














新　　　　　 条　　　　　 例

第 1 条 （東村 山市乳幼児 の医療費の助成に関す る条例の一部改正）

（届出義務）

第 9 条　 受給者 は、第 4 条の規定により申請 した事項に変更が生 じたときは、

その旨を速やかに規則で定めるところによ り市長に届け出なければな らな

い。

2　 受給者 は、現況について、毎年、規則で定めるところによ り市長に届 け

出なけれ ばな らない。

3　 受給者 は、医療者の助成事由が第三者 の行為に よって生 じた場合におい

て当該助成事 由に係 る医療費の助成を受けたときは、その事奏、当該第三

者の氏名及び住所又は居所 （氏名又は住所若 しくは居所 が明 らかでないと

さは、その旨）並びに被害の状況 を、規則で定め るところによ り、遅滞 な

く市長に届け出なけれ ばな らない〔ただ し、同一の事 由につ いて、受給者

が既 に届け出てい る場合は、 この限 りでない．

（掘昏睡借の請求糠の譲渡）

第 1 0 条の 2　 受給者は、医療費の助成事由が第三者の行為 によって生 じた

場合において当該助成事由に係る医療皆の助成 を受けた ときは、規則で定

めるところに より、その助 成の猫の眼底において 、受給者 が当該助成事由

に係 る第三者に対 して有する拍害陪借の請求権を市に譲涯するもの とする．

2　 巷治者 は＿　前項の規定により第三者に対 して有する損害賠償 の請求椿 を

譲渡 した蕩合 は、規則で定 めるところによ り、当該第三者にその旨を遅滞

な く通知 しなければな らない．

（助成蕾の返還等）
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旧　　　　　条　　　　　例

第1条（東村山市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部改正）

（届出義務）

第9条　受給者は、第4条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、

その旨を速やかに規則で定めるところにより市長に届け出なければならな

い。

2　受給者は、現況について、毎年、規則で定めるところにより市長に届け

出なければならない。

（助成費の返還）
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新　　　　　 条　　　　　 例

笠上土＿基　 市長 は、医療費の助成を劃 すた者 が次の各号の一に該 当す 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 （第 2 号から第 4 号ま

での各号の一に該 当する場合にあっては＿　第三者の行為 によって生 じた疾

病 又は負傷に係 る医療皆の助成の額を限度 とす る．）を返還させる ことがで

主至」．

1 1 L　 偽 りその他不正の行為 によって、医療者の助成を受けたときへ

I呈l 第 9 粂第 3 項の規定に遠反 して、同項の規定による届出を行わなか

畦 とj L ＿

I旦l 前条第 1項 の規定に達反 して、椙 雷賠借 の請求権 を譲流 しなか った

上皇」

（4 ） 前条第 2 項の規定に違反 して＿　塙 雷賠償の請求権を譲渡 した 旨の通

知を行 わなかったとき．

2　 医療者の助成事由が第三者 の行為に よって生 じた場合において、電治者

が第三者か ら同一の事 由について拍富賠償を卸 すた ときは、市長は、その

猫 の限度において、医療苗の助成 を行わず、又は助成 した医療智を返還 さ

せ る ことができる．

第 2 条 （東村 山市義務教育就学児の医療費の助成 に関す る条例 の一部改正）

（届出義務）

第 1 0 条　 受給者は、第 5 条の競走によ り申請 した事項に変更が生 じた とき

は、その旨を速やかに規則 で定めるところに より市長に届け出なけれ ばな

らない。

2　 受給者は、現況について、毎年、規則で定める ところによ り市長 に届け

出なければならない。
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旧　　　　　条　　　　　例

第11条　市長は、：偽りその他不正の行為によ：って、：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，

第2条（東村山市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例の一部改正）

（届出義務）

第10条　受給者は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたとき

は、その旨を速やかに規則で定めるところにより市長に届け出なければな

らない。

2　受給者は、現況について、毎年、規則で定めるところにより市長に届け

出なければならない。



新　　　　　 条　　　　　 例

3　 受給者は、医療考の助成事由が第三者 の行為 によって生 じた場合 におい

て当該助成事 由に係 る医療費の助成を垂けた ときは、その事実、当該第三

者 の氏名及び住所又は居所 （氏名又は住所若 しくは居所が明 らかでない と

さは、その 旨）並び に被 害の状況 を、規則で定めるところにより、遅滞 な

く市長に届け出なければな らない（ただ し、同一 の事由について、受給者

が既に届 け出ている場合は、この限 りでないh

（損害賠償の請求権 の譲渡）

第 1 1 条の 2　 受給者 は、医療薯 の助成事由が第三者の行為 によって生 じた

場合 において当該助 成哀由に係 る医療者の助成 を受 けた ときは、規則で定

めるところによ り＿　その助成の額 の限度において、聖給者 が当該助成事 由

に係 る第三者 に対 して有する損害賠償の請求権を市 に譲淀するもの とする．

2　 受給者 は、前項の規定に より第三者に対 して有す る椙書賠償の請求権 を

諮漉 した易合は、現員ijで定めるところに より、当該第三者 にその旨を遅滞

なく通知 しなければならない．

（助成者の返還等）

笠⊥五重　 市長は、医療者の助成を受けた者が次の各号の一に該 当する とき

は、その昔 から当該助成を受 けた額の全部又は一部 （第 2 号から第 4 号 ま

での各号の一 に該当す る場合 にあっては、第三者の行為によって生 じた疾

病又は負傷 に係る医療者の助成の額を限度 とする＿）を返還 させることがで

圭一宣」．

（1） 偽 りその他不正の行 為によって＿　医療蕾の助成を劃 すたとき．

（2 ） 第 1 0 条第 3 項 の規定に違反 して、同項の規定に よる届出を行わ な

かった とき＿
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新　　　　　 条　　　　　 例

I呈l 前条第 1 項の規定に達反 して、描害賠償の請 求桧 を譲涯 しなかった

上皇」

（4 ） 前条第 2 項の規定に違反 して、損奮賠償の請 求権 を譲渡 した 旨の通

知 を行わなか った とき．

2　 医療者の助成事 由が第三者の行 為によって生 じた湯合において、受給者

が第三者か ら同一 の事由について椙書晴信 を受けた ときは、市長は、その

額の限度において、医療者 の助成を行わず、又は助 成 した医療 費を返還 さ

せ ることができる．

第 3 条 （東村 山市ひ とり親家庭等 の医療費の助成に関す る条例の一 都改正）

（届出義務）

第 8 条　 ひ とり親等は、第 6 条 の規定に より申請 した事項 に変更が生 じた と

さは、その旨を速やかに規則 で定め るところに より市長 に届け出なければ

ならない。

2　 ひ とり親等 は、その家庭に属す る対象者 の現況について、規則 で定 める

ところに より市長に届け出なければな らない。

3　 ひ とり親等は、その家庭に属する対象者 に係 る医療哲の助成事由が第三

者の行為 によって生 じた場合において当該助成事 由に係 る医療巷の助成 を

受 けた ときは、その事笑、当該第三者 の氏名及び住所又 は居所 （氏名又は

住所若 しくは居所が明らかでない ときは、その 旨）並びに被害の状況 を、

規則で定めるところにより、遅濡な く市長 に届け出なければな らない〔た

た し、同一の事 由について、ひとり親等 が既 に届け出てい る場合は、 この

限 りでない．

旧　　　　　条　　　　　例

第3条（東村山市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正）

（届出義務）

第8条　ひとり親等は、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、その旨を速やかに規則で定めるところにより市長に届け出なければ

ならない。

2　ひとり親等は、その家庭に属する対象者の現況について、規則で定める

ところにより市長に届け出なければならない。
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（椙 害賠償の請求椿の譲渡）

第 9 条の 2　 対象者は、医療雷の助成事由が第 三者の行為 によって生 じた場

合において当該助成事由に係 る医療苗の助成を受 けたときは、規則で定め

るところによ り、その助成の額の限度において、対象者が 当該助成事 由に

係 る第三者に対 して有する損害賭借 の請求様 を市に譲涯す るものとす るへ

2　 対象者は、前項の規定によ り第三者に対 して有す る拍雪賠償 の請求権を

譲渡 した場合は、規則で定める ところに より、当該第三者にその旨を遅滞

なく通知 しなければならない｛

（助成苗の返還等）

箆王 立盆　 市長は＿医療者の助成を受けた者が次の各号 の一に該 当す るとき

は、その者か ら当該助成を電 けた額の全部又は一部 （第 2 号から第 4 号ま

での各 号の一 に該当す る場合 にあっては、第三者の行為に よって生 じた疾

病又は負傷に係 る医療薯の助成の額を限度 とする．）を返還 させ るこ とがで

主五＿

I土l 偽 りそ の他不正の行為によって、庚病者の助成 を電 けたとき・

I呈l 第 8 粂 第 3 項の規定に違反 して、同項の規定による届出を行わなか

壬 生とj L＿

也　 前条第 1 項の規定に達反 して、椙害賠借の請 求権 を語源 しなかった

上皇1 ．．

（4 ） 前条第 2 項の規定に達反 して、損害賠償の請求権 を譲流 した 旨の通

知 を行わなかった ときへ

2　 医療智の助成事 由が第三者の行為によって生 じた場合 において、対象者

が第三者 から同一の事由について損害賠償 を受けたときは、市長は、その

額の限度 において＿　医療者の助成 を行わず、又は助成 した医療 菅を返還 さ
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せることができるへ

附　則

（施行期日）

1　この条例は、平成26年4月1日から施行する。

（経過措置）

2　第1条の親定による改正後の東村山市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（以下「施行日」という。）以後に行われる療

養に係る医療費の助成について適用し、施行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条の競走による改正後の東村山市義務教育就学児の医療費の助成に関

する条例の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について

通用し、施行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東村山市ひとり親家庭等の医療黄の助成に関

する条例の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について

通用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成にっいては、なお従前

の例による。
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