
市町村単独事業の福祉医療に係る現物給付対象一覧 

              平成 30年 6月 20日 

市町村 事業名 給 付 対 象 福祉医療 
負担者番号 

適用年月 
（診療月） 

準用する 
県単制度 

担当部署 

山形市 
こども医療 中学３年生までの外来、訪問看護 83060012 平成 26 年 10 月～ ○子  

こども福祉課 
親子健やか医療 県単「ひとり親家庭等医療給付制度」と同様 85060012 平成 22 年 7 月～ ○親  

米沢市 子育て支援医療 中学３年生までの外来、訪問看護 83060020 平成 28 年 4 月～ ○子  こども課 

鶴岡市 子育て支援医療 中学３年生までの外来、訪問看護 83060038 平成 26 年 7 月～ ○子  国保年金課 

酒田市 子育て支援医療 中学３年生までの外来、訪問看護 83060046 平成 27 年 4 月～ ○子  子育て支援課 

新庄市 子育て支援医療 中学３年生までの外来、訪問看護 83060053 平成 26 年 12 月～ ○子  子育て推進課 

寒河江市 子育て支援医療 １８歳に達する日以降の最初の 3月 31日 
までの入院、外来、訪問看護 

83060061 平成 30 年 7 月～ ○子  子育て推進課（ハートフルセンター） 

上山市 子育て支援医療 中学３年生までの外来、訪問看護 83060079 平成 26 年 7 月～ ○子  健康推進課 

村山市 子育て支援医療 中学３年生までの外来、訪問看護 83060087 平成 27 年 4 月～ ○子  保健課 

長井市 子育て支援医療 中学３年生までの外来、訪問看護 83060095 平成 27 年 2 月～ ○子  市民課 

天童市 子育て支援医療 １８歳に達する日以降の最初の 3月 31日 
までの入院、外来、訪問看護 

83060103 平成 29 年 7 月～ ○子  保険給付課 

東根市 子育て支援医療 中学３年生までの外来、訪問看護 83060111 平成 26 年 10 月～ ○子  市民課 

尾花沢市 子育て支援医療 １８歳に達する日以降の最初の 3月 31日 
までの入院、外来、訪問看護 

83060129 平成 30 年 7 月～ ○子  健康増進課 

南陽市 子育て支援医療 中学３年生までの外来、訪問看護 83060137 平成 27 年 10 月～ ○子  すこやか子育て課 

山辺町 子育て支援医療 中学３年生までの外来、訪問看護 83060517 平成 26 年 4 月～ ○子  町民生活課 

中山町 
子育て支援医療 中学３年生までの外来、訪問看護 83060525 平成 26 年 4 月～ ○子  

住民税務課 
親子すこやか医療 県単「ひとり親家庭等医療給付制度」と同様 85060525 平成 24 年 4 月～ ○親  

河北町 子育て支援医療 中学３年生までの外来、訪問看護 83060533 平成 26 年 7 月～ ○子  税務町民課 

西川町 子育て支援医療 中学３年生までの外来、訪問看護 83060541 平成 23 年 7 月～ ○子  町民税務課 

朝日町 子育て支援医療 中学３年生までの外来、訪問看護 83060558 平成 24 年 7 月～ ○子  健康福祉課 

大江町 子育て支援医療 中学３年生までの外来、訪問看護 83060566 平成 23 年 5 月～ ○子  税務町民課 

大石田町 子育て支援医療 中学３年生までの外来、訪問看護 83060574 平成 24 年 4 月～ ○子  保健福祉課 

最上町 子育て支援医療 中学３年生までの外来、訪問看護 83060590 平成 23 年 4 月～ ○子  健康福祉課（最上町健康センター） 

舟形町 子育て支援医療 中学３年生までの外来、訪問看護 83060608 平成 23 年 7 月～ ○子  健康福祉課 

大蔵村 子育て支援医療 中学３年生までの外来、訪問看護 83060624 平成 22 年 7 月～ ○子  住民税務課 

高畠町 子育て支援医療 １８歳に達する日以降の最初の 3月 31日 
までの入院、外来、訪問看護 

83060657 平成 29 年 7 月～ ○子  町民課 

川西町 子育て支援医療 １８歳に達する日以降の最初の 3月 31日 
までの入院、外来、訪問看護 

83060665 平成 29 年 8 月～ ○子  健康福祉課 

小国町 子育て支援医療 １８歳に達する日以降の最初の 3月 31日 
までの入院、外来、訪問看護 

83060673 平成 28 年 10 月～ ○子  町民税務課 

白鷹町 子育て支援医療 
１８歳に達する日以降の最初の 3月 31日 
までの入院、外来、訪問看護 

83060681 平成 28 年 4 月～ ○子  町民課 

飯豊町 子育て支援医療 
１８歳に達する日以降の最初の 3月 31日 
までの入院、外来、訪問看護 

83060699 平成 28 年 4 月～ ○子  住民税務課 

三川町 子育て支援医療 中学３年生までの外来、訪問看護 83060756 平成 26 年 4 月～ ○子  町民課 

遊佐町 子育て支援医療 
１８歳に達する日以降の最初の 3月 31日 
までの入院、外来、訪問看護 

83060780 平成 27 年 4 月～ ○子  健康福祉課 

庄内町 子育て支援医療 中学３年生までの外来、訪問看護 83060822 平成 26 年 7 月～ ○子  税務町民課 

最上地区 
広域連合 子育て支援医療 中学３年生までの外来、訪問看護 83060830 平成 25 年 7 月～ ○子  

最上地区広域連合 
金山町 健康福祉課 
真室川町 町民課 
鮭川村 健康福祉課 
戸沢村 健康福祉課 

 
※ 網掛け部が変更された箇所です。 
※ 事業の詳細については、実施主体である当該市町村の担当部署へお問い合わせください。 

 
 
【参考】山形県医療給付制度（県単） 

制 度 名 法別 一部負担 備   考 

重度心身障がい(児)者医療（ ○身  ） 
81 なし  

82 あり  

子育て支援医療（ ○子  ） 
83 なし 入院は、未就学児及び小中学生 

入院外・訪問看護は、未就学児及び小学１～3年生 84 あり 

ひとり親家庭等医療（ ○親  ） 85 なし  

 


