．｢又は規則で定める」を加

え、同条を第12条とし、･第10条の次に次の1条を加える。

第11条′市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、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。

（1）第13条又は第14条後段の規定に違反したとき。

（2）その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

（吹田市老人医療費の助成に関する条例の廃止）

第4条吹田市老人医療費の助成に関する条例（昭和46年吹田市条例第37号）

は、廃止する。

（5）
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附 則

（施行期日）

1この条例は、平成30年4月1日から施行する。

（吹田市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部改正に伴
う経過措置）

2第1条の規定による改正後の吹田市重度障がい者の医療費の助成に関する条例

（以下「新重度障がい者医療費助成条例」という。）、第2条の規定による改正後

の吹田市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例（以下「新ひとり親家庭医療費、

助成条例」という。）及び第3条の規定による改正後の吹田市子どもの医療費の助

成に関する条例（以下「新子ども医療費助成条例」という。）の規定は、平成30

年4月1日（以下「施行日」という。）以後に受けた医療について適用し､施行日

前に受けた医療については、なお従前の例による。

（精神病床の入院に要する医療費の助成に関する特例）

3次に掲げる者については、施行日から平成33年3月31日までの間において

は、新重度障がい者医療費助成条例、新ひとり親家庭医療費助成条例又は新子ども

医療費助成条例に規定する対象者に引き続いて該当している間に限り、これらの条

例の規定にかかわらず、精神病床の入院に要する医療費を助成の対象とする。

（1）施行日の前日において、第1条の規定による改正前の吹田市身体障害者及び知

的障害者の医療費の助成に関する条例、第2条の規定による改正前の吹田市ひと

り親家庭の医療費の助成に関する条例又は第3条の規定による改正前の吹田市子

どもの医療費の助成に関する条例の規定により医療証の交付を受けていた者

（2）第4条の規定による廃止前の吹田市老人医療費の助成に関する条例（以下「廃

止前老人医療費助成条例」という。）第2条第1項第1号又は第2号に該当する

ことにより医療証の交付を受けていた者、

（3）施行日以後に本市の区域内に住所を有することとなった者であって、前2号に

掲げる者に準ずる者として市長が適当と認めるもの

（吹田市老人医療費の助成に関する条例の廃止に伴う経過措置）

4施行日の前日において廃止前老人医療費助成条例の規定により医療証の交付を受

けていた者（施行日以後に本市の区域内に住所を有することとなった者であって、

当該医療証の交付を受けていた者に準ずる者として市長が適当と認めるものを含

み、新重度障がい者医療費助成条例又は新ひとり親家庭医療費助成条例の規定によ

り医療証の交付を受けた者を除く。）については、施行日から平成33年3月31

日までの間においては、廃止前老人医療費助成条例に規定する対象者に引き続いて

該当している間に限り、廃止前老人医療費助成条例の規定は、なおその効力を有す

る。この場合においては、次に定めるところによる。

（1）廃止前老人医療費助成条例第2条に規定するもののほか、対象者の要件につい

ては、新重度障がい者医療費助成条例第2条第2項の規定を準用する。

（2）廃止前老人医療費助成条例第3条に規定するもののほか、食事療養若しくは生

（6）



活療養又は指定訪問看護に要する医療費については、助成の対象とする。

ノ

(提案理由）

吹田市の．医療費の助成対象者の範囲の見直し等により、 障害者、ひとり親家庭、 子

供の医療費助成制度における入院時食事療養費助成の削減について、事業を継続させ

る必要があるので、本案を提出するものです。

(7）

～

■



仁 ●
‐

市会議案第号参考資料

ST案雨扇
吹田市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例現行・改正案対照表

現 行

吹田市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例

(目的）

第1条この条例は、身体障害者及び知的障害者に対し医療費の一部を助成すること

により、その健康の保持及び生活の安定に寄与し、もって身体障害者及び知的障害

萱の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者）

第2条この条例の規定により医療費の助成を受けることがで貴る者（以下「対象

2

者」という。）は、本市の区域内に住所を有する者であって、国民健康保険法（昭

和33年法律第192号）の規定による被保険者、高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。）の規定による

被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律（以下「社会保険各法」とい

う。）.の規定による被保険者（日雇特例被保険者を含む。以下同じ。）、組合員、

加入者若しくは被扶養者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)

＄

(3)｝ －－－－－－－－略-－－－－－－－－

吸器その他の医療機器の使用のため健康保険法（大正11年法律第70号）に規

定する訪問着識を受ける必要があると認められるもの

■■■■■■ 並望の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者血旦隆旦

ものとする。

(1)－一一一一一一一略一一一一一一一一

‐は改正箇所

改 正案

吹田市重度陣がい者の医療費の助成に関する条例

(目的）

第1条この条例は、重慶｣壁萱宣に対し医療費の一部を助成することにより、その健

康の保持及び生活の安定に寄与し、もって重度障害者の福祉の増進を図ることを目
的とする。

(対象者）

第2条この条例の規定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、本市の区域内に住所を有する重度障害者（国民健康保険法（昭

和33年法律第192号）の規定による被保険者、高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。）の規定による

被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律（以下「社会保険各法」とい

う。）の規定による被保険者（日雇特例被保険者を含む。以下同じ。）、組合員、

加入者若しくは被扶養者のうち、次の各号のいずれかに該当する者をﾙ､う。以下同
じ。）とする。

(1)

$

(3)｝ 一一一一一一一一略一一一一一一一一

(4)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

45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者のうち、障害の程
度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和25年政令第155

号）第6条第3項の表の1級に該当する者

(5)難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第5-0号）第7条第

（1）



現行

(2)－－－－一一一一略一一一一一一一一

回想則で定める所得の額を超える者

ｰ

タ■

は改正箇所
－

改 正 案

4項に規定する医療受給者証を所持する者又は特定疾患治療研究事業実施要綱

（昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知別紙）に基づき

大阪府が実施する事業の対象患者のうち、次のいずれかに該当する者

ア障害の程度が国民年金法施行令（昭和34年政令第184号）別表1級の項
第9号の障害の状態に該当する者

イ障害の程度が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）別表第3の1級の項第9号の障害の状態に該当する者

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重度障害者で、市長が
特に必要があると認めるものは、対象者とする。

(1)本市の委託又は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

（平成17年法律第123号）第19条第1項に規定する介謹給付費等の支給決

定により、他の市町村に所在する同法第5条第11項に規定する障害者支援施設

に入所している者

(2)本市の委託又は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

第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定若しくは児童福祉法（昭和

22年法律第164号）第24条の3第2項の規定による障害児入所給付費の支

給の決定により、･他の市町村に所在する同法第42条に規定する障害児入所施設

に入所している者

_3_M2.望の規定にかかわらず、次の各

①

号のいずれかに
■

該当する者は、

■

対象者とL*

（2）

kﾕ。

';|丑
Ⅱ ■ ■ ■ ■ ■ － － － －－－－略一一一一一一一一

(3)吹田市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例（昭和51年吹田市条例第

31号）の規定により医療証の交付を受けている者
へ

(4)吹田市子どもの医療費の助成に関する条例（平成4年吹田市条例第27号）の

規定により交付されている医療証に係る子ども

f●



P｡

戸

現 行

(助成の範囲）

第3条市は、対象者に次の各号のいずれかに該当する場合における医療費のうち、

対象者又は社会保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者（被保険

者、組合員又は加入者であった者を含む。以下同じ。）が負担すぺき額（社会保険

各法の規定による一部負担金、家族療養費又は家族訪問看護療養費について附加給

付（社会保険各法の規定による健康保険組合、共済組合等が被保険者、組合員又は

加入者に対し規約、定款等に定めるところにより行う給付をいう。）を受けること

ができる場合は、当該附加給付の額を控除した額）から規則で定める一部自己負担

額を控除した額を助成する。

(1)

＄

(3)｝ －－－－一一一一略一一一一一一-．－－

問看謹に係るものに限り、助成の対象とする。

（医療証等の交付）

第6条市長は、前条の申請_(高齢者医療確保法による食事療養若しくは生活療菱に

係る給付又は老人医療条例による老人医療費の支給を受けることができる対象者

－_は改正箇所

改 正案

回駈得の額が規則で定める額を超える者

（助成の範囲）

第3条市は、対象者に次の各号のいずれかに該当する場合における医療費_(精神病

床の入院に要する費用が含まれる場合は、当該費用を除く。）.のうち、対象者又は

社会保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者（被保険者、組合員又

は加入者であった者を含む。以下同じ。）が負担すべき額（社会保険各法の規定に

よる一部負担金、家族療養費又は家族訪問看謹療養費について附加給付（社会保険

各法の規定による健康保険組合、共済組合等が被保険者、組合員又は加入者に対し

規約、定款等に定めるところにより行う給付をいう。）を受けることができる場合

は、当該附加給付の額を控除した額）から規則で定める一部自己負担額を控除した

額を助成する。

(1)

＄

(3)｝ －－一一一一一一略■■■■■－－－－－－－

（医療証の交付）

第6条市長は、前条の申請があったときは、その資格を審査し、医療誕を交付す
る◎

（3）



現行

給者証。以下「医療証等」という。）を交付する。

（医療証等の提示）

第7条前条の規定により医療証等Q交付を受けた者（以下 ｢医療証等による受給

者」という。）が療養を受けようとするときは、市長と契約を締結した病院、診療

療証筆を提示しなければならない。

(助成の方法）

第8条医療証等による受給者に対する医療費の助成は、助成すべき額を市長が裂麹

医療機関に支払うことによって行う。ただし、市長が特別の理由があると認めると

きは、医療証等によ五受給者に支払うことにより医療費の助成を行うことができ

る 。 ‐

2画確等対象者に対する医療費の助成は、申請のあった対象者に支払うことにより

行う 。

(助成費の返還）

第9条市長は、第三者の行為による傷病に対し医療費を助成した場合において、 対
一

塞宣が当該第三者から同一事由につき損害賠償を受けたときは、当該損害賠償額の

限度内において、助成金の返還を命ずることができる。

第10条一一一一一一一一略一一一一一一一一

、 、

① ｡

(届出義務）

第11条医療証等によ量受給者は、住所、氏名里ｴX規則で定めるその他の事項に変

更があったときは、速やかに届け出なければならない。

(談渡の禁止）
6C

改 正 案

（医療証の提示）

は改正箇所
一

第7条一前条の規定により医療証Q交付を受けた者（以下「受給者」という。） が大
一

いて「府内医療機関」という。）において療養を受けようとするときは、匡遼延を

提示しなければならない。

(助成の方法）

第8条府内医療機関において療養を受けたときの医療費の助成は、助成すぺき額を

市長が府内医療機関に支払うことによって行う。ただし、市長が特別の理由がある

と認めるときは、受給者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

2

て療養を受けたときの医療費の助成は、受給者に支払うことにより行う。

(助成費の返還）

第9条市長は、第三者の行為による傷病に対し医療費を助成した場合において、堂

鐙宣が当骸第三者から同一事由につき損害賠償を受けたときは、当該損害賠償額の

限度内において、助成金の返還を命ずることができる。

第 1 0 条 一 一 一一一一一一略一一一一一一一一

の全部又は一部を返還させることができる。

(1)第13条又は第14条後段の規定に違反したとき。

(2)その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき堅

(届出義務）

第12条受給者は、住所、氏名x』主規則で定めるその他の事項に変更があったとき

は、速やかに重量1皇届け出なければならない。

(譲渡の禁止）

（4）

“←′■ ●〃



の1－
P ＝

‐は改正箇所

（5）

現 行 改正案

第12 条 一 一 一一一一一一略一一一一一一一一

(委任）

第13 条 一 一 一一一一一一略一一一一一一一一

イ

●｡

第13条一一一一一一一一略一一一一一一一一

（報告の徴収等）

第14条市長は、医療費の助成に関し必要があると認めるときは、受給者に対し皇

療養の状況について報告を求め、又は職員に療義の状況について調査若しくは質問

をさせることができる。この場合において、受給者は、正当な理由がない限り､_皇
れらを拒んではならない。

(委任）

第15条 一
色

一

■

1■■■■■I■■■■■I■■■■■Ⅱ■■■■■■■■■■■■－

e

略一 ■■■■■一■■■■■－－■■■■■ー



犀~回案酉扇
吹田市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例現行・改正案対照表

は改正箇所
一

（6）

“〆● P。わ

現 ．行 改 正案

(目的）

第1条この条例は、ひとり親家庭に対し､_医療費の一部を助成することにより、そ

の生活の安定と児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(対象者）
■ ●

第2条一一一一一一一一略一一一一一一一一

2前項の規定にかかわら

ものとする。

１
１
１
２
１
１ 丑

ず、
〃

次の各号のいずれかに該当する者は、対象者から除く

－－－－－－－－略一一一一一一一一

(3)堕田市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例.(昭和48年吹．

田市条例第53号）の規定による身体障害者及び知的障害者の医療費の支給を受

けることができる者

凶児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を受けている者幽同法第24条

の2第1項に規定する指定障害児入所施設等に入所x蛙入院をしている者

且遡辿で定める駈授Q額以上の駈得を有するひとり親家庭の父若しくは母又は蕊

育者（以下「ひとり親等」という。）及唾そのひとり親等に監護又は養育される
児童

(目的）

第1条この条例は、ひとり親家庭に対L医療費の一部を助成することにより、その

健康の保持、生活の安定及び児童の健全な育成塵寄与し、もってひとり親家庭の福

祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者）

第2条一一一一一一一一略一一一一一一一一

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者は、,対象者としな．

kﾕ。

１
１
１
２
１
１ 丑 －－一一一一一一略一一・一・一一一一一

(3)陸田市重度障がい者の医療費の助成に関する条例（昭和48年吹田市条例第

53号）の規定により医療証の交付を受けている者、全ての児童が同条例の規定

付を受けているひとり親等に監護され、若しくは養育される児童

ど迫

回児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を受けている者X』主同法第24条

の2第1項に規定する指定障害児入所施設等に入所若しくI主入院をしている者

回所得の額が規則で定める額以上のひとり親等又はそのひとり親等に監謹室型－



■ー

現 行

(助成の範囲）

第3条市は、対象者に次の各号のいずれかに該当する場合における医療費（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。以下「高齢者医療確保法」という。）又は規則で定める社会

保険に関する法律（以下「社会保険各法」という。）に規定する指定訪問看護に要

する費用が含まれる場合は､当該指定訪問看謹に要する費用を除く｡)のうち､国

民健康保険法の規定による被保険者、高齢者医療確保法の規定による被保険者エは

社会保険各法の規定による被保険者（日雇特例被保険者を含む。以下同じ。）、組

合員若しくは加入者（被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。以下同

じ。）が負担すぺき額（社会保険各法の規定による一部負担金卿又は家族療養費につ

いて附加給付（社会保険各法の規定による健康保険組合、共済組合等が被保険者、

組合員又は加入者に対し規約、定款等に定めるところにより行う給付をいう。）を

受けることができる場合は、当骸附加給付の額を控除した額）から規則で定める一

部自己負担額を控除した額を助成する。

(1)対象者が国民健康保険法又は高齢者医療確保法の規定による療養の給付又は入

院時食事療養費、入院時生活療養費も保険外併用療養費、療養費若しくは特別療

養費の支給を受けたとき、

(2)社会保険各法の規定により被保険者、組合員又は加入者が対象者に係る療養の

給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、家

族療養費若しくは特別療養費の支給を受けたとき。

(3)－－－－－－－－略一一一一一一一一

2前項の規定にかかわらず、対象者のうち吹田市老人医療費の助成に関する条例

（昭和46年吹田市条例第37号。以下「老人医療条例」という。）の規定による

老人医療費の支給を受けることができる者については、当該負担すべき額のうち国

民健康保険法、高齢者医療確保法又は社会保険各法に規定する食事療義又は生活療

●1－

は改正箇所

改 正案

^L<は養育される児童

(助成の範囲）

第3条市は、対象者に次の各号のいずれかに該当する場合における医療費（精神病
床の入院に要する費用が含まれる場合は、当謹費用を除く。）のうち、国民健康保

険法」胆麹_a_旦_生迭建箆192量Lの規定による被保険者聖高齢者の医療の確保に

関する法律（昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。）_の規

定による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律（以下「社会保険各法」

^7,)の規定による被保険者（日雇特例被保険者を含む。以下同じ｡）、組合

員若しくは加入者（被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。以下同じ。）

が負担すべき額（社会保険各法の規定による一部負担金聖家族療菱費又は家族訪問

看護療養費について附加給付（社会保険各法の規定による健康保険組合、共済組合

等が被保険者、組合員又は加入者に対し規約、定款等に定めるところにより行う給

付をいう。）を受けることができる場合は、当該附加給付の額を控除した額）から

規則で定める一部自己負担額を控除した額を助成する。

(1)対象者が国民健康保険法又は高齢者医療確保法の規定による療養の給付又は入

院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費．訪問着該療養

萱若しくは特別療養費の支給を受けたとき。

(2)社会保険各法の規定により被保険者、組合員又は加入者が対象者に係る療養の

給付又は入院時食事療菱費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費二塑

固置謹遼塾費、家族療養喪1家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受

けたとき。

(3)－－－－－－－－－略一一一一一一一一

●

(7）



は改正箇所
－

(8）

4 ． 戸 ■ ’匂“

現
『

行 、 改正案

養に係るものに限り、助成の対象とする。

(医療証の交付）

第6条市長は、前条の申請_(高齢者医療確保法による食事療養若しくは生活療養に

（以下「高確等対象者」という。）による申請を除く。）_があったときは、その資

格を審査し、 規則で定める医療証を交付する。

(医療証の提示）

第7条前条の規定により医療証の交付を受けた者（以下「医療証によゑ受給者」と

いう。）が療養を受けようとするときは、市長と契約した病院、診療所又は薬局

_【以工_[契麹医遼鋤一とnｺヱー '一匹医療証を提示しなければならない。

(助成の方法）

第8条医療証による受給者に対する.医療費の助成は、助座主互額を市長が墾遡医遼

幽璽に支払うことによって行う。ただし、市長が特別の理由があると認めるとき

は、医療証による受給者に支払うことにより医療費の助成を行う.ことができる。

2高確等対象者に対す邑医療費の助成は、里誼Q亜2進封塞宣に支払うことにより

行う。

(助成金の返還）

第9条市長は、第三者の行為による傷病に対し医療費を助成した場合において、 対
一

塞宣が当該第三者から同一事由につき損害賠償を受けたときは、当該損害賠償額の

限度内において、助成金の返還を命ずることができる。

第1℃条市長は、塵偽その他不正行為により助成を受けた者が塑三迄ときは、その

者又は医療証による受給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。

(医療証の交付）

第6条市長は、前条の申請があったときは､その資格を審査し、医療証を交付す

る。

(医療証の提示）

第7条前条の規定により医療証の交付を受けた者（以下「受給者」という。）

旬

が大
一

阪府内に所在する病院、診療所若しくは薬局又は訪問看護ステーション（次条にお

いて「府内医療機関」という。）において療養を受けようとするときは、医療証を

提示しなければならない。

(助成の方法）

第8条府内医療機関において療養を受けたときの医療費の助成は、勉塵ー ≦豊額を

2

市長が府内医療機関に支払うことによって行う。ただし、市長が特別の理由がある

と認めるときは、受給者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

府内医療機関以外の病院、診療所若しくは薬局又は訪問看護ステーションにおい

て療養を受けたときの医療費の助成は、量造萱に支払うことにより行う。

(助成金の返還）

け

第9条市長は、第三者の行為による傷病に対し医療費を助成した場合において、垂

●
や

鐙宣が当該第三者から同一事由につき損害賠償を受けたときは、当該損害賠償額の

限度内において、助成金の返還を命ずることができる。

第10条市長は、懲りその他の不正な手段により助成を受けた者が塑亙ときは、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。

第11条市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは､助成を受けた額



ub－

ゆｰ

一は改正箇所

現 行 改正案

の全部又は一部を返還させることができる。

(1)第13条又は第14条後段の規定に違反したとき。

(2)その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(届出義務） (届出 義 務 ） ．

第11条 医療証による受給者は、住所、氏名理型規則で定めるその他の事項に変更 第12条受給者は、住所、氏名旦些規則で定めるその他の事項に変更があったとき

があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。 は、速やかに市長に届け出なければならない。

(譲渡の禁止） (譲渡の禁止）

第12条一一一一一一一一略一一一一一一一一 第13条一一一一一一一一略一一一一一一一一
（報告の徴収等）

第14条市長は、医療費の助成に関し必要があると認めるときは、受給者に対し二

療養の状況について報告を求め、又は職員に療養の状況について調査若しくは質問

れらを拒んではならない。

(委任） (委任）

第13条この冬掘Ⅱ戸牽冷系&,のの底力。 条例の施行に関し必要な事項は、規則で，定 第15条この条例の施行に関し必要な事項は、 市長軽定める。

める◎ 。

（9）



犀百~案函詞
吹田市子どもの医療費の助成に関する条例現行・改正案対照表

現 行

(目的）

第1条この条例は、子どもの保護者に対し、子どもの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に寄与するとともに、その健全な育成と福祉の増進を

図ることを目的とする。

(対象者）

第2条一一一一-－－－－略一一一一一一-一・一

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の保護者は、並

象者から除くものとする。

(1)一一一一一一一一略一一一一一一一一

(2)堕田市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例（昭和48年吹

田市条例第53号）の規定による身体障害者及び知的障害者の医療費の支給を受

けることができる子ども（同条例第2条第1項第4号に掲げる子どもを除く。）

(3)吹田市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例（昭和51年吹田市条例第

31号）の規定によるひとり親家庭医療費の支給を受けることができる子ども

(4)．－－－ － － － － － 略 一 一 一 一一一一一

(助成の範囲）

第3条市は、対象者に次の各号のいずれかに該当する場合における医療費（国民健

康保険法又は社会保険各法に規定する指定訪問看護に要する費用が含まれる場合

は、当該指定訪問看護に要すゑ費用を除く。）のうち、国民健康保険法の規定によ

る被保険者又は社会保険各法の規定による被保険者（日雇特例被保険者を含む。以

下同じ。）、組合員若しくは加入者（被保険者、組合員又は加入者であった者を含

む。以下同じ。）が負担すべき額(社会保険各法の規定による家族療養費について

附加給付（社会保険各法の規定による健康保険組合、共済組合等が被保険者、組合

員又は加入者に対し規約、定款等に定めるところにより行う給付をいう。）を受け

－二は改正箇所

改 正案

(目的）

第1条この条例は、子どもの保護者に封L子どもの医療費の一部を助成することに

より、その健康の保持及び健全な育成に寄与し､もって子どもの福祉の増進を図る

ことを目的とする。

(対象者）

第2条一一一一一一一一略一一一一一一一一

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の保護者は、当

該子について対象者としない。

(1)－－－－一一一一略一一一一一一一一

(2)睦田市重度陣がい者の医療費の助成に関する条図（昭和48年吹田市条例第

53号）の規定により医療証の交付を受けている子ども

(3)吹田市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例（昭和51年吹田市条例第

31号）の規定により医療証の交付を受けていゑ子ども

(4)－－－－一一一一略一一一一一一一一

(助成の範囲）

第3条市は、対象者に次の各号のいずれかに該当する場合における医療費（精神病

床の入院に要する費用が含まれる場合は、当謹費用を除く。）のうち、国民健康保

険法の規定による被保険者又は社会保険各法の規定による被保険者（日雇特例被保

険者を含む。以下同じ。）、組合員若しくは加入者（被保険者、組合員又は加入者

であった者を含む。以下同じ。）が負担すべき額（社会保険各法の規定による家族

療養費又は家族訪問看護療養壁について附加給付（社会保険各法の規定による健康

保険組合、共済組合等が被保険者、組合員又は加入者に対し規約、定款等に定める

ところにより行う給付をいう。）を受けることができる場合は、当該附加給付の額

（10）
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ジ 1ｰ

現 行

ることができる場合は、当該附加給付の額を控除した額）から規則で定める一部自

己負担額を控除した額を助成する。

(1)子どもが国民健康保険法の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、保険

外併用療養費、療養費若しくは特別療養費の支給を受けたとき。

(2)社会保険各法の規定により被保険者､組合員又は加入者が子どもに係る入院時

食事療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費の支給を受けたと
き。

(3) －－－－－－－－略一一一一一一一一

(医療証の提示）

第7条前条の規定により医療証の交付を愛けた対象者（以下「受給者」という。）

は、子どもが療養を受ける際に、市長と契約した病院、診療所又は薬局（以下「契

約医療機関」という。）に医療証を提示しなければならない。

(助成の方法）

第8条王竺12＠塁謹宣』三劃丈亙医療費の助成は、迦土至額を市長が契約医療機関

に支払うことによって行う。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、受

給者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(助成金の返還）

第9条市長は、第三者の行為によFる傷病に対し医療費を助成した場合において、 子
一

堂迄が当該第三者から同一事由につき損害賠償を受けたときは、当該損害賠償額の

限度内において、助成金の返還を命ずることができる。

第10条一一一一一一一一略一一一一一一一一

少峰｡

l斗訪T官懲盲芹

改 正 案

を控除した額）から規則で定める一部自己負担額を控除した額を助成する。

(1)子どもが国民健康保険法の規定による療義の給付又は入院時食事療養費、保険

外併用療養費、療養費、訪問看護療義費若しくは特別療養費の支給を受けたと
き。

(2)社会保険各法の規定により被保険者、組合員又は加入者が子どもに係る入院時

食事療養費、保険外併用療蕊費、家族療菱費ﾐー 家族訪問看護療養萱又は特別療養
費の支給を受けたとき。

(3)
ー

－－一一一一一一略一一一一一一一一

(医療証の提示）

第7条前条の規定により医療証の交付を受けた者（以下「受給者」という。）は、

子どもが大阪府内に所在する病院、診療所若しくは薬局又は訪問看護ステーション

（次条において「府内医療機関」という。）において療養を受けようとするとき
蛙1-医療証を提示しなければならない。

(助成の方法）

第8条歴座医遼壁盟』三塑竺工遼塗堂堂』土迄_と_童里医療費の助成は、助成すべき額を
市長が雌遼撞閏に支払うことによって行う。ただし、市長が特別の理由がある

と認めるときは、受給者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

2府内医療機関以外の病院、診療所若しくは薬局又は訪問看護ステーションにおい

て療養を受けたときの医療費の助成は、受給者に支払うことにより行う。
(助成金の返還）

第9条市長は、第三者の行為による傷病に対し医療費を助成した場合において、堂
鐙宣が当該第三者から同一事由につき損害賠償を受けたときは、当該損害賠償額の

限度内において、助成金の返還を命ずることができる。

第10条一一一一一一一一略一一一一一一一一

第11条市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成を受けた額

(11)



は改正箇所
－

現 行 改正案

の全部又は一部を返還させることができる。

(1)第13条又は第14条後段の規定に違反したとき。

(2)その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(届出義務） (届出義務）

第11条受給者は、規則工産塗旦住所、氏名その他の事項に変更があったときは、 第12条受給者は、住所、氏名エ旦規且1重室些亙その他の事項に変更があったとき

速やかに市長に届け出なければならない。 は、速やかに市長に届け出なければならない。

(談渡の禁止） (譲渡の禁止）

第12条一一一一一一一一略一一一一一一一一 第13条 -.一一一一一一一略一一一一一一一一

（報告の徴収等）

れらを拒んではならない。

(委任） (委任）

第13条一一一一一一一一略一一一一一一一一 第15条 －－－－－－－－－略一一一一・一--－－

■ 旬

ー

（12）
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