番号法の施行に伴い様式改正を行う通知等の一覧

平成２７年9月29日時点版

【難病関係】
通知

改正を行う具体的な申請書等

個人番号を利用する具体的な手続き

改正内容

特定医療費の支給認定について（平成
26 年健発1203第1号）

・特定医療費の支給認定の申請受理
・別紙様式第１号 特定医療費（指定難
・特定医療費の支給認定の変更の申 個人番号欄の追加
病）支給認定申請書（新規・更新・変更）
請受理

特定医療費の支給認定について（平成
26 年健発1203第1号）

・別紙様式第５号 特定医療費（指定難 ・特定医療費の支給認定の変更の届
個人番号欄の追加
病）受給者証等記載事項変更届
出受理

【予防接種・感染症関係】
通知

改正を行う具体的な申請書等

・別紙１
・別紙３
予防接種法及び結核予防法の一部を改 ・別紙４
正する法律の一部等の施行について（昭 ・別紙５
和52年衛発第186号）
・別紙６
・別紙７
・別紙８

医療費・医療手当請求書
障害児養育年金請求書
年金額変更請求書
障害年金請求書
死亡一時金請求書
葬祭料請求書
未支給給付請求書

個人番号を利用する具体的な手続き

改正内容

個人番号欄の追加
健康被害救済給付の請求の受理、審
税情報の提供に関す
査、支給、支給内容の変更
る本人同意欄の追加

入院患者の医療に要する費用の負担
感染症の予防及び感染症の患者に対す
の申請の受理、審査
る医療に関する法律による医療の公費負
個人番号欄の追加
・別紙１ 感染症患者医療費公費負担申 結核患者の医療に要する費用の負担
担の取扱いについて（平成11年健医発第
税情報の提供に関す
請書
の申請の受理、審査
455号）
る本人同意欄の追加
療養費の支給の申請の受理、審査、
支給

・別紙１
・別紙３
・別紙４
予防接種法の一部を改正する法律等の ・別紙５
施行について（平成13年健発第1058
・別紙６
号）
・別紙７
・別紙８
金用）
・別紙９

医療費・医療手当請求書
障害年金請求書
年金額変更請求書
遺族年金遺族一時金請求書
個人番号欄の追加
健康被害救済給付の請求の受理、審
遺族年金請求書（胎児用）
税情報の提供に関す
査、支給、支給内容の変更
遺族年金請求書（後順位者用）
る本人同意欄の追加
遺族一時金請求書（差額一時
葬祭料請求書

予防接種法第五条第一項の規定による
予防接種の実施について（平成25年健
・様式第一（予防接種台帳）
発第0330第２号）

予防接種に関する記録の作成

個人番号欄の追加

【児童福祉関係】
通知

改正を行う具体的な申請書等

個人番号を利用する具体的な手続き

改正内容

結核にかかっている児童に対する療育の
・様式例第２号 療育給付申請書
給付について（昭和36年児発第826号）

児童福祉法による療育の給付の申請
個人番号欄の追加
の受理

未熟児養育事業の実施について（昭和
62年児発第668号）

・低体重児の届出の受理
・養育医療の給付又は養育医療に要 個人番号欄の追加
する費用の支給の申請の受理

・別添 低体重児出生届
・別添 養育医療給付申請書

里親制度の運営について(平成14年雇児
ー
発第0905002号)

里親の認定申請の受理

届出事項に個人番号
を追加
税情報の提供につい
て本人同意に関する
記載を追加

母子家庭自立支援給付金及び父子家庭 ・別紙参考様式１
自立支援給付金事業の実施について(平 ・別紙参考様式３
成26年雇児発0930第3号)
・別紙参考様式

・自立支援教育訓練給付金支給申請
の受理
個人番号欄の追加
・高等職業訓練促進給付金の支給申
税情報の提供に関す
請の受理
る本人同意欄の追加
・高等職業訓練終了支援給付金の支
給申請の受理

小児慢性特定疾病医療費の支給認定に
・別紙様式第１号
ついて（平成26年雇児発1203第２号）

小児慢性特定疾病医療費の支給の
申請の受理

児童扶養手当都道府県事務取扱準則の
・様式第３号
改正について（昭和60年児発第705号）

・児童扶養手当の認定請求に係る事
実についての審査
・児童扶養手当の額改定請求に係る
個人番号欄の追加
事実についての審査
児童扶養手当の届出に係る事実につ
いての審査

児童扶養手当町村事務取扱準則の改正
・様式第２号
について（昭和60年児発第706号）

・児童扶養手当の認定請求に係る事
実についての審査
・児童扶養手当の額改定請求に係る
個人番号欄の追加
事実についての審査
児童扶養手当の届出に係る事実につ
いての審査

「児童扶養手当市等事務取扱準則につ
いて」の一部改正について（平成14年雇 ・様式第３号
児発第704003号）

・児童扶養手当の認定請求に係る事
実についての審査
・児童扶養手当の額改定請求に係る
個人番号欄の追加
事実についての審査
児童扶養手当の届出に係る事実につ
いての審査

個人番号欄の追加

【生活保護関係】
通知

生活保護法施行細則準則について（平
成12年３月31日社援第871号）

改正を行う具体的な申請書等

個人番号を利用する具体的な手続き

改正内容

・様式第２号 保護台帳
生活保護の申請の受理及びその申請
・様式第12号 生活保護法による保護申
個人番号欄の追加
に対する応答
請書

【社会援護関係】
通知

改正を行う具体的な申請書等

個人番号を利用する具体的な手続き

・様式第２号 支援給付台帳
・様式第12号 中国残留邦人等の円滑
中国残留邦人等に対する支援給付事務
な帰国の促進並びに永住帰国した中国 支援給付の開始若しくは変更申請の
取扱細則準則について（平成20年3月31
残留邦人等及び特定配偶者の自立の支 受理及びその申請に対する応答
日社援発第0331011号）
援に関する法律等による支援給付申請
書

改正内容

個人番号欄の追加

【障害福祉関係】
通知

精神障害者保健福祉手帳制度実施要
領について（平成７年９月12日障発第
245号）

改正を行う具体的な申請書等

個人番号を利用する具体的な手続き

改正内容

・様式１ 障害者手帳申請書
・様式４ 障害者手帳記載事項変更届・
再発行申請書
精神障害者保健福祉手帳の交付 等 個人番号欄の追加
・様式７ 精神障害者保健福祉手帳交付
台帳

・別紙様式第１号 自立支援医療（育成・
更生・精神通院）支給認定申請書（新
自立支援医療の支給認定について（平成 規・再認定・変更）
18年３月３日障発第0331005号）
・別紙様式第3号 自立支援医療受給者
証等記載事項変更届（ 育成医療 ・ 更
生医療 ・ 精神通院 ）

・自立支援医療費の申請受理
・自立支援医療費の支給認定の変更
個人番号欄の追加
・自立支援医療費の支給認定の申請
内容変更

・氏名の変更又は同一の都道府県内
・様式第３ 身体障害者居住地等変更届
（あるいは他の都道府県内）に居住地
身体障害者手帳に係る交付手続き及び 書
を移したときの届出の受理
医師の指定に関する取扱いについて（平 ・様式第５ 身体障害者手帳再交付申請
個人番号欄の追加
・身体障害者手帳の再交付申請の受
成21年12月24日障発1224第３号）
書
理
・様式第６ 身体障害者手帳返還届
・身体障害者手帳の返還の受理

補装具費支給事務取扱指針について
（平成18年9月29日障発0929006号）

・別添様式例第１号 補装具費（購入・修 ・補装具費の支給申請の受理
理）支給申請書
・補装具費の支給決定

個人番号欄の追加

【介護保険関係】
通知

改正を行う具体的な申請書等

居宅介護サービス計画作成依頼（変更）
・別紙 居宅サービス計画作成依頼（変
届出書の様式について（平成11年12月8
更）届出書
日老企発第31号）

個人番号を利用する具体的な手続き

改正内容

・居宅サービス計画届出受理
・居宅介護支援の変更の届出受理

個人番号欄の追加

介護予防サービス計画作成依頼（変更）
・別紙 介護予防サービス計画作成依頼 ・介護予防サービス計画届出受理
届出書の様式について（平成18年3月31
（変更）届出書
・介護予防支援の変更の届出受理
日 老振発第0331010号）

個人番号欄の追加

・介護予防サービス計画作成・介護予
介護予防サービス計画作成・介護予防ケ ・様式３ 介護予防サービス計画作成・介
防ケアマネジメント届出受理
アマネジメント依頼（変更）届出書（平成 護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出
個人番号欄の追加
・介護予防支援・介護予防ケアマネジ
27年6月5日老振発0605第1号）
書
メント変更の届出受理

高額医療合算介護サービス費等の支給
の運用等について（平成21年１月16日付
け老介発第0116001厚生労働省老健
局介護保険課長通知）

・高額医療合算介護（予防）サービス
・別添１ 高額介護合算療養費等支給申
費支給兼自己負担額証明書交付申
請書兼自己負担額証明書交付申請書
請の受理
個人番号欄の追加
・別添２ 介護保険 自己負担額証明書
・高額医療合算介護（予防）サービス
・別添３ 介護保険 自己負担額証明書
費の自己負担額証明書の交付

・要介護認定における医療被保険者
資格の確認
・要介護更新認定における医療被保
・別添１－１ 介護保険（要介護認定・要
険者資格の確認
支援認定・要介護更新認定・要支援更
・要介護状態区分の変更の認定にお
要介護認定等の実施について
新認定）申請書
ける医療被保険者資格の確認
（平成21年９月30日 老発0930第５号） ・別添１－２ 介護保険要介護認定・要
個人番号欄の追加
・要支援認定における医療被保険者
支援認定区分変更申請書
資格の確認
・別添１－３ 介護保険サービスの種類指
・要支援更新認定における医療被保
定変更申請書
険者資格の確認
・要支援状態区分の変更の認定にお
ける医療被保険者資格の確認

・「介護保険資格取得・異動・喪失届」
・「介護保険 被保険者証交付申請書」
・「介護保険 被保険者証等再交付申請
書」
・「介護保険 住所地特例 適用・変更・終
介護保険法施行規則における申請書記
了届」
載事項として個人番号を記載することとし
・「介護保険 高額介護（予防）サービス費
ているもの
支給申請書」
（様式例は制度創設時や全国担当課長
・「介護保険基準収入額適用申請書」
会議等にて示している）
・「介護保険負担限度額認定申請書」
・「介護保険 要介護認定等申請受理通
知書」（第2号被保険者の未納医療保険
料等確認）
・「介護保険特定負担限度額認定申請
書」（旧措置入所者に関する認定申請）

・第1号被保険者の資格取得の届出
受理
・被保険者の資格喪失の届出受理
・被保険者証交付済み被保険者の氏
名変更の届出受理
・被保険者証交付済み被保険者の住
所変更の届出受理
・第1号被保険者の世帯変更の届出
受理
・第2号被保険者の被保険者証交付
申請受理
・被保険者証の再交付申請受理
・住所地特例対象施設に入所又は入 個人番号欄の追加
居中の者に関する届出の受理
・高額介護（予防）サービス費の支給
申請受理
・高額介護（予防）サービス費の現役
並み所得者における介護保険基準収
入額適用申請受理
・特定入所者介護（予防）サービス費
の支給申請受理
・第2号被保険者の保険給付の一時
差止の医療保険者への納付状況の確
認
・旧措置入所者に対する特定入所者
介護サービス費の支給申請受理

・「介護保険居宅介護（介護予防）福祉
用具購入費支給申請書」
・「介護保険居宅介護（介護予防）住宅
改修支給申請書」
・「介護保険居宅介護（予防）サービス費
等支給申請書（償還払用）」
上記の他、申請書記載事項を省令や通 ・「介護保険特例サービス費等支給申請
知では定めていないが、個人番号の追加 書（受領委任）」
が考えられる申請書等
・「介護保険料減免・徴収猶予申請書」
（様式例は制度創設時や全国担当課長 ・「介護保険利用者負担額減額・免除申
会議等にて示している）
請書」
・「介護保険支払い方法変更（償還払い）
終了申請書」
・「介護保険給付額減額免除申請書」
・「介護保険利用者負担額減額・免除等
申請書」（旧措置入所者に関する認定申
請）

・居宅介護（介護予防）福祉用具購入
費の支給の申請受理
・居宅介護（介護予防）住宅改修費の
支給の申請受理
・介護給付・予防給付の支給に関する
事務
・保険料減免・徴収猶予申請書の受
理
個人番号欄の追加
・居宅介護（介護予防）サービス費の
額の特例申請受理
・保険料滞納者に係る支払方法変更
の記載の削除
・保険料を徴収する権利が消滅した場
合の給付額の減額にかかる終了申請
の受理
・旧措置入所者に対する施設介護
サービス費の支給申請受理

【雇用保険等関係】
通知

改正を行う具体的な申請書等

個人番号を利用する具体的な手続き

改正内容

・様式第１号 障害者初回雇用奨励金
（ファースト・ステップ奨励金）支給申請書
・様式第１号 中小企業障害者多数雇用
施設設置等助成金受給資格認定申請
書
「雇用安定事業の実施等について」（平成
・様式第２号－１ 精神障害者雇用安定
25年職発0516第19号、能発0516第４
奨励金支給申請書
号、雇児発0516第９号）
・様式第１号－１ 重度知的・精神障害
者職場支援奨励金計画（変更）書・受理
通知書
・様式第３号 障害者トライアル雇用実施
計画書

・障害者初回雇用奨励金支給申請書
の受理
・中小企業障害者多数雇用設置等助
成金支給申請書の受理
個人番号欄の追加
・精神障害者等雇用安定奨励金支給
申請書の受理
・重度知的・精神障害者職場支援奨
励金支給申請書の受理

「「障害者職業紹介業務取扱要領」の一
部改正について（平成25年職発0701第 ・別添 障害者求職申込書
６号）

障害者の職業紹介業務
求職登録業務
-求職登録票の受理

個人番号欄の追加

「求職者支援制度の実施について」
（平成23年9月1日 職発0901第4号、
能発0901第5号）

受講申込・事前審査書（安定所提出用） ・職業訓練受講給付金の支給

個人番号欄の追加

「雇用安定事業の実施等について」
（平成27年4月27日 職発0427第17
号）

・様式第3号 特定求職者雇用開発助成 ・様式第3号 特定求職者雇用開発
金第１期支給申請書
助成金第１期支給申請書の受理

個人番号の追加

【保険関係】
通知

改正を行う具体的な申請書等

個人番号を利用する具体的な手続き

改正内容

一部負担金の徴収猶予及び減免並びに
保険医療機関等の一部負担金の取扱に
・別添 一部負担金減額・免除申請書
ついて (昭和34年03月30日)(保発第21
号)

一部負担金減免の申請の受理

国民健康保険における高額療養費支給
事務の取扱いについて(昭和48年11月 ・別添 高額療養費支給申請書
17日)(保険発第102号)

国民健康保険法による高額療養費の
個人番号欄の追加
支給申請の受理

・別紙３－１
被保険者資格喪失後の受診により発生
・別紙３－２
する返還金の保険者間での調整について
・別紙３－３
（平成26年保保発1205第１号、保国発
・別紙３－４
1205第1号、保高発第1205第1号）
・別紙３－５

医療保険各法及び高齢者の医療の
確保に関する法律による
・療養費の支給申請受理
・出産育児一時金の給付又は葬祭費 個人番号欄の追加
若しくは葬祭の給付の申請の受理
・移送費の支給の申請の受理
・高額療養費の支給申請の受理

療養費申請書
出産一時金等申請書
葬祭費・埋葬料申請書
移送費申請書
高額療養費申請書

個人番号欄の追加

