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新型コロナウイルス対策最前線⑥
サル痘の現状・福祉３医療助成制度
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１．4回目ワクチン接種計画

4 回目ワクチン接種対象者

【全額公費負担（無料）】

3 回目接種日から、5か月以上経過した以下の方
対 象 者 接 種 方 法

①60歳以上の方
【※努力義務適用】

・60歳以上のすべての方
（※努力義務とは　予防接種法第 9条の規定
による。「予防接種の対象者は、定期の予防
接種又は、臨時の予防接種を受けるよう努め
なければならない。」（中略））

３回目の接種日から５か月間隔にて、
「接種券」が市町村より発送される。
接種券に同封の案内に従い予約→接種。
（接種券発送スケジュールや予約受付開
始時期などは、市町村により異なる。）

②重症化リスクの
高い方
（18歳以上59歳以下）
【努力義務適用外】

・基礎疾患を有する方
・基準 (BMI30以上 ) を満たす肥満の方
・その他新型コロナウイルス感染症に
かかった場合の重症化リスクが高いと
医師が認める方

接種券の発送には、町に申請が必要。
（※滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町
の場合。市町村により、対応が異なる。）
接種券に同封の案内に従い予約→接種。

③医療・高齢者施設等
（障害者施設を含む）
従事者の方
（18歳以上59歳以下）
【努力義務適用外】

重症化リスクの高い、多くの者に対し
てサービスを提供する、医療従事者等
および、高齢者施設等（障害者施設を
含む）従事者の方
【令和 4年 7月 22日法改正】

接種券の発送には、町に申請が必要。
（※医療機関や施設ごとにまとめて申請を
行う等、市町村により、対応が異なる。）
接種券に同封の案内に従い予約→接種。

令和４年５月25日 (水 )から令和４年９月30日（金）まで（予定）
接種可能期間

接 種 会 場

・各町の指定する医療機関
・各町の集団接種会場
・埼玉県の集団接種会場
・国の集団接種会場

・４回目接種については、対象者が限定されており、予約方法等や時期は各市町村によって異なります。
・また、1・2、3回目接種予約についても、各町コールセンターにお問い合わせください。

ワクチン　2,070 円（税抜）
（時間外：2,800 円、休日 4,200 円）

全額公費負担のため、無料

ワクチンの全国統一単価

　新型コロナウイルスのオミクロン株の系統の１つ「BA.5」そして、「ケンタウロス」による感染再
拡大により、「第７波」が到来しました。今、私たちがすべきことは、基本的な感染予防対策を徹底・継続し、
ワクチンの３回目、４回目接種を進めていくことです。
　また、「サル痘」の現状や、埼玉県福祉３医療制度の変更について、ダイジェストで掲載いたします。

接
種
券
事
前
申
請
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滑川町

接種実施
曜日・時間
【日】

9:00 ～ 11:30
・モデルナ　 【７月 17、24日、31日】
・ファイザー【8月 7日、21日】

会　　場

滑川町総合体育館

① 医療機関による個別接種

滑川町コールセンター
【相談・予約】

（平日9:00～ 16:30）

インターネット予約
https://taskcore.tkc.jp/cu/113417/
r1/residents/procedures/apply/
f152a7c8-6514-4f71-9dd4-
123a0fa4ad97/input?po=1

0493 - 81 - 3135

② 町による集団接種 予約先

予約先

③ 小児用ワクチン接種（１回目・２回目）

対　　象 5歳から11歳
（努力義務適用外） 接種ワクチン 小児用ファイザー

（コミナティ筋注 5~11 歳用）

接種回数 ２回（3週間間隔） 接種量
0.2㎖ × 2回を筋肉内に注射
有効成分量 10㎍
(12 歳以上の 3 分の 1)

会　　場

[1] エンゼルクリニック　　【金、土】　・13:30
[2] 市川クリニック　　　　【土】　・10:00　・10:30　・11:00　・11:30
[3] たばた小児科　　　　　【金】　 ・15:00　・15:30　・16:00
　　　　　　　　　　　　  【日】　・10:00　・10:30　・11:00　
[4] こどもクリニック　　　【火】　・15:00
  　いとう小児科
[5] 高橋内科胃腸科　　　　【金】　・16:00 ー 16:10　・17:00 ー 17:10
  　クリニック　　　　　   【土】　・10:00 ー 10:10　・11:00 ー 11:10

予約先

医療機関名

[1] 埼玉森林病院 ・ モデルナ 【月～金】 [７月７日～ 8月５日 ]
【火～金】 [８月８日～ 8月 31日 ]

[ ８月 8日～ 8月 31日 ]・ ファイザー 【月】

[2] 上野医院 ・ ファイザー 【月～水、金、土】 [７月 8日～ ]

[3] 市川クリニック ・ ファイザー 【月～水、金】 [７月 8日～ ]

[4] はねおの森クリニック・ ファイザー 【月～水、金】 [７月 8日～７月 30日 ]

・モデルナ 【土】 [７月 8日～ 7月 30日 ]

・ ファイザー 【月～水、金、土】 [８月 8日～ ]

[5] 埼玉成恵会病院 ・モデルナ 【木】 [7 月 21日～ 9月 1日 ]
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嵐山町
① 医療機関による個別接種

医療機関名

[1] 渡辺産婦人科　　　・ファイザー　　【木、日】　　　　　[８月 18日～ ]
[2] 大谷クリニック　　・ファイザー　　【月、水、金】　　　[８月 8日～ ]
[3] 野﨑クリニック　　・ファイザー　　【月、火、木～土】　[７月 23日～ ]
[4] 清水小児科
  　アレルギークリニック　・ファイザー　　【月～水、金、土】　[８月６日～ ]
[5] 武蔵嵐山病院          ・モデルナ　　　【土】　　　　　　　[７月 23日～ ]

嵐山町コールセンター
【相談・予約】

5 回線　（平日9:00～ 17:00）
インターネット予約

https://taskcore.tkc.jp/cu/113425/r1/
residents/procedures/apply/f152a7c8-
6514-4f71-9dd4-123a0fa4ad97/
input?po=1　　　　毎週火曜日　15:00
　　　　　　　　　　　　予約枠追加

[1] 070 - 4804 - 5285
[2] 070 - 4804 - 5286
[3] 070 - 4804 - 5287
[4] 070 - 4494 - 3681
[5] 070 - 4494 - 3682

② 町による集団接種

③ 小児用ワクチン接種（１回目・２回目）

対　　象 5歳から11歳
（努力義務適用外） 接種ワクチン 小児用ファイザー

（コミナティ筋注 5~11 歳用）

接種回数 ２回（3週間間隔） 接種量
0.2㎖ × 2回を筋肉内に注射
有効成分量 10㎍
(12 歳以上の 3 分の 1)

会　　場 ・清水小児科アレルギークリニック　【月～水・金・土】

予約先

予約先

予約先

接種実施
曜日・時間

【水・日】
9:00～ 11:30
モデルナ

会　　場

嵐山町健康増進センター
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① 医療機関による個別接種

医療機関名 予約方法

【 1 】いわほりクリニック ファイザー　
・電話予約：0493-71-6601（診察時間内のみ）

【 2 】内田医院 ファイザー
・電話予約：0493-72-0516（診察時間内のみ）

【 3 】大野クリニック
ファイザー／モデルナ
・電話予約：0493-74-1868（休診日除く）
・LINE 予約（大野クリニック LINE アカウント）
・インターネット予約（https://www.ohno-clinic.or.jp）

【 4 】木下医院
ファイザー
・電話予約：0493-72-0375（診察時間内のみ）
・受診時予約 

【 5 】宏仁会小川病院 ファイザー
・小川町コールセンター、またはインターネット予約

【 6 】さつき内科クリニック ファイザー
・電話予約：0493-71-6050（診察時間内のみ）

【 7 】真田医院
ファイザー
・電話予約：0493-72-8020
・受付時間　15:00 ～ 18:00【月・火・水・金】  

【 8 】鈴木医院 ファイザー
・電話予約：0493-72-1215（診察時間内のみ） 

【 9 】瀬川病院
ファイザー
・電話予約：0493-74-1161
・受付時間　14:00 ～ 16:00【月・火・水・金】

【10】中村産婦人科 ファイザー
・インターネット予約（https://www.nakamurasanfujinka.jp/）

【11】パークヒルクリニック ファイザー
・窓口予約

【12】 みやざきクリニック
ファイザー
・電話予約：0493-72-2233
・受付時間：9:30 ～ 17:00

② 町による集団接種

接種実施日

8月 30日（火）、9月 4日   （日）
9月 6日   （火）、9月 9日   （金）
9月 11日（日）、9月 13日（火）
9月 16日（金）、9月 30日（金）

モデルナ

会　　場

小川町総合福祉センター　
パトリアおがわ

小川町コールセンター

【相談・予約】

（平日9:00～ 17:00）

インターネット予約

https://www.covid19-vaccine.
mrso.jp/113433/VisitNumbers/
visitnoAuth/

0493-81-5677

予約先

予約先

小川町
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ときがわ町コールセンター
【相談・予約】

（平日9:00～ 17:00）
インターネット予約

【3回目】
https://www.town.tokigawa.lg.jp/
Info/2399#r5c0

【４回目】
https://www.town.tokigawa.lg.jp/
info/2515#r4c0

③ 小児用ワクチン接種（１回目・２回目）

対　　象 5歳から11歳
（努力義務適用外） 接種ワクチン 小児用ファイザー

（コミナティ筋注 5~11 歳用）

接種回数 ２回（3週間間隔） 接種量
0.2㎖ × ２回を筋肉内に注射
有効成分量 10㎍
(12 歳以上の 3 分の 1)

会　　場
日　　時

[1] 木下医院　　　　　　　【日】
[2] パークヒルクリニック　【土】
[3] みやざきクリニック 【金・土】

予約先

① 医療機関による個別接種

医療機関名

[1] 木乃里クリニック　　ファイザー
[2] こだま医院　　　　　ファイザー ・ときがわ町コールセンター 

[3] たまがわクリニック　ファイザー　
[4] 秡川（はらいかわ）医院　 ファイザー
[5] 麻見江ホスピタル　　ファイザー

・ときがわ町コールセンター 
・インターネット予約
　（各会場ごとに利用者登録が必要）

② 町による集団接種
接種実施日

　　8月 23日（火）、８月27日（土）
　　9月 20日（火）   モデルナ

会　　場

ときがわ町健康センター

0493-81-6551

予約先

予約先

ときがわ町

③ 小児用ワクチン接種（１回目・２回目）

対　　象 5歳から11歳
（努力義務適用外） 接種ワクチン 小児用ファイザー

（コミナティ筋注 5~11 歳用）

接種回数 ２回（3週間間隔） 接種量
0.2㎖ × ２回を筋肉内に注射
有効成分量 10㎍
(12 歳以上の 3 分の 1)

会　　場
日　　時 ・清水小児科アレルギークリニック（嵐山町）【月～水・金・土】

予約先
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「埼玉県ワクチン接種センター」

会　　場

[1] 西部ワクチン接種センター（川越市）　モデルナ
会場：山崎ビル　3階　川越市脇田本町 1-2

実施曜日：月曜日、金曜日、土曜日、日曜日
受付時間：平 日：10:30 ～ 19:00
　　　　　土日祝日：　9:30～ 18:00
アクセス：東武東上線・JR川越線 川越駅西口 徒歩 1分
[2] 北部ワクチン接種センター　モデルナ／ノババックス
会場：ニットーモール　2階　熊谷市銀座 2丁目 245

実施曜日：水曜日、金曜日、土曜日、日曜日
受付時間：10:30 ～ 19:00（※）
※日曜日のみ、14:30 からノババックスワクチン1～ 3回目接種を実施。
アクセス：JR（高崎線・上越新幹線）・秩父鉄道 熊谷駅北口 徒歩 3分
[3] 東部ワクチン接種センター（越谷市）　モデルナ
会場：南越谷ラクーン　6階　越谷市南越谷 1-15-1

実施曜日：火曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日
受付時間：　 10:30 ～ 19:00（※）
※金曜日のみ 10:30 ～ 21:00まで受付。
アクセス：JR武蔵野線 南越谷駅南口　または
　　　　　東武スカイツリーライン 新越谷駅東口 徒歩 3分

埼玉県による集団接種

上記３会場は民間施設のため、お車でお越しの方は、民間の駐車場をご利用ください。
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※予約はインターネットからのみ

埼玉県ワクチン接種センター
相　談　窓　口

（平日・土日祝日  9:00 ～ 17:00）
【予約方法の確認、操作方法など】

0570 - 071 - 077

「自衛隊 東京大規模接種会場」　モデルナ

コールセンター
0120-097-051
（平日・土日祝日 7:00 ～ 21:00）

接種実施時間
8:00 ～ 20:00
（受付から接種までおよそ30分）

会　　場

大手町合同庁舎 3号館
東京都千代田区大手町1 - 3  - 3
最寄駅：東京メトロ竹橋駅 徒歩2分
　　　　（最寄出口２番、４番）
　　　　東京メトロ大手町駅 徒歩3分
　　　　（最寄出口C2a番、C2b番）

接種会場
送迎方法

シャトルバス運行
（概ね５～６分毎）
発着場所：東京駅丸の内南口・
はとバス乗り場
所要時間：片道約 10分

送迎バス発車場所

国による集団接種

インターネット予約
https://www.mod.go.jp/j/approach/
defense/covid/center.html

LINE にて予約
　https://lin.ee/ZQsE5Ge

インターネット予約
３回目接種
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/
covid-19/seshusha.html

４回目接種
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/
covid-19/vaccination_fourth-dose.html

８月 2日現在、埼玉県の接種センターは
予約状況に余裕があるため、早期の接種を
ご希望の方は、ぜひご利用ください。
なお、当日予約が可能な場合もあります。
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感染症の分類

分類 実施できる措置等 種類 感染症名 致死率 潜伏期間 国内感染者数
2018

１類

〇対　人：入院勧告
         　  （強制入院）
　　　　　就業制限
〇対　物：立入制限
         　   交通制限
　　　　　消毒駆除
〇医療費：公費負担

7 種

■エボラ出血熱 80-90% 2～ 21日 0
■クリミア・コンゴ出血熱 15-40% 2～ 10日 0
■痘瘡（天然痘） 20-50% 7～ 14日 1958年根絶 (WHO)
■南米出血熱 30% 7～ 14日 0
■ペスト（肺ペスト、腺ペスト） 30-60% 2～ 6日 0
■マールブルグ病 30-90% 3～ 10日 0
■ラッサ熱 1-2% 5～ 21日 0

２類

〇対　人：入院勧告
          　 （強制入院）
　　　　　就業制限
〇対　物：消毒駆除
〇医療費：公費負担

６種

■急性灰白髄炎【ポリオ】 小児     2-5%
成人 15-30% 3～ 21日 0

■結核 1.8% 90～ 180日 22,448
■ジフテリア 5-10% 1～ 5日 0
■重症急性呼吸器症候群【SARS】 9.6% 2～ 7日 0
■中東呼吸器症候群【MERS】 35% 2～ 14日 0
■鳥インフルエンザ【H5N1】 59% 2～ 3日 0

３類 〇対　人：就業制限
〇対　物：消毒駆除 ５種

■コレラ 2％ 数時間～ 5日 4
■細菌性赤痢 0.3-0.8% 1～ 5日 268
■腸管出血性大腸菌【O157】 2-5％ 2～ 14日 3,854
■腸チフス 0.4% 1～ 3日 35
■パラチフス 0.4% 1～ 3日 23

４類 〇対　物：消毒駆除 44 種

■ E型肝炎 1-4％ ー 446
■ A型肝炎 ー 2～ 6週間 926
■黄熱 20％ ー 0
■Q熱 1.5％ ー 3
■狂犬病 100％ １-３ヶ月 0
■炭疽 100％ ー 0
■鳥インフルエンザ　※H5N1を除く 38％ 2～ 4日 0
■ボツリヌス症 5% ー 2
■マラリア 1～ 4日 50
■野兎病 2% ー 0
■日本脳炎 20~30% 7～ 15日 0
■サル痘 1-10% 7～ 14日 2

（2022年7月28日現在）

５類 〇発生動向調査 47種

■季節性インフルエンザ
※鳥インフルエンザ、新型インフルエ
ンザ等感染症を除く

ー ー 1200.5 万

■ウイルス性肝炎
※ E型肝炎、A型肝炎を除く 30～ 180日 214

■感染性胃腸炎【ロタウイルス】 ー 2～ 4日 80万
■クリプトスポロジウム症 ー ー 25
■細菌性髄膜炎【Hib】 ー １週間 488
■水痘【水ぼうそう】 ー 10～ 20日 55,480
■梅毒 ー ー 7,007
■破傷風 ー 3～ 21日 134
■百日咳 ー ７～ 10日 12,115
■風疹 ー 14～ 21日 2,941
■麻疹 ー 10～ 11日 279
■流行性耳下腺炎【おたふくかぜ】 ー ー ー

新型 2種 ■新型インフルエンザ ー ー ー
■再興型インフルエンザ ー ー ー

指定

２類相当
〇対　人：入院勧告
          　 （強制入院）
　　　　　就業制限
〇対　物：消毒駆除
〇医療費：公費負担

1 種

■新型コロナウイルス感染症
2020 年 2月 1日より２類相当に
指定→※現在、政府は第７波収束後、
5類相当への引き下げを検討。

0.2%
（累計32,530人）　1～ 14日

1,259 万 7,970 人
（2020年～

2022年７月30日累計）

【メリット】　行政による入院勧告がなくなり、入院は高齢者や重症化リスクが高い人に絞れる。
【デメリット】　行政による入院勧告がなくなるため、無症状者・軽症者による感染拡大の恐れ。
　　　　　     医療・ワクチン接種が公費負担から自己負担となる。

※新型コロナウイルスの２類→５類への引き下げによる影響

【 参 考 資 料 】 新型コロナウイルス感染症について、分類の変更が検討されています。
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① 世界保健機関（WHO）より「緊急事態宣言」
２．サル痘の現状

　2022年７月 23日、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」
を宣言。
　７月29日現在、世界の感染者数は2万 2000人超と集計する。こ
のうち米国が2割あまりを占める。感染者の大半は軽症。米国では
子どもの感染者も確認されている。（引用元：7月30日 日本経済新聞）

② 有効なワクチン
・「ジャイネオス」（バイエルンノルディック社【米国】）
　サル痘に特化された、世界唯一の「サル痘ワクチン」（国内未承認）。既に米国等ではリスクの高
い人が接種対象者となり、ワクチンの接種予約が開始されている。

・「乾燥細胞培養痘そうワクチン LC16『KMB』」（KMバイオロジクス社【熊本県】）
　天然痘ワクチン（国内承認済み）。サル痘に約85%の発症予防効果があるとされている。

　

種痘接種世代について

・「経口テコビリマット」（シガテクノロジーズ社【米国】）
　天然痘治療薬。米国・EUでは承認済み。国内では未承認のため、厚労省は、薬の有効性や安全性
を調べる「特定臨床研究」として、例外的に投与を認可。

　投与対応機関：[1] 国立国際医療研究センター（東京都）
　　　　　　　　[2] りんくう総合医療センター（大阪府）
　　　　　　　　[3] 藤田医科大学病院（愛知県）
　　　　　　　　[4] 琉球大学病院（沖縄県）

全国47都道府県の少なくとも１箇所の地方衛生研究所（埼玉県衛生研究所【吉見町】）で、
サル痘のPCR検査が可能。（2022年 7月 26日現在）

サル痘ウイルス

　国内においては、1909年（明治 42年）以降、種痘（人体の
皮膚に痘苗を接種して、天然痘に対する免疫を与える方法）を義
務化していたが、1976年（昭和51年）に廃止。
（1970年【昭和 45年】8月５日の「各都道府県知事宛　厚生省
衛生局長通達」によれば、「種痘を生後 6か月～ 24か月の健康
状態の良好な時期に受けるよう指導する」とされている。）
　「2004年（平成 16年）の国内調査では、種痘中止後の世代
【2022年（令和 4年）現在 45歳以下】には天然痘やその仲間に対する抗体がまったくなかった。
他方、種痘が行われた世代では調査時点では、8割の人に抗体があった。特に、世代別の平均抗体
価で見た場合、現在 73歳以上の人たちは強い免疫を保持していた。」（引用元：5月 31日 東洋経済）

種　痘

③ 有効な治療薬
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④ サル痘と天然痘
サ ル 痘 天然痘（痘瘡）

感染経路 ・飛沫感染
・接触感染

・飛沫感染
・接触感染

潜伏期間 ７～ 14日 ７～ 14日
致死率 １～ 10％ 20～ 50％

有効なワクチン ・サル痘ワクチン（国内未承認）
・天然痘ワクチン（国内承認済） ・天然痘ワクチン（国内承認済）

感染症の分類 ４類 １類

流行の状況
元来、アフリカ大陸で地域的に発生して
いた感染症のサル痘が、2022 年 5月以
降、欧米を中心に前例のない規模で感染
報告が続いている。

1980年（昭和55年）
WHOにより「世界根絶宣言」

３．埼玉県福祉３医療助成制度の変更

① 福祉３医療助成制度とは
■乳幼児（子ども）医療費助成制度【所得制限あり】
　●制度内容：子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんにかかる医療費の一部負担金を、
　　　　　　　  県と市町村で助成する制度
　● 対 象 者：県内にお住まいで、医療保険（国民健康保険、社会保険、共済組合等）に加入して
　　　　　　　  いるお子さん
　●非対象者：・生活保護などを受けているお子さん
　　　　　　　   ・里親などに養育されているお子さん
　　　　　　　   ・乳児院などの児童福祉施設（母子生活支援施設を除く）等に入所をしているお子さん
　　　　　　　   ・市町村の重度心身障害者医療費助成制度又はひとり親家庭等医療費助成制度に既に
　　　　　　　　  登録されているお子さん
　●助成対象：お子さんが医療機関に入院・通院した際に支払う医療保険の一部負担金の額
　●非助成対象 :・医療保険の適用がない治療やサービス
　　　　　　　　     例）薬の容器代・予防接種の費用・おむつ代・差額ベット代・文書料など
　　　　　　　  ・保育所、幼稚園や学校でのケガ等により、独立行政法人日本スポーツ振興センター
　　　　　　　 　の災害共済給付（医療費総額の 10分の 4が給付される）を受けられる場合
　
■重度心身障害者医療費助成制度【所得制限あり】
　●制度内容：障害がある方とその家族の経済的負担を軽減するため、医療機関を受診した場合の
　　　　　　　  医療費の一部負担金を県と市町村で助成する制度
　● 対 象 者：県内にお住まいで、医療保険（国民健康保険、社会保険、共済組合等）に加入して
　　　　　　　  いることが必要（特別障害者手当に準じた所得制限あり）
　　　　　　　  ・身体障害者手帳1～ 3級の交付を受けている方
　　　　　　　  ・療育手帳マルA、A、Bの交付を受けている方
　　　　　　　  ・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
　　　　　　　　（ただし、精神病床への入院費用は助成されません）
　　　　　　　  ・後期高齢者医療制度の障害認定を受けている方

　県内の居住市町村外の医療機関において、令和４年度中に、下記対象者の
窓口負担がなくなります。【上限あり】（他都道府県は不可）
・現物給付：窓口で支払いをせず、その場で助成を受けられる窓口無料化。
・償還払い：窓口で支払い後に、申請により、対象者の口座宛に助成。

給付方法
市町村内 市町村外
現物給付 償還払い

給付方法
市町村内 市町村外

現物給付

変更前（現在）

変更後
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　●非対象者：・生活保護などを受けている方
　　　　　　　   ・小規模住居型児童養育事業者又は里親に養育されている方
　　　　　　　   ・市町村の乳幼児医療費助成制度又はひとり親家庭等医療費助成制度に登録されて
　　　　　　　　　いる方
　　　　　　　   ・平成 27年 1月 1日以降に 65歳以上で新たにこの制度の対象となる障害者手帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　の交付を受けた方
　●助成対象：医療機関において入院・通院をした際に支払う医療保険の一部負担金の額　　　　　　　  　　　　　　　  
　　　　　　　  【医療費・薬剤費・治療用装具】の一部負担金などが該当。入院時の食事療養標準
　　　　　　　  負担額、生活療養標準額は、助成の対象とならない。
　　　　　　　  （助成対象としている市町村あり）
　　　　　　　  なお、次の給付等がある場合には、一部負担金からその額を控除した金額を助成
　　　　　　　   ・一部負担金に対して医療保険から本人に支給された額
　　　　　　　　     例）高額療養費、附加給付、高額介護合算療養費など
　　　　　　　   ・法令や他の制度（公費負担医療制度など）により支給された額
　　　　　　　　     例）身体障害者の更生医療や育成医療（自立支援医療）、特定疾患治療研究事業　　　　　　　　     
　　　　　　　　     　　による給付など
　●非助成対象 : 医療保険の適用がない治療やサービス
　　　　　　　　     例）薬の容器代・予防接種の費用・おむつ代・差額ベッド代・文書料など

■ひとり親家庭等医療費助成制度【所得制限あり】
　●制度内容：母子・父子家庭等の経済的負担を軽減するため、お子さんまたは母（父）が医療機関
　　　　　　　  を受診した場合の医療費の一部負担金を県と市町村で助成する制度
　● 対 象 者： ひとり親家庭等の18歳年度末までの児童（一定の障害がある児童は20歳未満まで）
　　　　　　　  とその母（父）又は養育者
　　　　　　　  県内にお住まいで、医療保険（国民健康保険、社会保険、共済組合等）に加入して
　　　　　　　  いることが必要（児童扶養手当に準じた所得制限があり）
　　　　　　　   ・母子家庭の場合…児童と児童を監護する母
　　　　　　　   ・父子家庭の場合…児童と児童を監護し、生計を同じくする父
　　　　　　　   ・養育者家庭の場合…児童と児童を監護する養育者（1人）
　　　　　　　   ・父又は母が一定の障害の状態にある場合…児童と児童を監護する母または父
　　　　　　　    （1人（原則として障害の状態にない父又は母））
　●非対象者：・生活保護などを受けている方
　　　　　　　   ・小規模住居型児童養育事業者又は里親に養育されている方
　　　　　　　   ・児童福祉施設（母子生活支援施設を除く）等の施設に入所をしている方
　　　　　　　   ・市町村の乳幼児医療費助成制度又は重度心身障害者医療費助成制度に登録されて
　　　　　　　  　いる方
　●助成対象：医療機関において入院・通院をした際に支払う医療保険の一部負担金の額
　　　　　　　  【医療費・薬剤費・治療用装具などの一部負担金が該当】
　　　　　　　  入院時の食事療養標準負担額は、助成の対象とならない。
　　　　　　　  （助成対象としている市町村もあり）
　●非助成対象 : 医療保険の適用がない治療やサービス
　　　　　　　　     例）薬の容器代・予防接種の費用・おむつ代・差額ベッド代・文書料など
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■小久保憲一事務所
住所 〒 355-0328

埼玉県比企郡小川町大塚 21‒1

TEL ０４９３-８１-４８９６

FAX ０４８-６１１-７７１１

開所時間 9:00 ～ 17:00［土日祝休］

■昭和49年 小川町生まれ、小川町在住
■平成10年 早稲田大学 教育学部国語国文学科卒業 
　大学卒業後は衆議院議員秘書として、13年間勤務 
■平成31年4月 埼玉県議会議員三期目当選 
■令和2年度  埼玉県議会第 127代副議長
■令和4年度  自民党県議団政務調査会長代理
　　　　　　   地方創生・行財政改革特別委員長
　　　　　　   福祉保健医療委員
　　　　　　   新型コロナウイルス対策特別委員
■埼玉県議会自由民主党議員団所属
■自由民主党埼玉県支部連合会　青年部長

 ■小久保憲一プロフィール

小川町 嵐山町

滑川町

ときがわ町

■ 埼玉県  西第13区

② 乳幼児（子ども）医療費支給事業　現物給付予定

自治体 対象年齢 現物給付上限額 食事療養費 自己負担金 備考通院 入院
埼玉県 5 歳年度末迄 5歳年度末迄 なし なし 入院1,200 円 / 日

通院 1,000 円 / 月
実施主体は
市町村

滑川町 18 歳年度末迄 18歳年度末迄 21,000 円 生活療養費除く 全額助成
（居住費除く） なし

嵐山町 18 歳年度末迄 18歳年度末迄 21,000 円 入院時療養費1除く 全額助成 なし 訪問看護は
現物給付対象外

小川町 15 歳年度末迄 15歳年度末迄 21,000 円 入院時療養費除く 全額助成 なし

ときがわ町 15 歳年度末迄 15歳年度末迄 21,000 円 入院時療養費除く 全額助成 なし 訪問看護は
現物給付対象外

1. 入院時療養費：入院時食事療養費及び生活療養費

③ 重度心身障害者医療費支給事業　現物給付予定
自治体 対象年齢 現物給付上限額 食事療養費 自己負担金 備考
埼玉県 市町村の支出額に対して、1/2 以内で補助

滑川町 上限なし 21,000 円 入院時療養費除く 全額助成
（居住費除く） なし

嵐山町 上限なし 21,000 円 入院時療養費除く なし なし 訪問看護は
現物給付対象外

小川町 現 物 給 付 を 実 施 し な い

ときがわ町 上限なし 21,000 円 入院時療養費除く なし なし

※ 0歳～ 5歳年度末までは県が、6歳～ 15歳年度末または18歳年度末までは市町村が、
　「乳幼児（子ども）医療費」を負担している。

（令和４年10月１日より実施）

（令和４年10月１日より実施）

（令和５年１月１日より実施）④ ひとり親家庭等医療費支給事業　現物給付予定
自治体 対象年齢 現物給付上限額 食事療養費 自己負担金 備考
埼玉県 市町村の支出額に対して、1/2 以内で補助

滑川町 上限なし 21,000 円 生活療養費除く 全額助成
（居住費除く） なし

嵐山町 上限なし 21,000 円 入院時療養費除く 全額助成 なし 訪問看護は
現物給付対象外

小川町 上限なし 21,000 円 入院時療養費除く なし 入院1,200 円 / 日
通院 1,000 円 / 月

ときがわ町 上限なし 21,000 円 入院時療養費除く なし 入院1,200 円 / 日
通院 1,000 円 / 月

訪問看護は
現物給付対象外

昨年に引き続き、埼玉県議会福祉保健医療委員を務めております。
今後も、新型コロナウイルスとの闘いは続きますが、すべての皆様に寄り添い、平穏な日常を取り
戻すべく、全力で取り組んでまいります。

所　感


