
静岡市児童措置費に係る医療費給付等事務処理要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、静岡市児童措置費に係る医療費給付要綱（平成17年４月１日施行。

以下「要綱」という。）に定める医療費の給付について、必要な事項を定めるものとする。 

（受診券の交付） 

第２条 児童相談所長は、次により受診券を交付し、又は保管させるものとする。 

（１）法第27条第１項第３号の規定による措置をしたときは、当該施設長等に交付する。 

（２）法第27条第３項の規定による委託措置をしたときは、当該指定国立療養所等の長に

交付する。 

（３）法第33条の規定による措置をしたときは、担当ケースワーカーに保管させる。ただ

し、一時保護を委託したときは、委託先の長等に交付する。 

（受診券の記載方法） 

第３条 受診券の記載方法については、次のとおりとする。 

（１）公費負担者番号欄の記載は、次のとおりとする。 

法別番号 都道府県番号 実施機関番号 検証番号 

５ ３ ２ ２ ６ ０ ２ ３ 

（２）受給者番号欄の記載は、次のとおりとする。 

施設等番号 児童等番号 検証番号 

       

ア 施設等番号は、別表第１のとおりとし、新たに施設が設置されたときなど、新たな

施設番号が必要なときは、その都度、県と協議し設定するものとする。 

イ 児童等番号は、施設等番号ごとに連番で付すものとする。 

ウ 検証番号の算出方法は、別表第２のとおりとする。 

（３）受診児童欄については、所定の事項を記入する。 

（４）発行機関名及び印欄については、当該受診券を交付する静岡市児童相談所とする。 

（５）交付年月日欄については、措置又は一時保護を開始した日以降で、実際に受診券を

交付する日とする。 

（６）受診券の記入については、児童相談所が行うものとし、その他の者が記載事項を変

更したものは無効とする。 

（受診券の再交付） 



第４条 受診券再交付依頼書の提出を受けた児童相談所長は、次により再交付するものと

する。 

（１）紛失の場合、児童等番号は、新たな番号を設定する。この場合において、紛失した

受診券は失効したものとみなし、その児童等番号は少なくとも１年は欠番とするものと

し、紛失により再交付した後、紛失した受診券が発見された場合は、発見された受診券

を直ちに返還させなければならない。 

（２）き損又は記載内容の変更により受診券を再交付する場合は、新たな受診券を発行す

る際に、必ず既に交付した受診券と引き換えなければならない。 

（３）交付年月日は、再交付を行った日とし、交付年月日欄内に再交付と記載する。 

（請求書等の記載） 

第５条 要領別表に規定する請求書の記載について問い合わせがあった場合は、診療（調

剤）報酬請求書等の記載要領について（昭和51年８月７日保険発第82号厚生省保険局医療

課長等連名通知）の例によるものと指示する。 

（受診券による医療費の診査及び支払） 

第６条 医療費に係る審査及び支払は、静岡県社会保険診療報酬支払基金及び静岡県国民

健康保険団体連合会に委託して行うものとする。 

（治療材料等支給依頼書の交付） 

第７条 治療材料等支給依頼書の交付の場合は、静岡市標準様式による請求書のひな型を

添付するものとする。また、請求書については、私製の様式によることができる旨もあわ

せて伝えるものとする。 

２ 前項の場合において、眼鏡の支給に係る治療材料等支給依頼書を交付するときは、「補

装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準（平成18年９月29日付

け厚生労働省告示第528号）」別表１購入基準（５）その他の眼鏡欄及び２修理基準（５）

その他眼鏡欄の写しを併せて添付するものとする。 

３ 児童相談所長は、治療材料等支給依頼書を交付する場合、あらかじめ支給依頼先店舗

に治療材料等支給依頼書の趣旨を説明するものとする。 

（雑則） 

第８条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要領は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則 



この要領は、平成17年10月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成18年10月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成20年11月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成23年11月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成24年３月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成30年11月１日から施行する。 

  



別表第１（第３条関係） 

施設種別 施設等番号 施設名称 

乳児院 

２３１ みどり園 

２３２ 静岡乳児院 

２３３ 浜松乳児院 

２３４ 静岡惠明学園 

２３５ 福井済生会 

児童養護施設 

００１ ひまわり園 

００２ 静岡ホーム 

００３ 春風寮 

００４ 清明寮 

００５ 惠明学園児童部 

００７ 聖心養護園 

００８ 和光寮 

００９ 誠信少年少女の家 

０１０ 岩倉学園 

０１２ 川奈臨海学園 

０１３ すみれ寮 

０１４ まきばの家 

児童自立支援施設 

１０１ 三方原学園 

１０２ 横浜家庭学園 

１０３ 武蔵野学院 

１０４ 愛知学園 

１０５ 富山学園 

１０６ 長野波田学院 

１０９ きぬ川学園 

情緒障害児短期治療施設 
２２１ 吉原林間学園 

２２２ 悠 

福祉型障害児入所施設 
１１１ 磐田学園 

１１２ ねむの木学園 



１１３ 安倍学園 

１１４ あしたか学園 

１１５ 朝霧荘 

１１６ 子羊学園 

１１７ 浜松学園 

１１８ ふじやま学園 

１１９ 駿遠学園 

１２０ 見晴学園 

１２１ 牧の原やまばと学園 

１２３ 東遠学園 

１２６ 伊豆つくし学園 

１２７ 野菊寮児童棟のばら寮 

１２９ 彦根学園 

１３１ 陶技学園 

１３２ 素心学園 

１３３ 秩父学園 

１３４ 岐阜県立ひまわりの丘第一学園 

１５２ 横浜訓盲院 

１５４ あすなろ学園 

１６２ 金町学園 

医療型障害児入所施設 

１７１ 静岡医療福祉センター児童部 

１７２ 浜松リハビリテーションセンター 

１７３ 伊豆療護園 

１７４ 信濃医療福祉センター 

１７５ 心身障害児総合医療療育センター 

１７６ 聖ヨゼフ整肢園 

１７７ 神奈川県立こども医療センター 

１７８ 千葉リハビリテーションセンター愛育園 

１７９ 第２青い鳥学園 

１８０ 福岡県立粕屋新光園 



１８１ おおぞら療育センター 

１８２ 秋津療育園 

１８３ 島田療育園 

１８４ びわこ学園 

１８５ つばさ静岡 

１８７ 北海道立札幌肢体不自由児総合療育センター 

１８８ 大阪府立大手前整肢学園 

児童発達支援センター 

６５３ 根洗学園 

６５４ いこいの家 

６５５ ポプラ学園 

６５６ みはら学園 

６５７ ひまわり学園 

６５８ 富岳学園 

６６０ あかしや学園 

６６１ こども発達センターめばえ 

６６２ ライシャワークレーマー学園 

指定医療機関 

（肢体不自由児） 

191～200 

１９１ 下志津病院 

１９２ 長良病院 

１９３ 鈴鹿病院 

１９４ 東埼玉病院 

１９５ 箱根病院 

１９６ 南大阪療育園 

指定医療機関 

（重症心身障害児） 

201～210 

２０１ 静岡てんかん・神経医療センター 

２０２ 天竜病院 

２０３ 富士病院 

２０４ 豊橋病院 

２０５ 足利病院 

自立援助ホーム 
３０１ こどもの家 

３０２ 吉田の家 

里親 501～899  



一時保護 

９０１ 静岡県中央児童相談所一時保護所 

９０２ 静岡県東部児童相談所一時保護所 

９０３ 

９０５ 

静岡市児童相談所一時保護所 

（一時保護委託含む） 

９０４ 浜松市児童相談所一時保護所 

 

  



別表第２（第３条関係） 

検証番号の算出方法 

 

 

 

② 乗  数 １ ２ １ ２ １ ２ 

 

 

③ 
①×②の積の和を

求める 
０ ２ ２ ６ ４ ※１ ＝１５ 

 

 

④ １０から③の積の和の下１桁の数を減ずる。 

 

※①と②の積数が２桁となるときは、１桁目の数と２桁目の数を加算する。 

 

① 受給者番号 

施設等番号 児童等番号 検証番号 

０ １ ２ ３ ４ ５ ５ 

１０－５ ＝ ５


