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用語

用語 説明

自治体 地方公共団体 (都道府県と基礎自治体)。

市民

行政職員の立場ではない一般の個人。

本書においては「"市"に住む人」の意味ではないため、町民、村民、区民と

の使い分けは行わない。

市民目線
行政職員の業務や、学術者による研究などではなく、市民が情報を得るこ

とに適した形を目指す視点。

行政サービス

行政が提供するサービス。

本書においては特に市民向けのサービスを想定。

例）保育サービス、児童手当、図書館、消防、警察など

行政手続き

行政機関に対して行う届出や、行政サービスを利用するために必要な申

請。

本書においては特に市民向けの手続きを想定。

例）出生届、婚姻届、児童手当の認定請求など

行政制度 行政サービスと行政手続きを合わせて呼ぶもの。

行政サービスデータ

行政手続きデータ

行政制度データ

行政サービス、行政手続き、行政制度に関する情報を電子データ化したも

の。
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1. はじめに

　一般社団法人ユニバーサルメニュー普及協会(以下、「UM普及協会」または「当協会」)は2019年に、行政

サービスデータを一意に識別するためのIDであるPublic Service ID(以下、PSID)の仕様書を公開した。また

本年2022年には、PSIDを付与したデータ同士の関係性を表現する仕組みを備えたver.2.0の仕様書を公開し

た。

※ PSIDは、民間企業など行政以外の組織によって提供されるサービスも対象に含むことから、名称を「

Government Service ID」ではなく「Public Service ID」としている。

　本書は、PSIDの最新仕様であるver.2.0の活用例として、当協会が提唱するユニバーサルメニュー(以下、

UM)とPSIDを組み合わせて行政制度データの作成、運用・利活用を行う手法を紹介するものである。

　2章でUMそのものについて解説し、3章でUMにPSIDを付与して運用するためのルールを定めたうえで、最

後の4章でPSID(UMID)を付与したUMの利活用例を紹介する。

　なお、本書に記載される個別自治体の行政制度データは、本書用に当協会が作成したものであり、実際に各

自治体によって公開されているデータではない。

※データ内に記述されている行政制度の実施内容等は2022年10月現在の実際の内容である。
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2. UM概要

　UMは行政制度の標準メニュー体系である。

　行政制度は自治体が異なっても、実施している制度やその内容はほぼ共通している点に着目し、全国的に

実施されている行政制度の情報を分類・整理し、標準メニュー体系として整備した。

　初めは自治体の公式Webサイトにおいて、市民に分かりやすい形で情報発信を行うことを主眼に構成したも

のであり、サイトマップに活用可能な「UMマップ」と記事ページに活用可能な「UMテンプレート」の2要素で構成

されていた。

　その後検索エンジンの普及・精度向上や、オープンデータ等の機械可読化の流れに応じ、行政制度データの

検索性向上のための「UMタグ」、行政制度データの機械可読性向上のための「UMプロパティ」を追加した。
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2.1. UMマップ

　UMマップは、全国的に実施されている約800種類の行政制度を市民目線で分類・整理して列挙したリスト。

　妊娠・出産、子育て、高齢者・介護、税、ゴミなど、人生のできごとや日常生活の視点から整理した分類を採

用している。(※1)

　UMマップを作成した当時は、ツリー型のディレクトリ構造で階層をたどる方式のwebサイトが主であったた

め、UMマップもサイトマップのようなツリー構造を持っている。

※1 UMマップの作成当時、自治体の公式Webサイトは、担当部署ごとに情報を分類しているものが多かっ

た。
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2.2. UMテンプレート

　UMテンプレートは、行政制度の内容を説明する文章のひな形。UMマップに列挙されている制度1つに対し

て、その制度を説明するUMテンプレートが1つ存在する。

　全国的に共通する内容を、専門用語等を避けた平易な文章で解説し、担当窓口など、自治体ごとに異なる部

分のみブランクで記述している。

　また、UMテンプレートは、質(情報量)と文章構造に統一性を持たせるため、コンテンツの見出しリストである

「コンテンツタイプ」と「コンテンツアイテム」を利用して作成されている。
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2.2.1. コンテンツタイプ

　コンテンツタイプは、行政制度を「届出」や「金銭的支援」など6つのパターンに分類したもの。

2.2.2. コンテンツアイテム

　コンテンツアイテムは、6種類のコンテンツタイプそれぞれについて、説明に必要な見出しをリスト化したも

の。

　説明したい行政制度がコンテンツタイプ6種のうちのいずれに該当するかを決定すると、それに対応するコ

ンテンツアイテムが決定する。

　コンテンツタイプの決定のみ行えば、対応するコンテンツアイテムに沿って説明文を作成するだけで情報

の過不足を防止でき、コンテンツに一定の質を担保することができる。

　加えて、全てのコンテンツが6通りのコンテンツアイテムで表現されるため、大量のコンテンツを作成した場

合でも、全体として文章構造の統一性を保つことができる。
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2.3. UMタグ

　UMタグは、行政制度情報の検索性向上のためのタグ。

　UMマップではツリー構造で整理していた分類を、コンテンツの属性情報として捉えなおした。UMマップでは

分類が先行し、分類に対してそこに属するコンテンツを紐づける考え方であったが、UMタグではコンテンツに

対して、それが持つ属性情報としての分類を紐づける考え方をとる。

　UMマップでは検索・絞り込みの順番が、分類の階層にそって固定されてるが、UMタグを利用することで任意

の順序での検索・絞り込みを行うことができるようになった。

　UMタグはUMマップの分類をタグとして再構成したものであり、126種類のタグを用意してある。原則的にはこ

の126種類のみを用いることを推奨するが、行政制度データの用途によって既存のタグでは検索性に不足が

生じる場合は、任意のタグを追加して運用することも想定している。

　あらかじめ用意されているタグと、任意に追加したタグとを区別したい場合は、あらかじめ用意されているタグ

を「リザーブドタグ」、任意に追加したタグを「オープンタグ」と呼ぶ。

　なお、UMタグのデータ構造はIDと名前を一組とした情報の集合であり、分類や階層などの構造は持たない。

下表は見やすさの観点から便宜的にカテゴライズしたものである。

カテゴリタグ

住民向け情報 事業者向け情報 市（町村）政情報 観光情報

1 住民向け情報 33 事業者向け情報 48 市（町村）政情報 67 観光情報

2 妊娠・出産 34 資格・許認可 49 市町村の基本情報 68 観光名所

3 子育て 35 規制・指導 50 政策・計画・取組 69 自然

4 保育 36 調停 51 条例・規則 70 レジャー

5 学校教育 14 税 52 財政 71 行事・イベント

6 結婚・離婚 37 労働環境・雇用環境 53 監査 72 特産品・グルメ

7 引越し・住まい 38 社会保障 54 組織・体制 73 伝統工芸

8 就職・退職 39 起業 55 広報・報道 74 伝統芸能

9 高齢者支援 40 廃業 56 シティプロモーション 75 歴史・文化

10 在宅介護 41 企業支援 57 刊行物 76 宿泊

11 施設介護 42 企業立地・企業誘致 58
統計・調査・報告・観

測データ
0 未分類

12 ご不幸 21 ごみ・環境保全 59 情報公開

13
戸籍・住民票・印鑑

登録等
43 土地取得・建設 60 広聴

14 税 30 防災・災害 61 財産の有効活用

15 国民健康保険 31 防犯・犯罪 62 人事・採用

16 国民年金 44 貿易・海外ビジネス 63 首長
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17 水道・ガス・電気 45 入札・契約 64 議会

18 交通 46 民間委託等の推進 65
審査会・審議会・委

員会

19 駐輪・駐車 47 相談窓口 66 選挙

20 都市計画 0 未分類 0 未分類

21 ごみ・環境保全

22 食品・衛生

23 ペット・動物

24 生活困窮者支援

25 障がい者支援

26 消費生活

27 健康・医療

28
文化・スポーツ・生

涯学習

29
市民活動・コミュニ

ティ

30 防災・災害

31 防犯・犯罪

32 救急・消防

0 未分類

対象者タグ コンテンツタグ

住民向け情報 事業者向け情報 観光情報 (分類なし)

86 妊産婦 103 農業・林業 122 法人・団体 77 届出

87 子育て中 104 漁業 123 学校 78 申請

88 ひとり親 105
鉱業・採石業・砂利

採取業
124 外国人 79 支給・支援

89 未熟児 106 建設業 125 住民 82 イベント

90 障害児 107 製造業 0 未分類 83 施設

91 遺児 108
電気・ガス・熱供給・

水道業
84 情報啓発

92 学生 109 情報通信業 85 地図

93 独身者 110 運輸業・郵便業 0 未分類

94 求職者 111 卸売業・小売業
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95 就業者 112 金融業・保険業

96 高齢者 113
不動産業・物品賃貸

業

97 介護中 114
学術研究・専門・技

術サービス業

98 障がい者 115
宿泊業・飲食サービ

ス業

99 遺族 116
生活関連サービス

業・娯楽業

100 ペット 117 教育・学習支援業

101 被災者 118 医療業・福祉業

102 犯罪被害者 119 複合サービス業

0 未分類 120 サービス業

121 公務員

0 未分類
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2.4. UMプロパティ

　UMプロパティは、行政制度データを要素で分割するためのデータ項目。

　文章の見出しリストであるコンテンツアイテムに対し、機械可読化のためにデータ型や出現回数などを定義す

るとともに、検索や管理に使用するための項目を追加した。

　コンテンツアイテムを再構成したプロパティを「コンテンツプロパティ」、検索や管理に使用する項目を「メタプロ

パティ」と呼ぶ。

※ UMプロパティは「政府相互運用性フレームワーク(GIF)」との相互運用性を備える想定であり、以下に示

すUMプロパティは今後変更される可能性がある。

コンテンツプロパティ

項目名 データ型 出現回数 概要

名称 1..1 行政制度の名称

正式名称 string 1..1 行政制度の正式名称

通称 string 0..n 行政制度の通称

概要 string 1..1
行政制度を簡単に説明した文章

(200字程度を目安)

内容 string 0..1 行政制度を詳細に説明した文章

対象者 string 1..1 行政制度の対象者を説明した文章

対象年齢 0..n 行政制度の対象年齢

未満 number 0..1 対象年齢の上限

以下 number 0..1 対象年齢の上限

以上 number 0..1 対象年齢の下限

超過 number 0..1 対象年齢の下限

支給内容 0..n 何らかの支給がある場合の、支給の内容

本文 string 1..1 支給内容を説明した文章

金銭的支援 number 0..n 金銭を支給する場合、その金額

物的支援 string 0..n 物品を支給する場合、その名称、または説明

利用費用 number 0..1 行政制度の利用にかかる費用 (手数料など)

実施期間 1..n 行政制度の実施期間

開始日時 Date 1..1 行政制度の開始日時
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終了日時 Date 0..1 行政制度の終了日時

実施場所 0..n 行政制度の実施場所

名称 string 0..1 行政制度の実施場所の名称

住所 string 0..1 行政制度の実施場所の住所

定員 number 0..1 行政制度を1度に利用できる人数の上限

利用時間 0..1 行政制度を利用可能な時間

開始時間 Date 1..1 行政制度の利用開始時間

終了時間 Date 0..1 行政制度の利用終了時間

休日 string 0..1 行政制度を利用できない日

利用方法 string 0..1 行政制度を利用するための手順等

手続きできる人 string 0..1 本人、代理人など、手続きできる人

手続き方法 string 0..1 窓口、郵送など、可能な手続き方法

手続期間 0..n 手続きの受付期間

開始日時 Date 1..1 手続きの受付開始日時

終了日時 Date 0..1 手続きの終了開始日時

持ち物 string 0..1 手続きに必要な持ち物

手続き書類 0..n 手続きに必要な書類

様式 uri 1..1 様式の画像等のURI

記入例 uri 0..n 様式記入例の画像等のURI

手続き窓口 string 0..1 手続きを受け付ける窓口

関連リンク 0..n 関連情報へのリンク

URI uri 1..1 リンク先リソースのURI

タイトル string 0..1 リンク先リソースのタイトル

問合せ先 string 1..1 行政制度の所管への連絡先

メタプロパティ

項目名 データ型 出現回数 概要

id number 1..1 UMIDのサービスコード
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所管組織 number 1..n 行政制度を所管する組織の法人ナンバー

所管部署 string 1..n 行政制度を所管する部署

種別 number 1..1

データが「行政サービス」と「行政手続き」のどちら

であるかを示すコード

1 行政サービス

2 行政手続き

根拠法令等 0..n 行政制度の根拠法令等

名称 string 1..1 根拠法令等の名称

条項 string 0..n 一部条項が根拠である場合の、根拠条項

タグ 0..1 UMタグ

カテゴリー string 0..n 行政制度のカテゴリーを表すタグ

対象者 string 0..n 行政制度の対象者を表すタグ

コンテンツ string 0..n 行政制度の性質を表すタグ
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2.5. UMを用いた行政制度データの記述例

　UMにはデータ形式の指定はなく、XMLやJSON、RDFなど、任意の形式で表現することができる。

　本項では、UMのデータ表現の一例として、JSON形式で表現した例を以下に掲載する。

[

{

"id": 24,

"所管組織": 2000012010019,

"所管部署": "子ども・子育て本部",

"種別": 1,

"根拠法令等": [

{

"名称": "児童手当法"

}

],

"タグ": {

"カテゴリー": ["1", "2", "3"],

"対象者": ["86", "87"],

"コンテンツ": ["79"]

},

"名称": {

"正式名称": "児童手当"

},

"概要": "子どものいる家庭に、子ども1人あたり最大15,000円を毎月支給します。",

"内容": "子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てに...",

"対象者": "中学校卒業まで (15歳の誕生日後の最初の3月31日まで) の児童を養育している方",

"対象年齢": {

"未満": 15

},

"支給内容": {

"本文": "中学校卒業までの子ども一人につき15,000円\n

※3歳以上小学校修了前の第一子・第二子、中学生は10,000円\n

※所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は5,000円",

"金銭的支援": [5000, 10000, 15000]

},

"関連リンク": {

"URI": "https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html",

"タイトル": "児童手当制度のご案内"

},

"問合せ先": ""
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},

]
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3. UMへのPSID付与 (UMID)

　UMで整備した各行政制度データへPSIDを付与するにあたり、UMにおけるPSIDの発行・運用に関するルー

ルを定める。このルールに沿って発行・運用するPSIDを、UMIDと呼ぶ。

3.1. UMIDの書式

　書式は以下の通り、PSIDの仕様に従う。

PSIDの書式

'psid'《バージョン》'+'《管理者コード》'+'《サービスコード》

　管理者コードはUM普及協会の法人ナンバーとし、サービスコードはデータの登録順に発行した通し番号とす

る。

UMIDの例

psid1.0+JA4010005017010+24

3.2. UMIDの要件

UMIDは以下の要件を満たす。

　悉皆性：全国的に実施されている行政制度の全てに対してUMIDを発行可能

　唯一性：1つの行政制度に対して、UMIDをただ一つ発行可能

　不変性：UMID発行済みの行政制度に対するUMIDの再発行や、

　　　　　行政制度の削除等で欠番となったUMIDの再利用は行わない

　継続性：行政制度の追加・削除・分割・統合・変更等の変化があっても

　　　　　上記の3要件を満たし続けることができる

3.3. UMIDにおけるサービスコードの仕様

可変長：毎年新たに作られる行政制度に対してIDを発行し続けるために、桁数は定めない

無為コード：行政制度の内容変更による不整合を防止するため、コードに意味を持たせない

人間可読性：人の手でデータを扱う際に利用しやすいIDとするため、シンプルな数列とする

3.4. UMIDの発行対象

　UMIDの発行対象は行政制度である。

　※行政手続きに使用する届出書や申請書等の手続書類はUMIDの発行対象外

・行政サービス　＝ 公共サービス基本法2条に定義される「公共サービス」
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・行政手続き　　＝ 行政手続法2条に定義される「届出」(2条1項三号)、及び「申請」(2条1項七号)

参考

公共サービス基本法2条

　この法律において「公共サービス」とは、次に掲げる行為であって、国民が日常生活及び社会生活を円滑

に営むために必要な基本的な需要を満たすものをいう。

一　国（独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行

政法人をいう。）を含む。第十一条を除き、以下同じ。）又は地方公共団体（地方独立行政法人（地方独立行

政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。）を含む。第

十一条を除き、以下同じ。）の事務又は事業であって、特定の者に対して行われる金銭その他の物の給付

又は役務の提供

二　前号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体が行う規制、監督、助成、広報、公共施設の整備その

他の公共の利益の増進に資する行為

行政手続法2条1項三号

申請　法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分（以下

「許認可等」という。）を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされて

いるものをいう。

行政手続法2条1項七号

届出　行政庁に対し一定の事項の通知をする行為（申請に該当するものを除く。）であって、法令により直接

に当該通知が義務付けられているもの（自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該

通知をすべきこととされているものを含む。）をいう。
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4. UMID(PSID)を用いたUM活用例

4.1. カタログとしてのUM

　UMは全国的に実施されている行政制度を市民目線でリストアップした行政制度カタログである。市民目線に

よる「全国的に実施されている行政制度」とは、市民の感覚から「内容が同じに見える」行政制度を指す。

　例えば「児童手当」は法律「児童手当法」の中に制度の内容が規定されているため、それに基づいて実施さ

れている「児童手当」は全自治体で全く同じ内容となり、UMにおいても「全国的に実施されている行政制度」と

判断される。

　次に千葉市の「子ども医療費助成」は同市の「子どもの医療費の助成に関する条例」に基づいて実施され、

神戸市の「こども医療費助成」は同市の「神戸市こども医療費助成に関する条例」に基づいて実施されている。

この2制度は実施根拠となる法令や予算が異なり、制度の内容も全く同一ではないため、行政目線や学術目

線では「異なる制度」とみなされうるが、市民目線では「子どもの医療にかかる費用を自治体が補助する」という

概要レベルで同一内容に見えるため「全国的に実施されている行政制度」と判断される。

　「子ども医療費助成」の例は、法律などの1つの起点から全国へたどることができず、単純なデータの比較な

どによる機械的な同一性判断も容易ではないため、このような「全国的に実施されている行政制度」は発見す

ら困難である場合がある。

　UMにはこれらの「全国的に実施されている行政制度」が既に網羅的にリストアップされているため、UMから

全国の個別の行政制度データへの紐づけを行うことで、「全国的に実施されている行政制度」の各自治体の個

別データを容易に特定し、アクセスすることができるようになる。
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　データへの紐づけには、PSIDの仕様に含まれる、行政制度データ同士の関係性を表すための仕組みである

「関係テーブル」を用いる。(関係テーブルの詳細仕様についてはPSIDの仕様書を参照)

　関係テーブルの使用に当たっては、「児童手当」のような完全に同一内容の制度には「同一(exactMatch)」、

「子ども医療費助成」のような概要レベルで同一内容のものは「類似(close)」でそれぞれ関係を表すこととする。

　なお、「同一」と「類似」は行政サービス同士、または行政手続き同士でのみ成り立つ関係性であり、行政サー

ビスと行政手続きとの間では成立しない。多くの行政手続きは行政サービスの利用開始や登録事項変更、利

用終了などに関わるものであり、特定の行政サービスに紐づく。こうした行政サービスと行政手続きの関係性

は「手続き(procedure)」で表す。

　また、全ての自治体がPSIDを付与した行政制度データを公開しているものではないことから、公開されてい

るデータが無い場合には当協会で具体的な自治体の行政制度データを作成し、UMに紐づけることも想定され

る。

UMにおける関係性の定義

関係性 定義 例

psid:exactMatch 同一の関係性。

実施根拠となる法令等、または予算が

同一である行政制度。

以下の行政サービスはそれぞれがお互

いに「同一」

・内閣府「児童手当」

・千葉県「児童手当」

・千葉市「児童手当」

・兵庫県「児童手当」

・神戸市「児童手当」
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psid:close 類似の関係性。

実施根拠となる法令等、または予算が

異なるが、実施内容に照らしてUM普及

協会が同一とみなした行政制度。

以下の行政サービスはそれぞれがお互

いに「類似」

・千葉市「子ども医療費助成」

・神戸市「こども医療費助成」

psid:procedure 行政サービスに関する行政手続きの関

係性。

UMにおける「児童手当」について、以

下の手続きは「児童手当」の「行政手続

き」

・「児童手当の受給申請」

・「児童手当の受給資格消滅届」

※uriの名前空間は協議中のため本書中は「psid:」で表記

PSIDの関係テーブルを用いた行政制度カタログの例

[

//児童手当

{

"起点": "psid1.0+JA4010005017010+24",

"関係性": "psid:exactMatch",

"対象": [

"psid1.0+JA6000020121002+aaaaaaaa",  //6000020121002＝千葉市

"psid1.0+JA4010005017010+bbbbbbbb",  //4010005017010＝UM普及協会 (※1)

...  //以下全自治体分のPSID

]

},

{

"起点": "psid1.0+JA4010005017010+24",

"関係性": "psid:procedure",

"対象": [

"psid1.0+JA4010005017010+2459",

"psid1.0+JA4010005017010+2636",

...  //以下児童手当に関する全ての手続き

]

},

{

"起点": "psid1.0+JA4010005017010+2459",

"関係性": "psid:exactMatch",

"対象": [

"psid1.0+JA6000020121002+cccccccc",  //6000020121002＝千葉市

"psid1.0+JA4010005017010+dddddddd",  //4010005017010＝UM普及協会 (※1)

...  //以下全自治体分のPSID
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]

},

//子ども医療費助成

{

"起点": "psid1.0+JA4010005017010+23",

"関係性": "psid:close",

"対象": [

"psid1.0+JA9000020281000+eeeeeeee",  //9000020281000＝神戸市

"psid1.0+JA4010005017010+ffffffff"  //4010005017010＝UM普及協会 (※1)

...  //以下全自治体分のPSID

]

},

...  //以下UMに含まれる全ての行政制度

]

※1 自治体がPSID付きの行政制度データを公開していない場合、当協会でデータを作成して補うこともでき

る。その場合はUMIDの管理者コードが当協会の法人ナンバーとなるため、UMプロパティの「所管組織」

を参照して自治体を判別する。

[

{

"id": bbbbbbbb,

"所管組織": 9000020281000,  //神戸市

"種別": 1,

"名称": {

"正式名称": "児童手当"

},

...

},

{

"id": dddddddd,

"種別": 2,

"所管組織": 9000020281000,  //神戸市

"名称": {

"正式名称": "児童手当の受給申請"

},

...

},

{

"id": ffffffff,
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"種別": 1,

"所管組織": 6000020121002,  //千葉市

"名称": {

"正式名称": "子ども医療費助成"

},

...

},

]
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4.2. 抽象データとしてのUM

　「4.1. カタログとしてのUM」に記載の紐づけが行われることで、全国の行政制度データの集計等が容易にな

る。

　調査・分析などにおいては、全国の自治体の、特定のカテゴリの行政制度データを集めるなど、全自治体を

対象としたデータ処理を行うことが多い。

　各自治体の行政制度データが個別に管理・公開されている現在では、各自治体ごとにデータを収集して個別

に処理を行わなければならない。UMを活用した、各自治体の個別の行政制度データの紐づけが行われてい

れば、UMで特定のカテゴリの行政制度データを抽出するだけで、各自治体の行政制度データは抽出済みの

UMのデータに紐づけられて同時に取得できるため、自治体ごとに抽出作業を繰り返す必要がなくなり、作業の

効率化が期待できる。
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4.3. データテンプレートとしてのUM

　webサイトにおける情報発信で行政制度に関するコンテンツを作成する際、行政制度の多くは全国共通、ま

たは類似する制度が全国に存在し、各自治体が個別にコンテンツを作り起こす作業は無駄が多い。

　UMは全国的に実施されている行政制度のデータをUMテンプレートとして整理済みであるため、UMの行政

制度データのコピーを取得すれば、必要な部分のみを修正することで容易に行政制度データを作成することが

でき、データ作成作業の大幅な効率化を期待できる。

UMのデータをコピーして一部編集する例

　「関連リンク」「問合せ先」以外の項目はUMのコピーをそのまま、または一部編集するだけで良い。

UM 千葉市

名称 子ども医療費助成

コピー

→ 子ども医療費助成

概要

子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経

済的負担を軽減するため、お子さんが病気や

けがなどにより健康保険を使って医療機関で

受診した場合、保険診療の自己負担分（2割ま

たは3割）の一部を助成しています。

コピーして編集

→

子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経

済的負担を軽減するため、お子さんが病気や

けがなどにより健康保険を使って医療機関で

受診した場合、保険診療の自己負担分（2割ま

たは3割）の一部を助成しています。

対象者
▲▲市にお住まいの、各種健康保険に加入し

ている0歳から中校3年生までのお子さん

コピーして編集

→

千葉市にお住まいで住民登録のある、各種医

療保険に加入している0歳から中学校3年生ま

でのお子さん

支給内容

医療機関で受診した際に、医療機関の窓口で

負担する保険診療分の一部を助成します。

※ただし、外来では医療機関ごとに1日▲円

（月▲回まで）、入院では医療機関ごとに1日

▲円（月▲円まで）の自己負担があります。

※保険適用外のもの（健康診断、予防接種、

薬の容器代、差額ベッド代など）、食事代は対

象外です。

コピーして編集

→

保護者負担額が通院１回につき300円(小学

校4年生以上については500円)、入院１日に

つき300円になります。

※住民税所得割非課税世帯の方は無料で

す。

関連リンク
https://www.city.chiba.jp/kodomomirai/kodo

momirai/kikaku/kodomoiryouhi.html

問合せ先 こども未来局こども未来部こども企画課

※見やすさのため、本表ではUMプロパティを簡略化して記述している
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　国や都道府県の単位で実施されている行政政度は、市町村単位では内容の大部分が同一内容となるため、

市町村でデータを作成する際に、既に国や都道府県が作成したデータがあれば、そのデータをコピーすること

で大部分の作成作業を省略することができる。

都道府県のデータをコピーする例

　「関連リンク」「問合せ先」以外の項目は都道府県のコピーをそのまま使用することができる。

千葉県 千葉市

名称 児童手当

コピー

→ 児童手当

概要
子どものいる家庭に、子ども1人あたり最大

15,000円を毎月支給します。

コピー

→
子どものいる家庭に、子ども1人あたり最大

15,000円を毎月支給します。

対象者
中学校卒業まで (15歳の誕生日後の最初の3

月31日まで) の児童を養育している方

コピー

→
中学校卒業まで (15歳の誕生日後の最初の3

月31日まで) の児童を養育している方

支給内容

中学校卒業までの子ども一人につき15,000円

※3歳以上小学校修了前の第一子・第二子、

中学生は10,000円

※所得が所得制限限度額以上、所得上限限

度額未満の場合は5,000円

コピー

→

中学校卒業までの子ども一人につき15,000円

※3歳以上小学校修了前の第一子・第二子、

中学生は10,000円

※所得が所得制限限度額以上、所得上限限

度額未満の場合は5,000円

関連リンク
https://www.pref.chiba.lg.jp/kosodate/kodo

moteate1.html

https://www.city.chiba.jp/kodomomirai/kodo

momirai//jidouteate.html

問合せ先 健康福祉部子育て支援課子育て支援班 こども未来局こども未来部こども企画課

※見やすさのため、本表ではUMプロパティを簡略化して記述している

25


