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○健康保険法施行規則（大正十五年内務省令第三十六号）（第一条関係）

改
（日 雇特 例被 保険 者手帳 の交 付の 申請 ）
第百 十四 条 （ 略）
２ 前項の申請書には、住民票の写し（出入国管理及び難民認定法（昭
和 二 十 六年 政令 第三 百十 九号 ） 第 十 九 条 の 三 各 号 に 掲 げ る 者 に あ っ て
は 、 旅 券 そ の 他 の 身 分を 証す る 書 類 の 写 し 。 以 下 同 じ 。 ） を 添 付 し な
け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 機構 又は 指定 市 町 村 長 が 申 請 者 に 係 る 機 構
保 存 本 人 確 認 情 報 （ 住 民 基 本台 帳法 （昭 和四 十二 年法 律 第 八 十 一 号 ）
第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。第四項におい
て同じ。）の提供を受けることができるときは、この限りでない。
３ （略 ）
４ 前項の規定により日雇特例被保険者手帳を添えて申請する場合にお
い て は 、 当 該申 請者 に係 る住 民 票 の 記 載 事 項 に 変 更 が あ っ た 場 合 （ 機
構又は指定市町村長が当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供
を受けることができないときに限る。）を除き、第二項の規定にかか
わ ら ず 、 住 民 票 の 写 し を 添 付し ない こと とす るこ とが でき る 。

現

行

（傍線の部分は改正部分）

（ 日雇 特例 被保険 者手 帳の 交付 の申 請）
第百 十四 条 （略 ）
２ 前項の申請書には、住民票の写し（出入国管理及び難民認定法（昭
和二十六年政令第三百十九号）第十九条の三各号に掲げる者にあって
は、旅券その他の身分を証する書類の写し。以下同じ。）を添付しな
ければならない。ただし、機構又は指定市町村長が住民基本台帳法（
昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の七第三項の規定により申請
者に係る本人確認情報（同法第三十条の五第一項に規定する本人確認
情報をいう。第四項において同じ。）の提供を受けることができると
きは、この限りでない。
３ （略 ）
４ 前項の規定により日雇特例被保険者手帳を添えて申請する場合にお
いては、当該申請者に係る住民票の記載事項に変更があった場合（機
構又は指定市町村長が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定によ
り当該申請者に係る本人確認情報の提供を受けることができないとき
に限る。）を除き、第二項の規定にかかわらず、住民票の写しを添付
しないこととすることができる。
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正

案

○健康保険法施行規則（大正十五年内務省令第三十六号）（第二条関係）

改
（選 択の 届出 ）
第二条 前条第一項の選択は、同時に二以上の事業所に使用されるに至
った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保
険協会（以下「協会」という。）を選択しようとするときは厚生労働
大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出
することによって行うものとする。
一 事業所整理記号及び被保険者整理番号（健康保険組合が管掌する
健 康 保 険 に あ っ て は 、 被 保険 者証 の記 号 及 び 番 号 又 は 行 政 手 続 に お
ける特 定の 個人 を識 別す るため の番 号の 利用 等に 関する 法律 （平 成
二 十五 年法 律第 二十七 号。 以下 「番 号利 用法」 とい う。 ）第 二条第
五 項に規 定す る個 人番 号（ 以下「 個人 番号 」と いう 。） ）
二～四 （略）
２ （略 ）
３ 第一 項の 場合 にお いて、 被保 険者 が厚 生年 金保険 の被 保険 者で ある
とき は、 同項の 届書 に個 人番 号又 は国民 年金 法（ 昭和 三十 四年法 律第
百四十 一号 ）第 十四 条に 規定す る基 礎年 金番 号（ 以下 単に 「基礎 年金
番 号」 とい う。 ）を 付記 しなけ れば なら ない 。こ の場合 にお いて 、当
該 被保 険者 が使 用され る事 業所 につ き公 的年金 制度 の健 全性 及び 信頼
性 の確保 のた めの 厚生 年金 保険法 等の 一部 を改 正す る法律 （平 成二 十
五年 法律 第六 十三 号。第 百五 十九 条の 三に おいて 「平 成二 十五 年厚 生
年金 等改正 法」 とい う。 ）附 則第三 条第 十一 号に 規定 する 存続厚 生年
金 基金 が設 立さ れて いる ときは 、当 該存 続厚 生年 金基 金の 名称を 併記
し なけ れば なら ない 。
（略 ）
４

（ 被保険 者の 資格 取得 の届 出）

現

行

（傍線の部分は改正部分）

（ 選択 の届 出）
第二条 前条第一項の選択は、同時に二以上の事業所に使用されるに至
った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保
険協会（以下「協会」という。）を選択しようとするときは厚生労働
大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出
することによって行うものとする。
一 事業所整理記号及び被保険者整理番号（健康保険組合が管掌する
健康保険にあっては、被保険者証の記号及び番号）

二～四 （略）
２ （ 略）
３ 第 一項 の場 合にお いて 、被 保険 者が 厚生年 金保 険の 被保 険者 である
と きは 、同 項の届 書に 国民 年金 法（ 昭和 三十四 年法 律第 百四 十一 号）
第 十四 条に規 定す る基 礎年 金番 号（以 下単 に「 基礎 年金 番号」 とい う
。） を付 記し なけ ればな らな い。 この 場合 におい て、 当該 被保 険者 が
使用 され る事業 所に つき 公的 年金 制度の 健全 性及 び信 頼性 の確保 のた
め の厚 生年 金保 険法 等の一 部を 改正 する 法律 （平成 二十 五年 法律 第六
十 三号 。第 百五十 九条 の三 にお いて 「平 成二 十五年 厚生 年金 等改 正法
」 とい う。 ）附則 第三 条第 十一 号に 規定す る存 続厚 生年 金基 金が設 立
さ れてい ると きは 、当 該存 続厚生 年金 基金 の名 称を 併記し なけ れば な
らな い。
（略）
４

（ 被保 険者 の資 格取 得の届 出）
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（ 被保 険者 の住 所変 更の 届出）
第 二十 八条 の二 事業 主は 、第 三十 六条の 二の 規定 によ る申 出を受 けた
と きは 、遅 滞な く、次 に掲 げる 事項 を記載 した 届書 を厚 生労 働大臣 又
は 健康保 険組 合に 提出 しな ければ なら ない 。こ の場 合にお いて 、協 会
が管 掌す る健 康保険 の被 保険 者が 同時 に厚生 年金 保険 の被 保険 者であ
ると きは、 個人 番号 又は 基礎 年金番 号及 び第 三種 被保 険者 に該当 する

（ 被保 険者 の氏 名変 更の 届出）
第 二十 八条 事業 主は 、第 三十 六条の 規定 によ る申 出を 受け たとき は、
遅 滞な く、 様式第 七号 によ る健 康保 険被保 険者 氏名 変更 届を厚 生労 働
大臣 又は 健康 保険 組合 に提出 しな けれ ばな らな い（当 該被 保険 者が 協
会が 管掌 する健 康保 険の 被保 険者 であっ て、 厚生 労働 大臣 が当該 被保
険者に 係る 機構 保存 本人 確認情 報（ 住民 基本 台帳 法（ 昭和 四十二 年法
律 第八 十一 号） 第三 十条 の九に 規定 する 機構 保存 本人確 認情 報を いう
。 以下 同じ 。） の提供 を受 ける こと がで きると きを 除く 。） 。こ の場
合 におい て、 協会 が管 掌す る健康 保険 の被 保険 者が 同時に 厚生 年金 保
険の 被保 険者 であ るとき は、 個人 番号 又は 基礎年 金番 号及 び第 三種 被
保険 者に該 当す るこ との 有無 を付記 しな けれ ばな らな い。

第二十 四条 法 第四 十八 条の規 定に よる 被保 険者 （任意 継続 被保 険者 を
除 く。 以下 この 条、 第二 十九条 、第 三十 六条 、第 三十 六条の 二及 び第
四 十二 条に おい て同じ 。） の資 格の 取得 に関す る届 出は 、当 該事 実が
あ った 日から 五日 以内 に、 様式 第三号 によ る健 康保 険被 保険者 資格 取
得届 を機 構又 は健 康保険 組合 に提 出す るこ とによ って 行う もの とす る
。こ の場 合にお いて 、協 会が 管掌す る健 康保 険の 被保 険者 が同時 に厚
生 年金 保険 の被 保険 者の 資格を 取得 した とき は、 個人 番号 又は基 礎年
金 番号 、第 三種 被保 険者 （国民 年金 法等 の一 部を 改正す る法 律（ 昭和
六 十年 法律 第三十 四号 ）附 則第 五条 第十二 号に 規定 する 第三 種被保 険
者 をいう 。以 下同 じ。 ）に該 当す るこ との 有無 及び厚 生年 金保 険の 被
保険 者で あっ たこと の有 無を 付記 しな ければ なら ない 。
２～４ （ 略）

（ 協会 が管掌 する 健康 保険 の被保 険者 の住 所変 更の 届出）
第二 十八 条の 二 協 会が 管掌 する 健康 保険 の被保 険者 の事 業主 は、 第三
十六 条の二 の規 定に よる 申出 を受け たと きは 、遅 滞な く、次 に掲 げる
事 項を 記載 した 届書 を厚生 労働 大臣 に提 出し なけれ ばな らな い。 この
場 合に おい て、当 該被 保険 者が 同時 に厚 生年 金保険 の被 保険 者で ある
と きは 、基 礎年金 番号 及び 第三 種被 保険者 に該 当す るこ との 有無を 付

（ 被保険 者の 氏名 変更 の届 出）
第二 十八 条 事業主 は、 第三 十六 条の 規定に よる 申出 を受 けた ときは 、
遅滞な く、 様式 第七 号に よる健 康保 険被 保険 者氏 名変更 届を 厚生 労働
大 臣又 は健 康保 険組合 に提 出し なけ れば なら ない。 この 場合 にお いて
、 協会 が管 掌する 健康 保険 の被 保険 者が 同時に 厚生 年金 保険 の被 保険
者 であ るとき は、 基礎 年金 番号 及び第 三種 被保 険者 に該 当する こと の
有無 を付 記し なけ ればな らな い。

第二 十四 条 法第 四十八 条の 規定 によ る被 保険 者（任 意継 続被 保険 者を
除く 。以 下こ の条 、第 二十九 条、 第三 十六 条、 第三十 六条 の二 及び 第
四十 二条 におい て同 じ。 ）の 資格 の取得 に関 する 届出 は、 当該事 実が
あった 日か ら五 日以 内に、 様式 第三 号に よる 健康保 険被 保険 者資 格取
得 届を 機構 又は健 康保 険組 合に 提出 する こと によっ て行 うも のと する
。 この 場合 におい て、 協会 が管 掌す る健 康保険 の被 保険 者が 同時に 厚
生 年金保 険の 被保 険者 の資 格を取 得し たと きは 、基 礎年金 番号 、第 三
種被 保険 者（ 国民年 金法 等の 一部 を改 正する 法律 （昭 和六 十年 法律第
三十 四号） 附則 第五 条第 十二 号に規 定す る第 三種 被保 険者を いう 。以
下 同じ 。） に該 当する こと の有 無及 び厚 生年 金保険 の被 保険 者で あっ
た こと の有 無を付 記し なけ れば なら ない 。
２～ ４ （略 ）
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２

２

２

記 しな ければ なら ない 。
一～ 五 （略 ）
（略 ）

（ 被保 険者 の資格 喪失 の届 出）
第二 十九 条 法第 四十 八条の 規定 によ る被 保険 者の資 格の 喪失 に関 する
届出 は、 当該事 実が あっ た日 から 五日以 内に 、様 式第 八号 による 健康
保険被 保険 者資 格喪 失届 を機構 又は 健康 保険 組合 に提 出す ること によ
っ て行 うも のと する 。こ の場合 にお いて 、協 会が 管掌す る健 康保 険の
被 保険 者が 同時 に厚生 年金 保険 の被 保険 者の資 格を 喪失 した とき は、
個 人番号 又は 基礎 年金 番号 、第三 種被 保険 者に 該当 するこ との 有無 及
び厚 生年 金保 険の 従前の 標準 報酬 月額 を付 記しな けれ ばな らな い。
（略）

ことの 有無 を付 記し なけ ればな らな い。
一 ～五 （ 略）
（略 ）

２

（給付制限事由該当等の届出）
第三十二条 事業主は、被保険者又はその被扶養者が法第百十八条第一
項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内
に、次に掲げる事項を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なけれ
ばならない。
一 事業所整理記号及び被保険者整理番号（健康保険組合が管掌する
健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者証
の記号及び番号。以下同じ。）
二・三 （略）
（略）

２

（協 会が管 掌す る健 康保 険の 被保険 者の 住所 変更 の申 出）
第 三十 六条 の二 協会 が管 掌す る健 康保 険の被 保険 者は 、そ の住 所を変
更 した とき は、速 やか に、 変更 後の 住所 を事 業主に 申し 出な けれ ばな
ら ない 。

２

（被保 険者 の資 格喪 失の 届出）
第 二十 九条 法 第四十 八条 の規 定に よる 被保険 者の 資格 の喪 失に関 する
届 出は 、当 該事実 があ った 日か ら五 日以 内に、 様式 第八 号に よる 健康
保 険被 保険者 資格 喪失 届を 機構 又は健 康保 険組 合に 提出 するこ とに よ
って 行う もの とす る。こ の場 合に おい て、 協会が 管掌 する 健康 保険 の
被保 険者 が同時 に厚 生年 金保 険の 被保険 者の 資格 を喪 失した とき は、
基 礎年 金番 号、 第三 種被保 険者 に該 当す るこ との有 無及 び厚 生年 金保
険 の従 前の 標準報 酬月 額を 付記 しな けれ ばな らない 。
（略 ）

（給付制限事由該当等の届出）
第三十二条 事業主は、被保険者又はその被扶養者が法第百十八条第一
項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内
に、次に掲げる事項を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なけれ
ばならない。
一 事業所整理記号及び被保険者整理番号（健康保険組合が管掌する
健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者証
の記号及び番号又は個人番号。以下同じ。）
二・三 （略）
（略）
（ 被保 険者 の住所 変更 の申 出）
第三 十六 条の 二 被保 険者は 、そ の住 所を 変更 したと きは 、速 やか に、
変更 後の 住所 を事業 主に 申し 出な けれ ばなら ない 。た だし 、当 該被保
険者が 協会 が管 掌す る健 康保険 の被 保険 者で あっ て、 厚生 労働大 臣が
当 該被 保険 者に 係る 機構 保存本 人確 認情 報の 提供 を受 けるこ とが でき
る とき 又は当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険
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（育 児休 業等を 終了 した 際の 改定 の申出 ）
第三十 八条 の二 法 第四 十三条 の二 第一 項の 規定に よる 申出 は、 次に 掲
げ る事 項を 記載 した 申出 書を事 業主 を経 由し て機 構又は 健康 保険 組合
に 提出 する こと によっ て行 うも のと する 。この 場合 にお いて 、協 会が
管 掌する 健康 保険 の被 保険 者が同 時に 厚生 年金 保険 の被保 険者 であ る
とき は、 個人 番号 又は基 礎年 金番 号を 付記し なけ れば なら ない 。
一～ 四 （ 略）

（ 被扶 養者 の届 出）
第三 十八 条 被保 険者 は、 被扶養 者を 有す ると き、 又は 被扶 養者を 有す
るに 至っ たと きは 、五 日以内 に、 次に 掲げ る事 項を記 載し た被 扶養 者
届を 事業 主を 経由し て厚 生労 働大 臣又 は健康 保険 組合 に提 出しな けれ
ばなら ない 。
一 被 扶養 者の 職業 、収 入、住 所、 氏名 、性 別、 生年 月日、 個人 番号
（ 個人番 号を 有す る者 に限 る。） 及び 被保 険者 との 続柄
二 （ 略）
２～ ５ （略 ）

（ 二以 上の 事業 所勤 務の 届出）
第 三十 七条 （略 ）
２ 前項 の場 合に おい て、 協会が 管掌 する 健康 保険 の被 保険 者が厚 生年
金 保険の 被保 険者 であ ると きは、 同項 の届 書に 次に 掲げる 事項 を付 記
しな けれ ばな らない 。
一 個人番 号又 は基 礎年 金番号
二 （ 略）

（ 産前産 後休 業を 終了 した 際の改 定の 申出 ）
第三 十八 条の 三 法 第四 十三 条の 三第 一項 の規定 によ る申 出は 、次に 掲

（ 育児 休業 等を終 了し た際 の改 定の 申出 ）
第三 十八 条の 二 法 第四 十三 条の 二第 一項 の規 定によ る申 出は 、次 に掲
げる 事項 を記 載し た申出 書を 事業 主を 経由 して機 構又 は健 康保 険組 合
に提 出す ること によ って 行う ものと する 。こ の場 合に おいて 、協 会が
管 掌す る健 康保 険の 被保険 者が 同時 に厚 生年 金保険 の被 保険 者で ある
と きは 、基 礎年金 番号 を付 記し なけ れば なら ない。
一 ～四 （ 略）

（被 扶養 者の 届出）
第三 十八条 被 保険 者は 、被 扶養者 を有 する とき 、又は 被扶 養者 を有 す
る に至 った とき は、五 日以 内に 、次 に掲 げる 事項を 記載 した 被扶 養者
届 を事 業主 を経由 して 厚生 労働 大臣 又は 健康 保険組 合に 提出 しな けれ
ば なら ない。
一 被扶 養者 の職 業、 収入、 住所 、氏 名、 性別、 生年 月日 及び 被保 険
者と の続 柄
二 （ 略）
２ ～５ （ 略）

（ 二以上 の事 業所 勤務 の届 出）
第三 十七 条 （略）
２ 前項の 場合 にお いて 、協 会が管 掌す る健 康保 険の 被保険 者が 厚生 年
金 保険 の被 保険 者であ ると きは 、同 項の 届書 に次に 掲げ る事 項を 付記
し なけ れば ならな い。
一 基 礎年 金番号
二 （略 ）

者であって、健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めな
いときは、 この限 りで ない 。

（ 産前 産後 休業 を終 了し た際の 改定 の申 出）
第 三十 八条 の三 法第 四十 三条 の三第 一項 の規 定に よる 申出 は、次 に掲
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げる事 項を 記載 した 申出 書を事 業主 を経 由し て機 構又 は健 康保険 組合
に 提出 する こと によ って 行うも のと する 。こ の場 合に おいて 、協 会が
管 掌す る健 康保 険の被 保険 者が 同時 に厚 生年金 保険 の被 保険 者で ある
と きは 、個人 番号 又は 基礎 年金 番号を 付記 しな けれ ばな らない 。
一～ 四 （略 ）

（ 任意 継続 被保険 者の 資格 取得 の申 出）
第四 十二 条 法第三 条第 四項 の申 出は 、次 に掲 げる事 項を 記載 した 申出
書を 保険 者に 提出 するこ とに よっ て行 うも のとす る。
一 被保 険者で あっ た当 時第 四十 七条の 規定 によ り交 付され た被 保険
者 証の 記号 及び 番号 、生年 月日 、氏 名、 性別 並びに 住所

げ る事 項を記 載し た申 出書 を事 業主を 経由 して 機構 又は 健康保 険組 合
に提 出す るこ とに よっ て行う もの とす る。 この 場合に おい て、 協会 が
管掌 する 健康保 険の 被保 険者 が同 時に厚 生年 金保 険の 被保 険者で ある
ときは 、基 礎年 金番 号を付 記し なけ れば なら ない。
一 ～四 （ 略）

（ 略）

（略 ）

（令第 三十 四条 第二 項の 規定の 適用 の申 請等 ）

（被 保険 者証 の再交 付）
第四 十九条 被 保険 者は 、被 保険者 証を 破り 、汚 し、 又は失 った とき は
、 遅滞 なく 、次 に掲げ る事 項を 記載 した 申請 書を保 険者 に提 出し て、
そ の再 交付 を申請 しな けれ ばな らな い。
一 被 保険者 証の 記号 及び 番号
二・ 三 （略 ）
２～ ５ （略）

一～ 三

（ 任意継 続被 保険 者が 適用 事業所 に使 用さ れる に至 ったと き等 の申 出
）
第四 十三条 任 意継 続被 保険 者は、 次の 各号 のい ずれ かに該 当す るに 至
っ たと きは 、遅 滞な く、被 保険 者証 の記 号及 び番号 、氏 名並 びに 生年
月 日を 記載 した申 出書 を保 険者 に提 出し なけ ればな らな い。

二 ～四

（任 意継 続被保 険者 の資 格取 得の 申出）
第四十 二条 法 第三 条第 四項の 申出 は、 次に 掲げ る事項 を記 載し た申 出
書 を保 険者 に提 出す るこ とによ って 行う もの とす る。
一 被 保険 者で あった 当時 第四 十七 条の 規定に より 交付 され た被 保険
者証 の記 号及 び番 号又 は個人 番号 、生 年月 日、 氏名 、性別 並び に住
所
二～ 四 （ 略）
（ 任意 継続 被保 険者 が適 用事業 所に 使用 され るに 至っ たと き等の 申出
）
第四 十三 条 任意 継続 被保 険者は 、次 の各 号の いず れか に該 当する に至
っ たとき は、 遅滞 なく 、被 保険者 証の 記号 及び 番号 又は個 人番 号、 氏
名並 びに 生年 月日を 記載 した 申出 書を 保険者 に提 出し なけ れば ならな
い。
一 ～三 （ 略）
（ 被保 険者 証の 再交 付）
第四 十九 条 被保 険者 は、 被保険 者証 を破 り、 汚し 、又 は失 ったと きは
、遅 滞な く、 次に 掲げ る事項 を記 載し た申 請書 を保険 者に 提出 して 、
その 再交 付を 申請し なけ れば なら ない 。
一 被 保険 者証 の記 号及 び番号 又は 個人 番号
二 ・三 （ 略）
２ ～５ （略 ）
（ 令第 三十 四条第 二項 の規 定の 適用の 申請 等）
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２

３

２

第五 十六 条 令第 三十四 条第 二項 の規 定の 適用 を受け よう とす る被 保険
者は 、次 に掲 げる 事項 を記載 した 申請 書を 保険 者に提 出し なけ れば な
らな い。
一 被 保険 者証 の記 号及び 番号
二 （ 略）
（略 ）

（食事 療養 標準 負担 額の 減額に 関す る特 例）
第 六十 一条 （略 ）
２ 前項 の規 定に よる 給付 を受け よう とす る被 保険 者は 、次 に掲げ る事
項 を記載 した 申請 書を 保険 者に提 出し なけ れば なら ない。
一 被保 険者 証の 記号及 び番 号又 は個 人番 号
二～ 八 （ 略）
（ 略）

第五十 六条 令 第三 十四 条第二 項の 規定 の適 用を 受けよ うと する 被保 険
者 は、 次に 掲げ る事 項を 記載し た申 請書 を保 険者 に提 出しな けれ ばな
ら ない 。
一 被 保険者 証の 記号 及び 番号 又は個 人番 号
二 （略 ）
（略 ）

３

（ 生活 療養 標準負 担額 の減 額に 関す る特 例）
第六 十二条 の四 （ 略）
２ 前 項の 規定 によ る給付 を受 けよ うと する被 保険 者は 、次 に掲 げる事
項 を記 載し た申請 書を 保険 者に 提出 しな けれ ばなら ない 。
一 被 保険 者証の 記号 及び 番号
二～ 八 （略 ）
（略 ）

３

（療 養費の 支給 の申 請）
第 六十 六条 法 第八十 七条 第一 項の 規定 により 療養 費の 支給 を受 けよう
と する とき は、被 保険 者は 、次 に掲 げる 事項 を記載 した 申請 書を 保険
者 に提 出しな けれ ばな らな い。
一 被保 険者 証の 記号 及び番 号
二～ 九 （略）
２～３ （ 略）

３

（ 食事 療養標 準負 担額 の減 額に 関する 特例 ）
第六 十一 条 （略）
２ 前項 の規定 によ る給 付を 受け ようと する 被保 険者 は、次 に掲 げる 事
項 を記 載し た申 請書 を保険 者に 提出 しな けれ ばなら ない 。
一 被 保険 者証の 記号 及び 番号
二 ～八 （ 略）
（略 ）

（ 生活 療養 標準 負担 額の 減額に 関す る特 例）
第六 十二 条の 四 （略 ）
２ 前項 の規 定に よる 給付 を受け よう とす る被 保険 者は、 次に 掲げ る事
項を 記載 した 申請書 を保 険者 に提 出し なけれ ばな らな い。
一 被保険 者証 の記 号及 び番 号又は 個人 番号
二 ～八 （ 略）
（略 ）
（ 療養 費の 支給の 申請 ）
第六 十六 条 法第 八十 七条第 一項 の規 定に より 療養費 の支 給を 受け よう
とす ると きは 、被保 険者 は、 次に 掲げ る事項 を記 載し た申 請書 を保険
者に提 出し なけ れば なら ない。
一 被 保険 者証 の記 号及 び番号 又は 個人 番号
二 ～九 （ 略）
２～ ３ （略 ）
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（傷 病手当 金の 支給 の申 請）
第 八十 四条 法 第九十 九条 第一 項の 規定 により 傷病 手当 金の 支給 を受け
よ うと する 者は 、次 に掲げ る事 項を 記載 した 申請書 を保 険者 に提 出し
な けれ ばなら ない 。
一 被保 険者 証の 記号 及び番 号又 は個 人番 号
二～ 五 （略）
六 傷 病手 当金 が法 第百 八条第 二項 ただ し書 又は 第三 項た だし書 の規
定 によ るも のであ ると きは 、障 害厚 生年金 又は 障害 手当 金の 別、そ
の額 （当 該障 害厚 生年 金と同 一の 支給 事由 に基 づき 障害 基礎年 金の
支給 を受 ける こと がで きると きは 、当 該障 害厚 生年 金の額 と当 該障
害基 礎年 金の 額との 合算 額） 、支 給事 由であ る傷 病名 、障 害厚 生年
金又 は障害 手当 金を 受け るこ ととな った 年月 日（ 当該 障害厚 生年 金

（ 特別 療養 給付 の申 請等 ）
第 八十三 条 法第 九十 八条 第一項 の規 定に より 被保 険者 の資 格喪失 後療
養 の給付 又は 入院 時食 事療 養費、 入院 時生 活療 養費 、保険 外併 用療 養
費、 訪問 看護 療養 費若し くは 移送 費の 支給 を受け よう とす る者 は、資
格喪 失後十 日以 内に 、日 雇特 例被保 険者 手帳 を添 えて 、次 に掲げ る事
項 を記 載し た特 別療 養給 付申請 書を 保険 者に 提出 しな けれ ばなら ない
。
一 被 保険 者証の 記号 及び 番号 又は 個人番 号
二～ 五 （略 ）
２～ ７ （略）

（移送 費の 支給 の申 請）
第 八十 二条 法 第九十 七条 第一 項の 移送費 の支 給を 受け よう とする 者は
、 次に 掲げ る事 項を記 載し た申 請書 を保 険者に 提出 しな けれ ばな らな
い。
一 被保 険者 証の 記号及 び番 号又 は個 人番 号
二～ 七 （略）
２ ～４ （ 略）

（ 傷病 手当 金の支 給の 申請 ）
第八 十四 条 法第九 十九 条第 一項 の規 定に より 傷病手 当金 の支 給を 受け
よう とす る者 は、次 に掲 げる 事項 を記載 した 申請 書を 保険 者に提 出し
なけれ ばな らな い。
一 被 保険 者証の 記号 及び 番号
二 ～五 （ 略）
六 傷 病手当 金が 法第 百八 条第二 項た だし 書又 は第 三項た だし 書の 規
定に よる もので ある とき は、 障害 厚生 年金 又は障 害手 当金 の別 、そ
の額 （当該 障害 厚生 年金 と同 一の支 給事 由に 基づ き障 害基礎 年金 の
支 給を 受け るこ とが できる とき は、 当該 障害 厚生年 金の 額と 当該 障
害 基礎 年金の 額と の合 算額 ）、 支給事 由で ある 傷病 名、 障害厚 生年
金又 は障 害手 当金 を受け るこ とと なっ た年 月日（ 当該 障害 厚生 年金

（ 特別 療養 給付の 申請 等）
第八 十三 条 法 第九 十八 条第 一項 の規定 によ り被 保険 者の資 格喪 失後 療
養 の給 付又 は入 院時 食事療 養費 、入 院時 生活 療養費 、保 険外 併用 療養
費 、訪 問看 護療養 費若 しく は移 送費 の支 給を 受けよ うと する 者は 、資
格 喪失 後十 日以内 に、 日雇 特例 被保 険者手 帳を 添え て、 次に 掲げる 事
項 を記載 した 特別 療養 給付 申請書 を保 険者 に提 出しな けれ ばな らな い
。
一 被 保険 者証 の記 号及 び番号
二 ～五 （ 略）
２ ～７ （略 ）

（ 移送 費の支 給の 申請 ）
第八 十二 条 法第九 十七 条第 一項 の移 送費 の支 給を受 けよ うと する 者は
、次 に掲 げる事 項を 記載 した 申請 書を保 険者 に提 出し なけ ればな らな
い。
一 被 保険 者証の 記号 及び 番号
二 ～七 （ 略）
２～ ４ （略 ）
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と同一 の支 給事 由に 基づ き障害 基礎 年金 の支 給を 受ける こと がで き
る とき は、 当該 障害厚 生年 金を 受け ること とな った 年月 日及 び当該
障 害基礎 年金 を受 ける こと となっ た年 月日 ）並 びに 障害 厚生年 金を
受け るべ き場 合に おい ては、 個人 番号 又は 基礎 年金 番号 及び当 該障
害厚 生年 金（ 当該 障害厚 生年 金と 同一 の支 給事由 に基 づき 障害 基礎
年金 の支 給を受 ける こと がで きると きは 、当 該障 害厚 生年金 及び 当
該 障害 基礎 年金 ）の 年金証 書の 年金 コー ド（ 年金の 種別 及び その 区
分 を表 す記号 番号 をい う。 以下 同じ。 ）
七 傷 病手 当金が 法第 百八 条第 四項 ただし 書の 規定 によ るも のであ る
とき は、 同項 に規 定す る老齢 退職 年金 給付 （以 下単に 「老 齢退 職年
金給 付」 とい う。） の名 称、 その 額、 当該老 齢退 職年 金給 付を 受け
ること とな った 年月 日、 個人番 号又 は基 礎年 金番 号及び その 年金 証
書 若し くは これ に準ず る書 類の 年金 コー ド若し くは 記号 番号 若しく
は 番号
八 ・九 （略 ）
２～ ７ （略 ）
（埋 葬料 の支給 の申 請）
第八十 五条 法 第百 条又 は第百 五条 の規 定に より 埋葬料 又は 埋葬 に要 し
た 費用 に相 当す る金 額の 支給を 受け よう とす る者 は、次 に掲 げる 事項
を 記載 した 申請 書を保 険者 に提 出し なけ ればな らな い。
一 死亡 した 被保 険者 の氏 名並び に被 保険 者証 の記 号及び 番号 又は 個
人番 号
二 （略）
（ 削除 ）

と同 一の 支給 事由 に基づ き障 害基 礎年 金の 支給を 受け るこ とが でき
ると きは 、当該 障害 厚生 年金 を受 ける こと となっ た年 月日 及び 当該
障害 基礎 年金を 受け るこ とと なっ た年月 日） 並び に障 害厚 生年金 を
受ける べき 場合 にお いては 、基 礎年 金番 号及 び当該 障害 厚生 年金 （
当 該障 害厚 生年金 と同 一の 支給 事由 に基づ き障 害基 礎年 金の 支給を
受け るこ とが でき ると きは、 当該 障害 厚生 年金 及び当 該障 害基 礎年
金） の年 金証 書の年 金コ ード （年 金の 種別 及びそ の区 分を 表す 記号
番号 をい う。以 下同 じ。 ）
七 傷病手 当金 が法 第百 八条 第四項 ただ し書 の規 定に よるも ので ある
と きは 、同 項に 規定す る老 齢退 職年 金給 付（以 下単 に「 老齢 退職 年
金 給付 」とい う。 ）の 名称 、そ の額、 当該 老齢 退職 年金給 付を 受け
るこ とと なっ た年 月日、 基礎 年金 番号 及び その年 金証 書又 はこ れに
準ず る書 類の年 金コ ード 又は 記号 番号 若し くは番 号
八・九 （ 略）
２ ～７ （ 略）

（ 埋葬 料の 支給の 申請 ）
第八 十五 条 法第 百条又 は第 百五 条の 規定 によ り埋葬 料又 は埋 葬に 要し
た費 用に 相当 する 金額の 支給 を受 けよ うと する者 は、 次に 掲げ る事 項
を記 載し た申請 書を 保険 者に 提出 しなけ れば なら ない 。
一 死 亡し た被 保険 者の氏 名並 びに 被保 険者 証の記 号及 び番 号

二 （ 略）
三 介 護保 険法の 規定 によ る居 宅介 護サ ービ ス費に 係る 指定 居宅 サー
ビ ス、 特例居 宅介 護サ ービ ス費 に係る 居宅 サー ビス 若し くはこ れに
相当 する サー ビス 、地域 密着 型介 護サ ービ ス費に 係る 指定 地域 密着
型サ ービ ス、特 例地 域密 着型 介護 サー ビス 費に係 る地 域密 着型 サー
ビス 若し くはこ れに 相当 する サー ビス、 施設 介護 サー ビス 費に係 る
指定施 設サ ービ ス等 、特 例施設 介護 サー ビス 費に 係る施 設サ ービ ス
、 介護 予防 サービ ス費 に係 る指 定介 護予防 サー ビス 又は 特例 介護予
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三 法 第百条 第一 項又 は第 百五 条第一 項の 規定 によ る埋 葬料の 支給 を
受け よう とす る者 にあっ ては 、被 保険 者と 申請者 との 続柄
四 法第 百条第 二項 又は 第百 五条第 二項 の規 定に よる 埋葬 に要し た費
用 に相 当す る金 額の 支給を 受け よう とす る者 にあっ ては 、埋 葬を 行
っ た年 月日及 び埋 葬に 要し た費 用の額
五 死 亡が 第三者 の行 為に よる もの である とき は、 その 事実 並びに 第
三者 の氏 名及 び住 所又 は居所 （氏 名又 は住 所若 しくは 居所 が明 らか
でな いと きは 、その 旨）

防サー ビス 費に 係る 介護 予防サ ービ ス若 しく はこ れに相 当す るサ ー
ビ スを 受け てい る者が 死亡 した とき は、同 法に 規定 する 被保 険者証
の 保険者 番号 、被 保険 者番 号及び 保険 者の 名称
四 法 第百 条第 一項 又は第 百五 条第 一項 の規 定によ る埋 葬料 の支 給を
受 けよ うと する者 にあ って は、 被保 険者と 申請 者と の続 柄
五 法 第百 条第二 項又 は第 百五 条第 二項 の規定 によ る埋 葬に 要した 費
用に 相当 する 金額の 支給 を受 けよ うと する 者にあ って は、 埋葬 を行
った 年月 日及び 埋葬 に要 した 費用 の額
六 死亡が 第三 者の 行為 によ るもの であ ると きは 、そ の事実 並び に第
三 者の 氏名 及び 住所又 は居 所（ 氏名 又は 住所若 しく は居 所が 明ら か
で ない ときは 、そ の旨 ）

２ 前項 の申 請書 には 、次に 掲げ る書 類を 添え なけれ ばな らな い。
一 市町 村長 （特 別区 の区 長を含 む。 ）の 埋葬 許可証 若し くは 火葬 許
可証 の写 し、死 亡診 断書 、死 体検 案書 若しく は検 視調 書の 写し 、被
保険者 の死 亡に 関す る事 業主の 証明 書又 はこ れに 代わる 書類

（ 略）
（略 ）
３

二

３

（出 産育 児一 時金の 支給 の申 請）
第八十 六条 法 第百 一条 の規定 によ り出 産育 児一 時金の 支給 を受 けよ う
と する 者は 、次に 掲げ る事 項を 記載 した 申請 書を保 険者 に提 出し なけ
れ ばな らな い。
一 被 保険者 証の 記号 及び 番号
二・ 三 （略 ）
２ 前項の 申請 書に は、 次に 掲げる 書類 を添 付し なけ ればな らな い。
一 医 師若 しく は助 産師に おい て出 産の 事実 を証明 する 書類 又は 市町
村 長（ 特別区 の区 長を 含む もの とし、 地方 自治 法（ 昭和 二十二 年法
律第 六十 七号 ）第 二百五 十二 条の 十九 第一 項の指 定都 市に あっ ては

２ 前項の 申請 書に は、 次に 掲げる 書類 を添 えな けれ ばなら ない 。
一 市 町村 長（ 特別 区の 区長を 含む 。） の埋 葬許 可証 若し くは火 葬許
可 証の 写し、 死亡 診断 書、 死体 検案書 若し くは 検視 調書 の写し 、被
保険 者の 死亡 に関 する 事業主 の証 明書 又は これ に代 わる 書類（ 保険
者が 機構 保存 本人 確認 情報の 提供 を受 ける こと ができ ると きは 、こ
の限 りで ない。 ）
二 （ 略）
（ 略）
（ 出産 育児 一時 金の 支給の 申請 ）
第八 十六 条 法第 百一 条の 規定に より 出産 育児 一時 金の 支給を 受け よう
とす る者 は、 次に 掲げ る事項 を記 載し た申 請書を 保険 者に 提出 しな け
れば なら ない。
一 被 保険 者証 の記 号及 び番号 又は 個人 番号
二 ・三 （ 略）
２ 前項 の申 請書 には 、次 に掲げ る書 類を 添付 しな けれ ばな らない 。
一 医師 若し くは 助産 師に おいて 出産 の事 実を 証明 する書 類又 は市 町
村長 （特 別区 の区長 を含 むも のと し、 地方自 治法 （昭 和二 十二 年法
律第 六十七 号） 第二 百五 十二 条の十 九第 一項 の指 定都 市にあ って は
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（ 法第 百八 条第 二項 から 第四項 まで の規 定に 該当 するに 至っ た場 合の
届 出）
第八 十八 条 傷病 手当 金の 支給を 受け るべ き者 は、 法第百 八条 第二 項か
ら第 四項 まで の規定 に該 当す るに 至っ たとき は、 遅滞 なく 、次 に掲げ
る事 項を記 載し た届 書を 保険 者に提 出し なけ れば なら ない 。
一 被 保険 者証 の記 号及 び番号 又は 個人 番号
二 （ 略）

（出産 手当 金の 支給 の申 請）
第 八十 七条 法第 百二 条の 規定 によ り出産 手当 金の 支給 を受 けよう とす
る 者は 、次 に掲 げる事 項を 記載 した 申請 書を保 険者 に提 出し なけ れば
な らない 。
一 被保 険者 証の 記号及 び番 号又 は個 人番 号
二～ 六 （ 略）
２ ～５ （ 略）

、区長 とす る。 以下 同じ 。）に おけ る出 生に 関し て戸籍 に記 載し た
事 項若 しく は出 生の届 出に 係る 届書 に記載 した 事項 を証 明し た書類
（ 保険者 が機 構保 存本 人確 認情報 の提 供を 受け るこ とが できる とき
は、 この 限り でな い。 ）
二 （略 ）
３・ ４ （略）

（家 族埋葬 料の 支給 の申 請）
第 九十 六条 法 第百十 三条 の規 定に より 家族埋 葬料 の支 給を 受け ようと
す る者 は、 次に掲 げる 事項 を記 載し た申 請書 を保険 者に 提出 しな けれ
ば なら ない。
一 被保 険者 証の 記号 及び番 号
二～ 四 （略）
（ 略）

（法 第百 八条 第二 項から 第四 項ま での 規定 に該当 する に至 った 場合 の
届出 ）
第 八十 八条 傷 病手 当金の 支給 を受 ける べき者 は、 法第 百八 条第 二項か
ら 第四 項ま での規 定に 該当 する に至 った とき は、遅 滞な く、 次に 掲げ
る 事項 を記 載した 届書 を保 険者 に提 出しな けれ ばな らな い。
一 被保 険者 証の 記号 及び番 号
二 （略 ）

（ 出産 手当金 の支 給の 申請 ）
第八 十七 条 法第百 二条 の規 定に より 出産 手当金 の支 給を 受け よう とす
る者 は、 次に掲 げる 事項 を記 載し た申請 書を 保険 者に 提出し なけ れば
な らな い。
一 被 保険 者証の 記号 及び 番号
二 ～六 （ 略）
２～ ５ （略 ）

二 （ 略）
３・ ４ （略 ）

、区 長と する 。以 下同じ 。） にお ける 出生 に関し て戸 籍に 記載 した
事項 若し くは出 生の 届出 に係 る届 書に 記載 した事 項を 証明 した 書類

（ 家族 埋葬 料の支 給の 申請 ）
第九 十六 条 法第 百十 三条の 規定 によ り家 族埋 葬料の 支給 を受 けよ うと
する 者は 、次 に掲げ る事 項を 記載 した 申請書 を保 険者 に提 出し なけれ
ばなら ない 。
一 被 保険 者証 の記 号及 び番号 又は 個人 番号
二 ～四 （ 略）
（略 ）

２

２
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（ 特定疾 病の 認定 の申 請等 ）
第九 十九 条 令第 四十一 条第 九項 の規 定に よる保 険者 の認 定（ 以下こ の
条に おいて 「認 定」 とい う。 ）を受 けよ うと する とき は、 被保険 者は
、 次に 掲げ る事 項を 記載 した申 請書 を保 険者 に提 出し なけ ればな らな
い。
一 被 保険 者証の 記号 及び 番号 又は 個人番 号
二・ 三 （略 ）
２～ ９ （略）

（特定 疾病 給付 対象 療養 に係る 保険 者の 認定 ）
第 九十 八条 の二 令第 四十 一条 第七 項の規 定に よる 保険 者の 認定（ 以下
こ の条 にお いて 「認定 」と いう 。） を受 けよう とす ると きは 、認 定を
受 けよ うとす る者 は、 次に 掲げ る事項 を、 同項 に規 定す る厚生 労働 大
臣が 定め る医 療に 関する 給付 の実 施機 関（ 以下こ の条 にお いて 「実 施
機関 」と いう。 ）を 経由 して 、保険 者に 申し 出な けれ ばな らない 。
一 被 保険 者証 の記 号及 び番号 又は 個人 番号
二 ～四 （ 略）
２～ ７ （略 ）

（ 限度 額適 用認定 の申 請等 ）
第百 三条 の二 令第 四十 三条 第一 項第 一号 イ若 しくは ロの 規定 によ る保
険者 の認 定又 は同条 第三 項若 しく は第四 項の 規定 によ る保 険者の 認定
（令第 四十 二条 第二 項第 一号又 は第 二号 に掲 げる 区分に 該当 する 者に
対 して 行わ れるも のに 限る 。） （以 下こ の条 におい て「 認定 」と いう
。 ）を 受け ようと する とき は、 被保 険者 は、次 に掲 げる 事項 を記 載し
た 申請 書を、 保険 者に 提出 しなけ れば なら ない 。
一 被保 険者 証の 記号及 び番 号
二 （略）
２ ～７ （ 略）

（ 特定 疾病 の認 定の 申請等 ）
第 九十 九条 令第 四十 一条 第九 項の規 定に よる 保険 者の 認定（ 以下 この
条 にお いて 「認定 」と いう 。） を受 けよう とす ると きは 、被 保険者 は
、 次に掲 げる 事項 を記 載し た申請 書を 保険 者に 提出し なけ れば なら な
い。
一 被 保険 者証 の記 号及 び番号
二 ・三 （ 略）
２ ～９ （略 ）

（ 特定 疾病給 付対 象療 養に 係る 保険者 の認 定）
第九 十八 条の 二 令 第四 十一 条第 七項 の規 定に よる保 険者 の認 定（ 以下
この 条に おいて 「認 定」 とい う。 ）を受 けよ うと する とき は、認 定を
受けよ うと する 者は 、次に 掲げ る事 項を 、同 項に規 定す る厚 生労 働大
臣 が定 める 医療に 関す る給 付の 実施 機関 （以 下この 条に おい て「 実施
機 関」 とい う。） を経 由し て、 保険 者に 申し出 なけ れば なら ない。
一 被保 険者 証の 記号 及び 番号
二～ 四 （略 ）
２～ ７ （ 略）

（ 限度 額適 用・標 準負 担額 減額 の認 定の 申請 等）

（限 度額適 用認 定の 申請 等）
第 百三 条の 二 令第四 十三 条第 一項 第一 号イ若 しく はロ の規 定に よる保
険 者の 認定 又は 同条 第三項 若し くは 第四 項の 規定に よる 保険 者の 認定
（ 令第 四十二 条第 二項 第一 号又 は第二 号に 掲げ る区 分に 該当す る者 に
対し て行 われ るも のに 限る。 ）（ 以下 この 条にお いて 「認 定」 とい う
。） を受 けよう とす ると きは 、被 保険者 は、 次に 掲げ る事 項を記 載し
た 申請 書を 、保 険者 に提 出しな けれ ばな らな い。
一 被 保険 者証 の記 号及 び番号 又は 個人 番号
二 （ 略）
２～ ７ （略 ）
（限 度額 適用 ・標 準負担 額減 額の 認定 の申 請等）
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（ 高額 介護合 算療 養費 の支 給及 び証明 書の 交付 の申 請等 ）
第百 九条 の十 一 法第百 十五 条の 二の 規定 により 高額 介護 合算 療養 費の

（ 高額 介護 合算 療養 費の 支給の 申請 等）
第 百九条 の十 法 第百 十五 条の二 の規 定に より 高額 介護 合算 療養費 の支
給 を受 けよう とす る基 準日 被保 険者（ 以下 この 条に おい て「申 請者 」
とい う。 ）は 、次 に掲 げる事 項を 記載 した 申請書 を保 険者 に提 出し な
けれ ばな らない 。
一 被 保険 者証 の記 号及 び番号 又は 個人 番号
二 ～五 （ 略）
２～ ６ （略 ）

（高 額療養 費の 支給 の申 請）
第 百九 条 法第 百十五 条の 規定 によ り高 額療養 費の 支給 を受 けよ うとす
る 者は 、次 に掲 げる 事項を 記載 した 申請 書を 保険者 に提 出し なけ れば
な らな い。
一 被保 険者 証の 記号 及び番 号又 は個 人番 号
二・ 三 （略）
２・３ （ 略）

第百五 条 令第 四十 三条 第一項 第一 号ハ 、第 二号 ハ若し くは ニ、 第三 号
ハ 若し くは ニ若 しく は第 四号ハ の規 定に よる 保険 者の 認定又 は同 条第
三 項若 しく は第 四項の 規定 によ る保 険者 の認定 （令 第四 十二 条第 二項
第 三号 に掲げ る区 分に 該当 する 者に対 して 行わ れる もの に限る 。） （
以下 この 条に おい て「認 定」 とい う。 ）を 受けよ うと する とき は、 被
保険 者は 、次に 掲げ る事 項を 記載し た申 請書 に、 第三 号及 び第四 号に
掲 げる 事項 を証 する 書類 を添付 して 、保 険者 に提 出し なけ ればな らな
い。
一 被 保険 者証の 記号 及び 番号 又は 個人番 号
二 ～四 （略 ）
２～ ６ （略 ）

（高額 介護 合算 療養 費の支 給及 び証 明書 の交 付の申 請等 ）
第 百九 条の 十一 法第 百十 五条 の二 の規定 によ り高 額介 護合 算療養 費の

（高 額介 護合 算療 養費 の支給 の申 請等 ）
第百 九条 の十 法第 百十 五条 の二 の規定 によ り高 額介 護合 算療養 費の 支
給を受 けよ うと する 基準 日被保 険者 （以 下こ の条 におい て「 申請 者」
と いう 。） は、次 に掲 げる 事項 を記 載し た申 請書を 保険 者に 提出 しな
け れば なら ない。
一 被 保険者 証の 記号 及び 番号
二～ 五 （略 ）
２～ ６ （ 略）

（ 高額 療養 費の支 給の 申請 ）
第百 九条 法 第百十 五条 の規 定に より 高額 療養 費の支 給を 受け よう とす
る者 は、 次に 掲げる 事項 を記 載し た申 請書を 保険 者に 提出 しな ければ
ならな い。
一 被 保険 者証 の記号 及び 番号
二 ・三 （ 略）
２・ ３ （略 ）

第百 五条 令 第四 十三条 第一 項第 一号 ハ、 第二 号ハ若 しく はニ 、第 三号
ハ若 しく はニ 若し くは 第四号 ハの 規定 によ る保 険者の 認定 又は 同条 第
三項 若し くは第 四項 の規 定に よる 保険者 の認 定（ 令第 四十 二条第 二項
第三号 に掲 げる 区分 に該当 する 者に 対し て行 われる もの に限 る。 ）（
以 下こ の条 におい て「 認定 」と いう 。） を受 けよう とす ると きは 、被
保 険者 は、 次に掲 げる 事項 を記 載し た申 請書に 、第 三号 及び 第四号 に
掲 げる事 項を 証す る書 類を 添付し て、 保険 者に 提出 しなけ れば なら な
い。
一 被保険 者証 の記 号及 び番 号
二 ～四 （ 略）
２ ～６ （略 ）
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（ 日雇特 例被 保険 者手 帳の 交付の 申請 ）
第百 十四 条 法第百 二十 六条 第一 項の 規定に よる 日雇 特例 被保 険者手 帳
の交 付の申 請は 、次 に掲 げる 事項を 記載 した 申請 書を 機構 又は指 定市
町 村長 （令 第六 十一 条の 規定に 基づ き厚 生労 働大 臣が 指定し た地 域（
以 下「 指定 地域 」と いう。 ）を その 区域 に含 む市町 村（ 以下 「指 定市
町 村」 という 。） の長 をい う。 以下同 じ。 ）に 提出 して 行うも のと す
る。
一～ 六 （略）
七 個 人番 号
２ 前項の申請書には、住民票の写し（出入国管理及び難民認定法（昭
和二十六年政令第三百十九号）第十九条の三各号に掲げる者にあって
は、旅券その他の身分を証する書類の写し。以下同じ。）を添付しな
ければならない。ただし、機構又は指定市町村長が申請者に係る機構
保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでな

（ 適用 除外 の申 請及び 承認 ）
第百 十三 条 日雇 労働 者は 、法第 三条 第二 項た だし 書の規 定に よる 承認
を受 けよ うと する ときは 、次 に掲 げる 事項 を記載 した 申請 書を 厚生労
働大 臣に提 出し なけ れば なら ない。
一 ～五 （ 略）
六 個 人番 号
２～ ４ （略 ）

支給を 受け よう とす る者 （令第 四十 三条 の二 第三 項か ら第 五項ま で及
び 第七 項に 規定 する 被保 険者で あっ た者 をい う。 以下 この条 にお いて
「 申請 者」 とい う。） は、 次に 掲げ る事 項を記 載し た申 請書 を保 険者
に 提出 しなけ れば なら ない 。た だし、 次項 第四 号に 掲げ る額が 零で あ
る場 合に あっ ては 、この 限り でな い。
一 被保 険者証 の記 号及 び番 号又は 個人 番号
二 ～五 （ 略）
２ ～４ （略 ）

（ 日雇 特例 被保 険者 手帳の 交付 の申 請）
第 百十 四条 法第 百二 十六 条第 一項の 規定 によ る日 雇特 例被保 険者 手帳
の 交付 の申 請は、 次に 掲げ る事 項を 記載し た申 請書 を機 構又 は指定 市
町村 長（ 令第 六十 一条 の規定 に基 づき 厚生 労働 大臣が 指定 した 地域 （
以下 「指 定地 域」と いう 。） をそ の区域 に含 む市 町村 （以 下「指 定市
町村」 とい う。 ）の 長を いう。 以下 同じ 。） に提 出して 行う もの とす
る。
一 ～六 （ 略）
（新 設）
２ 前項の申請書には、住民票の写し（出入国管理及び難民認定法（昭
和二十六年政令第三百十九号）第十九条の三各号に掲げる者にあって
は、旅券その他の身分を証する書類の写し。以下同じ。）を添付しな
ければならない。ただし、機構又は指定市町村長が申請者に係る機構
保存本人確認情報（住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）

（適 用除 外の申 請及 び承 認）
第 百十 三条 日 雇労 働者は 、法 第三 条第 二項 ただし 書の 規定 によ る承 認
を 受け よう とする とき は、 次に 掲げ る事 項を 記載し た申 請書 を厚 生労
働 大臣 に提 出しな けれ ばな らな い。
一 ～五 （略 ）
（ 新設 ）
２～４ （ 略）

支 給を 受けよ うと する 者（ 令第 四十三 条の 二第 三項 から 第五項 まで 及
び第 七項 に規 定す る被 保険者 であ った 者を いう 。以下 この 条に おい て
「申 請者 」とい う。 ）は 、次 に掲 げる事 項を 記載 した 申請 書を保 険者
に提出 しな けれ ばな らない 。た だし 、次 項第 四号に 掲げ る額 が零 であ
る 場合 にあ っては 、こ の限 りで ない 。
一 被 保険 者証の 記号 及び 番号
二 ～五 （略 ）
２～ ４ （略 ）
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い。
３・４
（準用）
第百三十四条

（略）

（略）

（略）

第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。第四項におい
て同じ。）の提供を受けることができるときは、この限りでない。
３・４ （略）

第三十二
条第一項

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（準用）
第百三十四条

（略）

（略）

日雇特例被保険者手帳の記
号及び番号

（ 育児 休業 期間中 の被 保険 者に 係る 保険 料の徴 収の 特例 の申 出等 ）
第百 三十 五条 （ 略）
２ （略 ）
３ 前二 項の規 定に よる 申出 又は 届出を しよ うと する 事業 主に使 用さ れ
る 協会 が管 掌す る健 康保険 の被 保険 者が 同時 に厚生 年金 保険 の被 保険
者 であ る場 合にあ って は、 申出 書又 は届 書に 基礎年 金番 号を 付記 しな
け れば なら ない。

第三十二
条第一項

（略）

日雇特例被保険者手帳の記
号及び番号又は個人番号

事業所整理記号及び被保険
者整理番号（健康保険組合
が管掌する健康保険の被保
険者及び任意継続被保険者
にあっては、被保険者証の
記号及び番号。以下同じ。
）

（育 児休 業期間 中の 被保 険者 に係 る保険 料の 徴収 の特 例の 申出等 ）
第百三 十五 条 （略 ）
２ （ 略）
３ 前二 項の 規定 によ る申 出又は 届出 をし よう とす る事 業主 に使用 され
る 協会が 管掌 する 健康 保険 の被保 険者 が同 時に 厚生 年金保 険の 被保 険
者で ある 場合 にあ っては 、申 出書 又は 届書 に個人 番号 又は 基礎 年金 番
号を 付記し なけ れば なら ない 。

（ 産前 産後休 業期 間中 の被 保険者 に係 る保 険料 の徴 収の特 例の 申出 等
）
第百 三十五 条の 二 （略 ）

事業 所 整 理 記 号 及 び 被 保 険
者整理番号（健康保険組合
が管掌する健康保険の被保
険者及び任意継続被保険者
にあっては、被保険者証の
記号及び番号又は個人番号
。以下同じ。）

（ 産前 産後 休業 期間 中の 被保険 者に 係る 保険 料の 徴収 の特 例の申 出等
）
第百 三十 五条 の二 （ 略）
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２ （ 略）
３ 前 二項 の規 定によ る申 出又 は届 出をし よう とす る事 業主 に使用 され
る 協会 が管 掌す る健康 保険 の被 保険 者が 同時に 厚生 年金 保険 の被 保険
者 であ る場合 にあ って は、 申出 書又は 届書 に個 人番 号又 は基礎 年金 番
号を 付記 しな けれ ばなら ない 。

２ （略 ）
３ 前二 項の 規定に よる 申出 又は 届出 をし よう とする 事業 主に 使用 され
る協 会が 管掌す る健 康保 険の 被保 険者が 同時 に厚 生年 金保 険の被 保険
者であ る場 合に あっ ては、 申出 書又 は届 書に 基礎年 金番 号を 付記 しな
け れば なら ない。

（略 ）

（ 還付 の請 求）
第百 四十 一条 法第 百六 十五 条第 一項 の規 定に より前 納し た保 険料 の還
付を 請求 しよ うと する者 は、 次に 掲げ る事 項を記 載し た還 付請 求書 を
その 者又 は被相 続人 が任 意継 続被 保険者 の資 格を 喪失 したと きの 保険
者 （当 該請 求を しよ うとす る者 が当 該資 格を 喪失し ない もの であ ると
き は、 その 者の保 険者 ）に 提出 しな けれ ばな らない 。
一 被 保険 者証の 記号 及び 番号
二 ～五 （略 ）
２ 前項 の場 合にお いて 、還 付を 請求 しよう とす る者 が任 意継 続被保 険
者であ った 者の 相続 人で あると きは 、次 に掲 げる 書類を 添付 しな けれ
ば なら ない 。

２
一

前 項の 申出 書に は、次 に掲 げる 書類 を添 付しな けれ ばな らな い。
住 民票 の写し

（特 例退 職被 保険 者の 資格取 得の 申出 ）
第百 六十 八条 法附 則第 三条 第一 項の申 出は 、次 に掲 げる 事項を 記載 し
た申出 書を 特定 健康 保険 組合に 提出 する こと によ って行 うも のと する
。
一 ～四 （ 略）
（新 設）

一 ・二

（還 付の 請求）
第百四 十一 条 法第 百六 十五条 第一 項の 規定 によ り前納 した 保険 料の 還
付 を請 求し よう とす る者 は、次 に掲 げる 事項 を記 載した 還付 請求 書を
そ の者 又は 被相 続人が 任意 継続 被保 険者 の資格 を喪 失し たと きの 保険
者 （当該 請求 をし よう とす る者が 当該 資格 を喪 失し ないも ので ある と
きは 、そ の者 の保 険者） に提 出し なけ れば ならな い。
一 被保険 者証 の記 号及 び番 号又は 個人 番号
二 ～五 （ 略）
２ 前 項の場 合に おい て、 還付 を請求 しよ うと する 者が 任意 継続被 保険
者 であ った 者の相 続人 であ ると きは 、次に 掲げ る書 類を 添付し なけ れ
ばな らな い。 ただ し、 保険者 が機 構保 存本 人確 認情報 の提 供を 受け る
こと がで きると きは 、こ の限 りで ない。
一・二 （ 略）
（ 特例 退職 被保 険者 の資 格取得 の申 出）
第 百六十 八条 法 附則 第三 条第一 項の 申出 は、 次に 掲げ る事 項を記 載し
た 申出 書を特 定健 康保 険組 合に 提出す るこ とに よっ て行 うもの とす る
。
一～ 四 （略）
五 当 該特 定健 康保 険組 合が特 例退 職被 保険 者に 係る 保険 給付の 支給
に 関す る事 務に個 人番 号を 利用 し、 申出を 行う 者が 個人 番号 を有し
てい ると きは 、そ の番 号
２ 前項 の申 出書 には 、次 に掲げ る書 類を 添付 しな ければ なら ない 。
一 住民 票の 写し（ 特定 健康 保険 組合 が機構 保存 本人 確認 情報 の提供
を受 けるこ とが でき ると きは 、この 限り でな い。 ）
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（ 退職 被保 険者 であ るべき 者に 該当 しな くな ったと きの 届出 ）
第百 六十 九条 特 例退 職被 保険者 は、 旧国 民健 康保 険法 第八条 の二 第一
項に 規定 する 退職 被保 険者で ある べき 者に 該当 しなく なっ たと きは 、
遅滞 なく 、次に 掲げ る事 項を 特定 健康保 険組 合に 届け 出な ければ なら
ない。
一 被 保険 者証 の記 号及 び番号 又は 個人 番号
二 ・三 （ 略）

二～四 （ 略）
３ ～５ （ 略）

（退 職被 保険 者であ るべ き者 に該 当し なくな った とき の届 出）
第百六 十九 条 特例 退職 被保険 者は 、旧 国民 健康 保険法 第八 条の 二第 一
項 に規 定す る退 職被保 険者 であ るべ き者 に該 当しな くな った とき は、
遅 滞な く、 次に掲 げる 事項 を特 定健 康保 険組合 に届 け出 なけ れば なら
な い。
一 被保 険者 証の 記号及 び番 号
二・ 三 （略）

二 ～四 （略 ）
３～ ５ （略 ）
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○健康保険法施行規則（大正十五年内務省令第三十六号）（第三条関係）

現

行

（傍線の部分は改正部分）

（ 食事 療養 標準負 担額 の減 額に 関す る特 例）
第六 十一 条 （略 ）
２ （略 ）
３ 前項 の申 請書に は、 同項 第五 号に 掲げる 費用 の額 及び 食事 療養標 準
負担 額の減 額の 認定 に関 する 事実を 証す る書 類を 添付 しなけ れば なら
な い。

案

（食 事療 養標 準負 担額の 減額 に関 する 特例 ）
第六 十一 条 （ 略）
２ （ 略）
３ 前 項の申 請書 には 、同 項第 五号に 掲げ る費 用の 額及 び食 事療養 標準
負 担額 の減 額の認 定に 関す る事 実を 証する 書類 を添 付し なけ ればな ら
な い。た だし 、保 険者 が番号 利用 法第 二十 二条 第一項 の規 定に より 当
該書 類と 同一 の内容 を含 む特 定個 人情 報（番 号利 用法 第二 条第 八項に
規定す る特 定個 人情 報を いう。 以下 同じ 。） の提 供を 受け ること がで
き ると きは 、こ の限 りで ない。

（生 活療 養標 準負担 額の 減額 に関 する 特例）
第六十 二条 の四 （ 略）
２ （ 略）
３ 前項 の申 請書 には 、同 項第五 号に 掲げ る費 用の 額及び 生活 療養 標準
負 担額 の減額 の認 定に 関す る事 実を証 する 書類 を添 付し なけれ ばな ら
ない 。

正

（ 生活 療養 標準 負担 額の減 額に 関す る特 例）
第六 十二 条の 四 （略 ）
２ （略 ）
３ 前項 の申請 書に は、 同項 第五 号に掲 げる 費用 の額 及び 生活療 養標 準
負担額 の減 額の 認定 に関 する事 実を 証す る書 類を 添付 しな ければ なら
な い。 ただ し、 保険 者が 番号利 用法 第二 十二 条第 一項の 規定 によ り当
該 書類 と同 一の 内容を 含む 特定 個人 情報 の提供 を受 ける こと がで きる
と きは、 この 限り でな い。

（ 傷病 手当 金の支 給の 申請 ）
第 八十四 条 （略 ）
２～ ４ （略 ）
５ 第一 項の 申請書 には 、次 の各 号に 掲げ る者の 区分 に応 じ、 当該 各号
に定 める書 類を 添付 しな けれ ばなら ない 。

改

（傷 病手 当金 の支 給の 申請）
第八 十四 条 （ 略）
２ ～４ （ 略）
５ 第 一項 の申請 書に は、 次の 各号 に掲げ る者 の区 分に 応じ 、当該 各号
に 定め る書 類を 添付し なけ れば なら ない。 ただ し、 保険 者が 番号利 用
法 第二十 二条 第一 項の 規定 により 当該 書類 と同 一の 内容を 含む 特定 個
人情 報の 提供 を受け るこ とが でき ると きは、 この 限り でな い。
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一～三 （ 略）
６ ・７ （ 略）

３ ・４

一 ～三 （略 ）
６・ ７ （略 ）

（ 略）

（出 産育 児一 時金の 支給 の申 請）
第八十 六条 （ 略）
２ 前 項の 申請 書には 、次 に掲 げる 書類 を添付 しな けれ ばな らない 。
一 （ 略）
二 同 一の出 産に つい て、 法第 百一条 の規 定に よる 出産 育児一 時金 （
法、 船員 保険法 （昭 和十 四年 法律 第七 十三 号）、 国民 健康 保険 法（
昭和 三十 三年法 律第 百九 十二 号） 、国家 公務 員共 済組 合法（ 昭和 三
十 三年 法律 第百 二十 八号） 、地 方公 務員 等共 済組合 法（ 昭和 三十 七
年 法律 第百五 十二 号） 及び 私立 学校教 職員 共済 法（ 昭和 二十八 年法
律第 二百 四十 五号 ）の 規定に よる これ に相 当す る給付 を含 む。 ）の
支給 を別 途申請 して いな いこ とを 示す 書類

（ 出産 育児 一時 金の 支給の 申請 ）
第八 十六 条 （略 ）
２ 前項 の申 請書 には 、次に 掲げ る書 類を 添付 しなけ れば なら ない 。
一 （略 ）
二 同 一の 出産 につ いて 、法第 百一 条の 規定 によ る出 産育 児一時 金（
法 、船 員保 険法（ 昭和 十四 年法 律第 七十三 号） 、国 民健 康保 険法（
昭 和三十 三年 法律 第百 九十二 号） 、国 家公 務員 共済 組合 法（昭 和三
十三 年法 律第 百二 十八 号）、 地方 公務 員等 共済 組合 法（昭 和三 十七
年法 律第 百五 十二 号）及 び私 立学 校教 職員 共済法 （昭 和二 十八 年法
律第 二百四 十五 号） の規 定に よるこ れに 相当 する 給付 を含む 。） の
支 給を 別途 申請 してい ない こと を示 す書 類（保 険者 が番 号利 用法 第
二 十二 条第一 項の 規定 によ り当 該書類 と同 一の 内容 を含 む特定 個人
情報 の提 供を 受け るこ とがで きる とき は、 この 限り でな い。）
３・ ４ （略 ）

３～ ７

（ 特定 疾病 給付対 象療 養に 係る 保険 者の 認定 ）
第九 十八 条の 二 （略）
２ 認定 を受 けよう とす る者 は、 令第 四十 二条 第一項 第三 号又 は第 三項
第三 号若 しく は第四 号の いず れか に該当 する とき は、 前項 の申出 の際
にその 旨を 証す る書 類を 提出し なけ れば なら ない 。

（特 定疾 病給 付対象 療養 に係 る保 険者 の認定 ）
第九 十八条 の二 （ 略）
２ 認 定を 受け ようと する 者は 、令 第四 十二条 第一 項第 三号 又は 第三項
第 三号 若し くは 第四 号のい ずれ かに 該当 する ときは 、前 項の 申出 の際
に その 旨を証 する 書類 を提 出し なけれ ばな らな い。 ただ し、保 険者 が
番号 利用 法第 二十 二条 第一項 の規 定に より 当該書 類と 同一 の内 容を 含
む特 定個 人情報 の提 供を 受け るこ とがで きる とき は、 この 限りで ない
。
３ ～７ （ 略）

（高 額療 養費の 支給 の申 請）
第百九 条 （略 ）
２ （ 略）

（略 ）

（ 高額 療養 費の 支給の 申請 ）
第百 九条 （ 略）
２ （略 ）
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３ 高 額療 養費 に係 る療 養が令 第四 十二 条第 一項 第三号 又は 第三 項第 三
号 若し くは 第四 号の いず れかに 該当 する とき は、 被保 険者は 、第 一項
の 申請 書に その 旨を証 する 書類 を添 付し なけれ ばな らな い。 ただ し、
保 険者 が番号 利用 法第 二十 二条 第一項 の規 定に より 当該 書類と 同一 の
内容 を含 む特 定個 人情報 の提 供を 受け るこ とがで きる とき は、 この 限
りで ない 。
（高額 介護 合算 療養 費の 支給の 申請 等）
第 百九 条の 十 （ 略）
２ （略 ）
３ 申請 者が 、令 第四 十三 条の三 第一 項第 三号 又は 第二項 第三 号若 しく
は第 四号 のい ずれ かに該 当す ると きは 、当 該申請 者は 、第 一項 の申請
書に その旨 を証 する 書類 を添 付しな けれ ばな らな い。 ただ し、保 険者
が 番号 利用 法第 二十 二条 第一項 の規 定に より 当該 書類 と同 一の内 容を
含 む特 定個 人情 報の 提供を 受け るこ とが でき るとき は、 この 限り でな
い。
４～ ６ （略 ）
（特 例退 職被 保険者 の資 格取 得の 申出 ）
第百 六十八 条 （略 ）
２ 前 項の 申出 書には 、次 に掲 げる 書類 を添付 しな けれ ばな らな い。
一 （ 略）
二 厚 生年金 保険 法に よる 老齢 厚生年 金の 年金 証書 その 他年金 受給 権
を有 する こと を証 する 書類（ 以下 「年 金証 書等」 とい う。 ）の 写し
（特 定健 康保険 組合 が番 号利 用法 第二十 二条 第一 項の 規定 により 年
金 証書 等と 同一 の内 容を含 む特 定個 人情 報の 提供を 受け るこ とが で
き ると きは 、この 限り でな い。 ）
三 ・四 （ 略）
３～ ５ （略 ）

３ 高額 療養 費に 係る療 養が 令第 四十 二条 第一 項第三 号又 は第 三項 第三
号若 しく は第 四号 のい ずれか に該 当す ると きは 、被保 険者 は、 第一 項
の申 請書 にその 旨を 証す る書 類を 添付し なけ れば なら ない 。

（ 略）

（ 高額 介護合 算療 養費 の支 給の 申請等 ）
第百 九条 の十 （略 ）
２ （略 ）
３ 申 請者 が、 令第 四十三 条の 三第 一項 第三 号又は 第二 項第 三号 若し く
は 第四 号の いずれ かに 該当 する とき は、 当該 申請者 は、 第一 項の 申請
書 にそ の旨 を証す る書 類を 添付 しな ければ なら ない 。

４ ～６

（ 特例 退職 被保険 者の 資格 取得 の申 出）
第百 六十 八条 （ 略）
２ 前項 の申 出書に は、 次に 掲げ る書 類を 添付 しなけ れば なら ない 。
一 （ 略）
二 厚 生年 金保 険法 によ る老齢 厚生 年金 の年 金証 書その 他年 金受 給権
を 有す るこ とを証 する 書類 （以 下「 年金証 書等 」と いう 。） の写し

三・ 四 （ 略）
３ ～５ （ 略）

- 20 -

正

案

○船員保険法施行規則（昭和十五年厚生省令第五号）（第四条関係）

改

現

行

（傍線の部分は改正部分）

三～ 六 （略 ）
２～ ４ （略）

（被 保険 者の 資格 取得の 届出 ）
第六 条 法第二 十四 条の 規定 による 被保 険者 （疾 病任 意継続 被保 険者 を
除 く。 以下 この 条、 第十 四条、 第二 十四 条、 第二 十五 条及 び第三 十条
に おい て同 じ。 ）の 資格 の取得 に関 する 届出 は、 当該事 実が あっ た日
か ら十 日以 内に、 次に 掲げ る事 項を 記載し た届 書を 日本 年金 機構（ 以
下 「機構 」と いう 。） に提出 する こと によ って 行うも のと する 。こ の
場合 にお いて 、当該 被保 険者 が同 時に 厚生年 金保 険の 被保 険者 の資格
を取得 した とき は、 第三 種被保 険者 （国 民年 金法 等の 一部 を改正 する
法 律（ 昭和 六十 年法 律第 三十四 号） 附則 第五 条第 十二 号に規 定す る第
三 種被 保険 者を いう。 以下 同じ 。） に該 当する こと の有 無及 び厚 生年
金 保険 の被保 険者 であ った こと の有無 を付 記し なけ れば ならな い。

一 （ 略）
二 被 保 険 者 証 の 記 号及 び 番 号 並 び に 個 人 番 号 （ 行 政 手 続 に お け る 特
定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五
年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。）第二条第五項に
規定する個人番号をいう。以下同じ。）又は基礎年金番号（国民年
金法 （ 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 四 十 一 号 ） 第 十 四 条 に 規 定 す る 基 礎 年
金番号をいう。以下同じ。）
三 ～六 （ 略）
２ ～４ （略 ）

（被 保険者 の氏 名変 更の 届出）
第 十二 条 船舶 所有者 は、 第二 十四 条の 規定に よる 申出 を受 けた ときは
、 遅滞 なく 、次に 掲げ る事 項を 記載 した 届書 を厚生 労働 大臣 に提 出し

（ 被保 険者 の資格 取得 の届 出）
第六 条 法第 二十 四条 の規定 によ る被 保険 者（ 疾病任 意継 続被 保険 者を
除 く。以 下こ の条 、第 十四 条、第 二十 四条 、第 二十 五条及 び第 三十 条
にお いて 同じ 。）の 資格 の取 得に 関す る届出 は、 当該 事実 があ った日
から 十日以 内に 、次 に掲 げる 事項を 記載 した 届書 を日 本年金 機構 （以
下 「機 構」 とい う。） に提 出す るこ とに よっ て行う もの とす る。 この
場 合に おい て、当 該被 保険 者が 同時 に厚 生年 金保険 の被 保険 者の 資格
を 取得 したと きは 、基 礎年 金番 号（国 民年 金法 （昭 和三 十四年 法律 第
百四 十一 号） 第十 四条 に規定 する 基礎 年金 番号 をいう 。以 下同 じ。 ）
、第 三種 被保険 者（ 国民 年金 法等 の一部 を改 正す る法 律（ 昭和六 十年
法律第 三十 四号 ）附 則第 五条第 十二 号に 規定 する第 三種 被保 険者 をい
う。 以下 同じ 。） に該当 する こと の有 無及 び厚生 年金 保険 の被 保険 者
であ った ことの 有無 を付 記し なけ ればな らな い。
一 （略 ）
二 被 保険 者証の 記号 及び 番号

（ 被保 険者 の氏名 変更 の届 出）
第十 二条 船 舶所 有者 は、第 二十 四条 の規 定に よる申 出を 受け たと きは
、遅 滞な く、 次に掲 げる 事項 を記 載した 届書 を厚 生労 働大 臣に提 出し
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（ 略）

な けれ ばなら ない 。こ の場 合に おいて 、当 該被 保険 者が 同時に 厚生 年
金保 険の 被保 険者 であ るとき は、 基礎 年金 番号 及び第 三種 被保 険者 に
該当 する ことの 有無 を付 記し なけ ればな らな い。

一 ～三

（被 保険 者の住 所変 更の 届出 ）
第 十三 条 船舶 所有 者は、 第二 十五 条の 規定 による 申出 を受 けた とき は
、 速や かに 、次に 掲げ る事 項を 記載 した 届書 を厚生 労働 大臣 に提 出し
な けれ ばな らない 。こ の場 合に おい て、当 該被 保険 者が 同時 に厚生 年
金 保険の 被保 険者 であ ると きは、 基礎 年金 番号 及び第 三種 被保 険者 に
該当 する こと の有無 を付 記し なけ れば ならな い。
一～五 （ 略）

なけれ ばな らな い（ 厚生 労働大 臣が 当該 被保 険者 に係 る機 構保存 本人
確 認情 報（ 住民 基本 台帳 法（昭 和四 十二 年法 律第 八十 一号） 第三 十条
の 九に 規定 する 機構保 存本 人確 認情 報を いう。 以下 同じ 。） の提 供を
受 ける ことが でき ると きは 、こ の限り でな い。 ）。 この 場合に おい て
、当 該被 保険 者が 同時に 厚生 年金 保険 の被 保険者 であ ると きは 、個 人
番号 又は 基礎年 金番 号及 び第 三種被 保険 者に 該当 する こと の有無 を付
記 しな けれ ばな らな い。
一 ～三 （略）
（ 被保 険者 の住 所変更 の届 出）
第十 三条 船 舶所 有者 は、 第二十 五条 の規 定に よる 申出を 受け たと きは
、速 やか に、 次に 掲げる 事項 を記 載し た届 書を厚 生労 働大 臣に 提出し
なけ ればな らな い。 この 場合 におい て、 当該 被保 険者 が同 時に厚 生年
金 保険 の被 保険 者で ある ときは 、個 人番 号又 は基 礎年 金番 号及び 第三
種 被保 険者 に該 当す ること の有 無を 付記 しな ければ なら ない 。
一 ～五 （ 略）

（ 被保 険者 の資 格喪 失の届 出）
第 十四 条 法 第二 十四 条の 規定 による 被保 険者 の資 格の 喪失に 関す る届
出 は、 当該 事実が あっ た日 から 十日 以内に 、次 に掲 げる 事項 を記載 し
た届 書を 機構 に提 出す ること によ って 行う もの とする 。こ の場 合に お
いて 、当 該被 保険者 が同 時に 厚生 年金保 険の 被保 険者 の資 格を喪 失し
たとき は、 基礎 年金 番号 、第三 種被 保険 者に 該当 するこ との 有無 及び
厚 生年 金保 険の従 前の 標準 報酬 月額 を付 記し なけれ ばな らな い。
（略 ）

（種 別の 変更 ）
第十 五条 船舶 所有 者は 、被 保険 者の種 別に 変更 があ った ときは 、次 に
掲げる 事項 を記 載し た届書 を十 日以 内に 厚生 労働大 臣に 提出 しな けれ
ば なら ない 。この 場合 にお いて 、当 該被 保険 者が同 時に 厚生 年金 保険

一 ～五

（ 被保険 者の 資格 喪失 の届 出）
第十 四条 法 第二十 四条 の規 定に よる 被保険 者の 資格 の喪 失に 関する 届
出は 、当該 事実 があ った 日か ら十日 以内 に、 次に 掲げ る事 項を記 載し
た 届書 を機 構に 提出 する ことに よっ て行 うも のと する 。この 場合 にお
い て、 当該 被保 険者 が同時 に厚 生年 金保 険の 被保険 者の 資格 を喪 失し
た とき は、個 人番 号又 は基 礎年 金番号 、第 三種 被保 険者 に該当 する こ
との 有無 及び 厚生 年金 保険の 従前 の標 準報 酬月額 を付 記し なけ れば な
らな い。
一 ～五 （ 略）
（ 種別 の変 更）
第 十五条 船 舶所 有者 は、 被保険 者の 種別 に変 更が あっ たと きは、 次に
掲 げる 事項を 記載 した 届書 を十 日以内 に厚 生労 働大 臣に 提出し なけ れ
ばな らな い。 この 場合に おい て、 当該 被保 険者が 同時 に厚 生年 金保 険
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の被保 険者 であ ると きは 、個人 番号 又は 基礎 年金 番号 を付 記しな けれ
ば なら ない 。
一 ～三 （ 略）

の 被保 険者で ある とき は、 基礎 年金番 号を 付記 しな けれ ばなら ない 。
一 ～三 （ 略）

（給付制限事由該当等の届出）
第十七条 船舶所有者は、被保険者又はその被扶養者が法第百六条第一
項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内
に、次に掲げる事項を協会に届け出なければならない。
一 被保険者証の記号及び番号
二・三 （略）
（略）
２

（給付制限事由該当等の届出）
第十七条 船舶所有者は、被保険者又はその被扶養者が法第百六条第一
項 各号 のい ず れ か に 該 当 し 、 又 は 該 当 し な く な っ た と き は 、 五 日 以 内
に、次に掲げる事項を協会に届け出なければならない。
一 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
二・三 （略）
（略 ）
２

（ 被扶 養者 の届出 ）
第二 十六 条 被保険 者は 、被 扶養 者を 有す ると き、又 は被 扶養 者を 有す
るに 至っ たと きは 、遅滞 なく 、次 に掲 げる事 項を 記載 した 被扶 養者届
を船 舶所有 者を 経由 して 厚生 労働大 臣に 提出 しな けれ ばなら ない 。
一 被扶 養者 の職 業、 収入 、住所 、氏 名、 性別 、生 年月日 及び 被保 険
者 との 続柄
二 （略）
２・ ３ （略 ）

（ 被保 険者の 住所 変更 の申 出）
第二 十五 条 被保険 者は 、そ の住 所を 変更 したと きは 、速 やか に、 変更
後の 住所を 船舶 所有 者に 申し 出なけ れば なら ない 。

（被 扶養 者の届 出）
第 二十 六条 被 保険 者は、 被扶 養者 を有 する とき、 又は 被扶 養者 を有 す
る に至 った とき は、 遅滞 なく、 次に 掲げ る事 項を 記載し た被 扶養 者届
を 船舶 所有 者を経 由し て厚 生労 働大 臣に提 出し なけ れば なら ない。
一 被扶 養者 の職 業、 収入 、住所 、氏 名、 性別 、生年 月日 、個 人番 号
（個 人番 号を 有する 者に 限る 。） 及び 被保険 者と の続 柄
二 （ 略）
２ ・３ （ 略）

（育 児休 業等 を終了 した 際の 改定 の申 出）
第二 十七条 法 第十 九条 第一項 の規 定に よる 申出 は、次 に掲 げる 事項 を
記 載し た申 出書 を船舶 所有 者を 経由 して 機構 に提出 する こと によ って
行 うも のと する。

（被保 険者 の住 所変 更の 申出）
第 二十 五条 被保 険者 は、 その 住所 を変更 した とき は、 速や かに、 変更
後 の住 所を 船舶 所有者 に申 し出 なけ れば ならな い。 ただ し、 厚生労 働
大 臣が当 該被 保険 者に 係る 機構保 存本 人確 認情 報の 提供を 受け るこ と
がで きる とき は、こ の限 りで ない 。

（ 育児 休業 等を 終了 した際 の改 定の 申出 ）
第二 十七 条 法第 十九 条第 一項の 規定 によ る申 出は 、次 に掲 げる事 項を
記載 した 申出 書を 船舶 所有者 を経 由し て機 構に 提出す るこ とに よっ て
行う もの とす る。
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（ 産前 産後 休業を 終了 した 際の 改定の 申出 ）
第二 十七 条の 二 法第 十九条 の二 第一 項の 規定 による 申出 は、 次に 掲げ
る事 項を 記載し た申 出書 を船 舶所 有者を 経由 して 機構 に提 出する こと
によっ て行 うも のと する 。
一 ～四 （ 略）
２ 前項 の被 保険 者が 厚生 年金保 険の 被保 険者 であ る場 合に おいて は、
個 人番号 又は 基礎 年金 番号 を付記 しな けれ ばな らな い。

一～四 （ 略）
２ 前 項の 被保 険者が 厚生 年金 保険 の被保 険者 であ る場 合に おいて は、
個 人番 号又 は基 礎年金 番号 を付 記し なけ ればな らな い。

（ 疾病 任意 継続被 保険 者の 資格 取得 の申 出）
第 三十条 法 第二 条第 二項 の申出 は、 次に 掲げ る事項 を記 載し た申 出書
を 協会に 提出 する こと によ って行 うも のと する 。
一 被保 険者 であ った当 時第 三十 五条 の規 定によ り交 付さ れた 被保 険
者証 の記 号及び 番号 、生 年月 日、 氏名、 性別 並び に住 所

（産前 産後 休業 を終 了し た際の 改定 の申 出）
第 二十 七条 の二 法第 十九 条の 二第 一項 の規定 によ る申 出は 、次に 掲げ
る 事項 を記 載した 申出 書を 船舶 所有 者を 経由し て機 構に 提出 する こと
に よっ て行う もの とす る。
一～ 四 （略 ）
２ 前項 の被保 険者 が厚 生年 金保 険の被 保険 者で ある 場合に おい ては 、
基 礎年 金番 号を 付記 しなけ れば なら ない 。

一 ～四 （略 ）
２ 前項 の被 保険者 が厚 生年 金保 険の 被保 険者 である 場合 にお いて は、
基礎 年金 番号を 付記 しな けれ ばな らない 。

（ 疾病 任意 継続被 保険 者の 資格 喪失 の申出 ）
第三 十二 条 疾病任 意継 続被 保険 者は 、次 の各 号のい ずれ かに 該当 する
に 至っ たと きは、 遅滞 なく 、被 保険 者証 の記 号及び 番号 、氏 名、 生年
月日 並びに 該当 する に至 った 年月日 を記 載し た申 出書 を協会 に提 出し
な けれ ばな らな い。
一～四 （略）

（ 略）

（疾 病任意 継続 被保 険者 の資 格喪失 の申 出）
第 三十 二条 疾 病任 意継続 被保 険者 は、 次の 各号の いず れか に該 当す る
に 至っ たと きは 、遅 滞な く、被 保険 者証 の記 号及び 番号 又は 個人番号
、 氏名 、生 年月日 並び に該 当す るに 至った 年月 日を 記載 した 申出書 を
協会 に提 出し なけ れば ならな い。
一～ 四 （略 ）

（ 被保 険者 証の再 交付 ）
第三 十七 条 被保険 者は 、被 保険 者証 を破 り、 汚し、 又は 失っ たと きは
、遅 滞な く、 次に掲 げる 事項 を記 載し た申請 書を 協会 に提 出し て、そ
の再交 付を 申請 しな けれ ばなら ない 。

二 ～四

（疾 病任 意継 続被 保険者 の資 格取 得の 申出 ）
第三 十条 法第 二条 第二 項の 申出 は、次 に掲 げる 事項 を記 載した 申出 書
を 協会 に提 出す るこ とに よって 行う もの とす る。
一 被 保険 者で あっ た当 時第三 十五 条の 規定 によ り交付 され た被 保険
者証 の記 号及 び番 号又 は個人番号、生 年月 日、 氏名 、性 別並び に住
所
二～ 四 （略 ）

（被 保険者 証の 再交 付）
第 三十 七条 被 保険者 は、 被保 険者 証を 破り、 汚し 、又 は失 った ときは
、 遅滞 なく 、次 に掲 げる事 項を 記載 した 申請 書を協 会に 提出 して 、そ
の 再交 付を 申請し なけ れば なら ない。
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（ 生活 療養 標準 負担 額の 減額に 関す る特 例）
第 五十 三条 （略 ）
２ 前項 の規 定に よる 給付 を受け よう とす る被 保険 者又 は被 保険者 であ
った 者は 、次 に掲 げる 事項を 記載 した 申請 書を 協会に 提出 しな けれ ば
なら ない 。
一 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
二 ～八 （ 略）
（略 ）

３

（食 事療 養標 準負 担額の 減額 に関 する 特例 ）
第五 十条 （略 ）
２ 前 項の 規定 によ る給付 を受 けよ うと する 被保険 者又 は被 保険 者で あ
っ た者 は、 次に 掲げ る事 項を記 載し た申 請書 を協 会に提 出し なけ れば
な らな い。
一 被保 険者 証の 記号 及び 番号又 は個人番号
二～ 八 （略 ）
（略）

２

（ 令第 三条 第二項 の規 定の 適用 の申請 等）
第四 十七 条 令第 三条 第二項 の規 定の 適用 を受 けよう とす る被 保険 者は
、次 に掲 げる事 項を 記載 した 申請 書を協 会に 提出 しな けれ ばなら ない
。
一 被 保険 者証 の記 号及 び番号 又は個人番号
二 ・三 （ 略）
（略 ）

一 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
二 ・三 （ 略）
２ ～５ （略 ）

３

３

２

一 被 保険 者証 の記 号及 び番号
二・ 三 （略 ）
２～ ５ （略）

（第三 者の 行為 によ る被 害の届 出）

（ 生活療 養標 準負 担額 の減 額に関 する 特例 ）
第五 十三 条 （略）
２ 前項の 規定 によ る給 付を 受けよ うと する 被保 険者 又は被 保険 者で あ
っ た者 は、 次に 掲げる 事項 を記 載し た申 請書 を協会 に提 出し なけ れば
な らな い。
一 被 保険 者証 の記 号及 び番号
二～ 八 （略 ）
（略 ）

（ 食事 療養 標準負 担額 の減 額に 関す る特 例）
第 五十条 （ 略）
２ 前項 の規 定によ る給 付を 受け よう とす る被 保険者 又は 被保 険者 であ
った 者は 、次 に掲 げる事 項を 記載 した 申請 書を協 会に 提出 しな けれ ば
なら ない。
一 被保 険者 証の 記号 及び 番号
二 ～八 （ 略）
（略 ）

（令第 三条 第二 項の 規定 の適用 の申 請等 ）
第 四十 七条 令 第三条 第二 項の 規定 の適 用を受 けよ うと する 被保険 者は
、 次に 掲げ る事 項を記 載し た申 請書 を協会 に提 出し なけ れば ならな い
。
一 被 保険 者証の 記号 及び 番号
二・ 三 （略）
（ 略）

３

（ 第三 者の 行為に よる 被害 の届 出）
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第五十 七条 療 養の 給付 に係る 事由 又は 入院 時食 事療養 費、 入院 時生 活
療 養費 若し くは 保険 外併 用療養 費の 支給 に係 る事 由が 第三者 の行 為に
よ って 生じ たも のであ ると きは 、被 保険 者又は 被保 険者 であ った 者は
、 遅滞 なく、 次に 掲げ る事 項を 記載し た届 書を 協会 に提 出しな けれ ば
なら ない 。
一 被保 険者の 記号 及び 番号 又は 個人番号
二 ～五 （ 略）

（療 養費 の支 給の 申請）
第五 十八 条 法 第六 十四 条第 一項 の規定 によ り療 養費 の支給 を受 けよ う
と する とき は、 被保 険者又 は被 保険 者で あっ た者は 、次 に掲 げる 事項
を 記載 した 申請書 を（ 当該 療養 費の 支給 に係 る療養 が下 船後 の療 養補
償 に相 当す る場合 は療 養補 償証 明書 を添え て） 協会 に提 出し なけれ ば
な らない 。
一 被 保険 者証の 記号 及び 番号
二～九 （ 略）
２ ・３ （ 略）

第五 十七 条 療養 の給付 に係 る事 由又 は入 院時 食事療 養費 、入 院時 生活
療養 費若 しく は保 険外 併用療 養費 の支 給に 係る 事由が 第三 者の 行為 に
よっ て生 じたも ので ある とき は、 被保険 者又 は被 保険 者で あった 者は
、遅滞 なく 、次 に掲 げる事 項を 記載 した 届書 を協会 に提 出し なけ れば
な らな い。
一 被保 険者の 記号 及び 番号
二 ～五 （略 ）

（ 船員 法に よる療 養補 償と の調 整の 申請 ）
第六 十四 条 被保 険者又 は被 保険 者で あっ た者 が法第 六十 六条 の規 定に
より 当該 被保 険者 又は 被保険 者で あっ た者 が支 払った 一部 負担 金の 額
、法 第六 十一 条第二 項に 規定 する 食事療 養標 準負 担額 、法 第六十 二条
第二項 に規 定す る生 活療 養標準 負担 額、 法第 六十 三条第 二項 の規 定に
よ り算 定し た費用 の額 から その 療養 に要 した 費用に つき 保険 外併 用療
養 費と して 支給さ れる 額に 相当 する 額を 控除し た額 、法 第六 十四 条第
二 項の 規定に より 控除 され た額又 は法 第六 十五 条第 四項の 規定 によ り
算定 した 費用 の額 から訪 問看 護療 養費 とし て支給 され る額 に相 当す る
額を 控除し た額 （こ の条 にお いて「 一部 負担 金等 」と いう。 ）の 支払
を 受け よう とす ると きは、 次に 掲げ る事 項を 記載し た申 請書 を協 会に
提 出し なけ ればな らな い。
一 被保険 者証 の記 号及 び番 号

（ 療養 費の 支給 の申 請）
第 五十八 条 法第 六十 四条 第一項 の規 定に より 療養 費の 支給 を受け よう
と すると きは 、被 保険 者又 は被保 険者 であ った 者は 、次に 掲げ る事 項
を記 載し た申 請書 を（当 該療 養費 の支 給に 係る療 養が 下船 後の 療養補
償に 相当す る場 合は 療養 補償 証明書 を添 えて ）協 会に 提出 しなけ れば
な らな い。
一 被 保険 者証 の記 号及び 番号 又は個人番号
二 ～九 （ 略）
２・ ３ （略 ）
（船 員法 によ る療養 補償 との 調整 の申 請）
第六 十四条 被 保険 者又 は被 保険者 であ った 者が 法第六 十六 条の 規定 に
よ り当 該被 保険 者又 は被 保険者 であ った 者が 支払 った 一部負 担金 の額
、 法第 六十 一条 第二 項に規 定す る食 事療 養標 準負担 額、 法第 六十 二条
第 二項 に規定 する 生活 療養 標準 負担額 、法 第六 十三 条第 二項の 規定 に
より 算定 した 費用 の額 からそ の療 養に 要し た費用 につ き保 険外 併用 療
養費 とし て支給 され る額 に相 当す る額を 控除 した 額、 法第 六十四 条第
二 項の 規定 によ り控 除さ れた額 又は 法第 六十 五条 第四 項の 規定に より
算 定し た費 用の 額か ら訪 問看護 療養 費と して 支給 される 額に 相当 する
額 を控 除し た額 （この 条に おい て「 一部負 担金 等」 とい う。 ）の支 払
を 受けよ うと する とき は、 次に掲 げる 事項 を記 載し た申請 書を 協会 に
提出 しな けれ ばなら ない 。
一 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
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（ 移送 費の 支給 の申 請）
第六 十七 条 法第 六十 八条 第一項 の移 送費 の支 給を 受け ようと する 者は
、次 に掲 げる 事項 を記 載した 申請 書を 協会 に提 出しな けれ ばな らな い
。
一 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
二 ～八 （ 略）
２ ～４ （略 ）

２

（継続 療養 給付 の申 請等 ）
第 六十 八条 法第 五十 三条 第五 項の 規定に より 被保 険者 の資 格喪失 後の
療 養の 給付 又は入 院時 食事 療養 費、 入院 時生活 療養 費、 保険 外併 用療
養 費、訪 問看 護療 養費 若し くは移 送費 の支 給を 受け ようと する 者は 、
資格 喪失 後十 日以 内に、 健康 保険 日雇 特例 被保険 者手 帳を 添え て、 次
に掲 げる事 項を 記載 した 届書 を協会 に提 出し なけ れば ならな い。
一 被保 険者 証の 記号 及び 番号
二 ～七 （ 略）
２～ ７ （略 ）

（移 送費 の支 給の申 請）
第六十 七条 法 第六 十八 条第一 項の 移送 費の 支給 を受け よう とす る者 は
、 次に 掲げ る事 項を記 載し た申 請書 を協 会に 提出し なけ れば なら ない
。
一 被 保険 者証 の記 号及 び番号
二～ 八 （略 ）
２～ ４ （略）

２

二 ～六 （略 ）
（略 ）

（ 継続 療養給 付の 申請 等）
第六 十八 条 法第 五十三 条第 五項 の規 定に より被 保険 者の 資格 喪失 後の
療養 の給 付又は 入院 時食 事療 養費 、入院 時生 活療 養費 、保 険外併 用療
養 費、 訪問 看護 療養 費若 しくは 移送 費の 支給 を受 けよ うと する者 は、
資 格喪 失後 十日 以内 に、 健康保 険日 雇特 例被 保険 者手帳 を添 えて 、次
に 掲げ る事 項を記 載し た届 書を 協会 に提出 しな けれ ばな らな い。
一 被保 険者 証の 記号 及び 番号又 は個人番号
二～ 七 （略 ）
２～ ７ （ 略）

（ 傷病手 当金 の支 給の 申請 ）
第六 十九 条 法第六 十九 条第 一項 の規 定によ り傷 病手 当金 の支 給を受 け
よう とする 者は 、次 に掲 げる 事項を 記載 した 申請 書を 協会に 提出 しな
け れば なら ない 。
一 被保 険者 証の記 号及 び番 号
二 ～五 （略 ）
六 傷病 手当 金が 法第 七十条 第二 項た だし 書又 は第三 項た だし 書の 規
定に よる もので ある とき は、 次に 掲げる 給付 のう ち、 支給 されて い
るもの の名 称、 その 額、支 給事 由で ある 傷病 名及び その 支給 を受 け
る こと とな った年 月日 並び に年 金で ある給 付を 受け るべ き場 合にお

二～六 （ 略）
（ 略）

（ 傷病 手当 金の 支給 の申 請）
第 六十 九条 法第 六十 九条 第一 項の規 定に より 傷病 手当 金の 支給を 受け
よ うと する 者は、 次に 掲げ る事 項を 記載し た申 請書 を協 会に 提出し な
けれ ばな らな い。
一 被保 険者 証の記 号及 び番 号又 は個人番号
二～五 （ 略）
六 傷 病手 当金 が法 第七 十条第 二項 ただ し書 又は 第三 項ただ し書 の規
定 による もの であ ると きは 、次に 掲げ る給 付の うち 、支 給され てい
るも のの 名称 、そ の額 、支給 事由 であ る傷 病名 及び その 支給を 受け
るこ とと なっ た年 月日並 びに 年金 であ る給 付を受 ける べき 場合 にお
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（葬 祭料の 支給 の申 請）
第 七十 二条 法 第七十 二条 の規 定に より 葬祭料 の支 給を 受け よう とする
者 は、 次に 掲げ る事 項を記 載し た申 請書 を協 会に提 出し なけ れば なら
な い。
一 （略 ）
二 死亡 した被 保険 者の 氏名 並び に被保 険者 証の 記号 及び 番号又 は個
人番号
三・四 （ 略）
（ 削除 ）

（法 第七 十条 第二 項から 第四 項ま での 規定 に該当 する に至 った 場合の
届出 ）
第 七十 一条 傷 病手当 金の 支給 を受 ける べき者 は、 法第 七十 条第 二項か
ら 第四 項ま での 規定 に該当 する に至 った とき は、遅 滞な く、 次に 掲げ
る 事項 を記 載した 届書 を協 会に 提出 しなけ れば なら ない 。
一 被保 険者 証の 記号 及び番 号又 は個人番号
二 （略 ）

いては 、個 人番 号又 は基 礎年金 番号 及び その 年金 証書の 年金 コー ド
（ 年金 の種 別及 びその 区分 を表 す記 号番号 をい う。 以下 同じ 。）
イ ・ロ （略 ）
七 傷 病手当 金が 法第 七十 条第 四項た だし 書の 規定 によ るもの であ る
とき は、 同項 に規 定する 老齢 退職 年金 給付 （以下 単に 「老 齢退 職年
金給 付」 という 。） の名 称、 その額 、当 該老 齢退 職年 金給付 を受 け
る こと とな った 年月 日、個 人番 号又 は基 礎年 金番号 及び その 年金 証
書 又は これに 準ず る書 類の 年金 コード 又は 記号 番号 若し くは番 号
八 ・九 （ 略）
２～ ７ （略 ）

（ 葬祭 料の 支給の 申請 ）
第七 十二 条 法第七 十二 条の 規定 によ り葬 祭料 の支給 を受 けよ うと する
者は 、次 に掲 げる事 項を 記載 した 申請書 を協 会に 提出 しな ければ なら
ない。
一 （ 略）
二 死亡 した被 保険 者の 氏名 並び に被保 険者 証の 記号 及び 番号

（ 法第 七十 条第二 項か ら第 四項 まで の規 定に 該当す るに 至っ た場 合の
届 出）
第七 十一 条 傷病手 当金 の支 給を 受け るべ き者 は、法 第七 十条 第二 項か
ら第 四項 まで の規定 に該 当す るに 至っ たとき は、 遅滞 なく 、次 に掲げ
る事項 を記 載し た届 書を 協会に 提出 しな けれ ばな らない 。
一 被保 険者 証の 記号 及び番 号
二 （ 略）

いて は、 基礎 年金 番号及 びそ の年 金証 書の 年金コ ード （年 金の 種別
及び その 区分を 表す 記号 番号 をい う。 以下 同じ。 ）
イ・ ロ （略）
七 傷 病手 当金 が法 第七十 条第 四項 ただ し書 の規定 によ るも ので ある
と きは 、同 項に規 定す る老 齢退 職年 金給付 （以 下単 に「 老齢 退職年
金給 付」 とい う。 ）の 名称、 その 額、 当該 老齢 退職年 金給 付を 受け
るこ とと なっ た年月 日、 基礎 年金 番号 及び その年 金証 書又 はこ れに
準ず る書 類の年 金コ ード 又は 記号 番号 若しく は番 号
八・ 九 （ 略）
２ ～７ （ 略）

三 ・四 （略 ）
五 介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サー
ビス、特例居宅介護サービス費に係る居宅介護サービス若しくはこ
れに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域
密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型
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五 法第七十二条第一項の規定による葬祭料の支給を受けようとする
者にあっては、被保険者と申請者との続柄
六 法第七十二条第二項の規定による葬祭料の支給を受けようとする
者にあっては、葬祭を行った年月日及び葬祭に要した費用の額
七 死 亡 が 第 三 者 の 行 為 に よる もの であ ると き は 、 そ の 事 実 並 び に 第
三 者 の 氏 名 及 び 住 所又 は居 所 （ 氏 名 又 は 住 所 若 し く は 居 所 が 明 ら か
でないときは、その旨）

サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に
係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サー
ビス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介
護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当する
サービスを受けている者が死亡したときは、同法に規定する被保険
者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
六 法第七十二条第一項の規定による葬祭料の支給を受けようとする
者にあっては、被保険者と申請者との続柄
七 法第七十二条第二項の規定による葬祭料の支給を受けようとする
者にあっては、葬祭を行った年月日及び葬祭に要した費用の額
八 死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第
三者の氏名及び住所又は居所（氏名又は住所若しくは居所が明らか
でないときは、その旨）

二 （ 略）
（略 ）

２ 前項 の申 請書 には 、次に 掲げ る書 類を 添え なけれ ばな らな い。
一 市町 村長 （特 別区 の区 長を含 む。 ）の 埋葬 許可証 若し くは 火葬 許
可証 の写 し、死 亡診 断書 、死 体検 案書 若しく は検 視調 書の 写し 、被
保険者 の死 亡に 関す る船 舶所有 者の 証明 書又 はこ れに代 わる 書類

３

２ 前項の 申請 書に は、 次に 掲げる 書類 を添 えな けれ ばなら ない 。
一 市 町村 長（ 特別 区の 区長を 含む 。） の埋 葬許 可証 若し くは火 葬許
可 証の 写し、 死亡 診断 書、 死体 検案書 若し くは 検視 調書 の写し 、被
保険 者の 死亡 に関 する 船舶所 有者 の証 明書 又は これ に代 わる書 類（
協会 が機 構保 存本 人確 認情報 の提 供を 受け るこ とがで きる とき は、
この 限り でない 。）
二 （ 略）
（ 略）
３

一

（出 産育 児一 時金の 支給 の申 請）
第七十 三条 法 第七 十三 条の規 定に より 出産 育児 一時金 の支 給を 受け よ
う とす る者 は、次 に掲 げる 事項 を記 載し た申 請書を 協会 に提 出し なけ
れ ばな らな い。
一 被 保険 者証 の記 号及び 番号
二・ 三 （略 ）
前項の 申請 書に は、 次に 掲げる 書類 を添 付し なけ ればな らな い。
医 師若 しく は助 産師に おい て出 産の 事実 を証明 する 書類 又は 市町
２

（ 出産 育児 一時 金の 支給の 申請 ）
第七 十三 条 法第 七十 三条 の規定 によ り出 産育 児一 時金 の支給 を受 けよ
うと する 者は 、次 に掲 げる事 項を 記載 した 申請書 を協 会に 提出 しな け
れば なら ない。
一 被 保険 者証 の記 号及 び番号 又は個人番号
二 ・三 （ 略）
前項 の申 請書 には 、次 に掲げ る書 類を 添付 しな けれ ばな らない 。
医師 若し くは 助産 師に おいて 出産 の事 実を 証明 する書 類又 は市 町
一

２
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（ 家族葬 祭料 の支 給の 申請 ）
第八 十四 条 法第八 十条 の規 定に より 家族葬 祭料 の支 給を 受け ようと す
る者 は、次 に掲 げる 事項 を記 載した 申請 書を 協会 に提出 しな けれ ばな ら
な い。
一 被 保険 者証 の記 号及び 番号 又は個人番号
二 ～四 （略 ）
（略 ）

（ 出産 手当 金の 支給の 申請 ）
第七 十九 条 法第 七十 四条 の規定 によ り出 産手 当金 の支給 を受 けよ うと
する 者は 、次 に掲 げる事 項を 記載 した 申請 書を協 会に 提出 しな ければ
なら ない。
一 被 保険 者証 の記 号及 び番号 又は個人番号
二 ～七 （ 略）
２～ ５ （略 ）

村長（ 特別 区の 区長 を含 むもの とし 、地 方自 治法 （昭和 二十 二年 法
律 第六 十七 号） 第二百 五十 二条 の十 九第一 項の 指定 都市 にあ っては
、 区長と する 。以 下同 じ。 ）にお ける 出生 に関 して 戸籍 に記載 した
事項 若し くは 出生 の届 出に係 る届 書に 記載 した 事項 を証 明した 書類
（協 会が 機構 保存 本人確 認情 報の 提供 を受 けるこ とが でき ると きは
、こ の限 りでな い。 ）
二 （ 略）
３ ・４ （略 ）

２

（出 産手 当金の 支給 の申 請）
第 七十 九条 法 第七 十四条 の規 定に より 出産 手当金 の支 給を 受け よう と
す る者 は、 次に掲 げる 事項 を記 載し た申 請書 を協会 に提 出し なけ れば
な らな い。
一 被 保険 者証 の記号 及び 番号
二～ 七 （略 ）
２～５ （ 略）

二 （略 ）
３・ ４ （略 ）

村長 （特 別区 の区 長を含 むも のと し、 地方 自治法 （昭 和二 十二 年法
律第 六十 七号） 第二 百五 十二 条の 十九 第一 項の指 定都 市に あっ ては
、区 長と する。 以下 同じ 。） にお ける出 生に 関し て戸 籍に 記載し た
事項若 しく は出 生の 届出に 係る 届書 に記 載し た事項 を証 明し た書 類

２

（ 特定 疾病 給付対 象療 養に 係る 認定 ）
第八 十七 条 令第 八条第 七項 の規 定に よる 協会 の認定 （以 下こ の条 にお
いて 「認 定」 とい う。 ）を受 けよ うと する とき は、認 定を 受け よう と
する 者は 、次に 掲げ る事 項を 、健 康保険 法施 行令 （大 正十 五年勅 令第
二百四 十三 号） 第四 十一条 第七 項に 規定 する 厚生労 働大 臣が 定め る医
療 に関 する 給付の 実施 機関 （以 下こ の条 にお いて「 実施 機関 」と いう

（ 家族 葬祭 料の 支給 の申請 ）
第 八十 四条 法第 八十 条の 規定 により 家族 葬祭 料の 支給 を受け よう とす
る 者は、 次に 掲げ る事 項を 記載し た申 請書 を協 会に 提出し なけ れば な
らな い。
一 被 保険 者証の 記号 及び 番号
二～四 （ 略）
（ 略）

（特 定疾 病給 付対象 療養 に係 る認 定）
第八十 七条 令 第八 条第 七項の 規定 によ る協 会の 認定（ 以下 この 条に お
い て「 認定 」と いう 。） を受け よう とす ると きは 、認 定を受 けよ うと
す る者 は、 次に 掲げる 事項 を、 健康 保険 法施行 令（ 大正 十五 年勅 令第
二 百四 十三号 ）第 四十 一条 第七 項に規 定す る厚 生労 働大 臣が定 める 医
療に 関す る給 付の 実施機 関（ 以下 この 条に おいて 「実 施機 関」 とい う
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（限 度額 適用 ・標 準負 担額減 額の 認定 の申 請等 ）
第九 十五 条 令第十 条第 一項 第一 号ハ 、第二 号ハ 若し くは ニ、 第三号 ハ
若しく はニ 若し くは 第四 号ハの 規定 によ る協 会の 認定 又は 同条第 三項
若 しく は第 四項 の規 定に よる協 会の 認定 （令 第九 条第 二項第 三号 に掲
げ る区 分に 該当 する者 に対 して 行わ れる ものに 限る 。） （以 下こ の条
に おい て「認 定」 とい う。 ）を 受けよ うと する とき は、 被保険 者は 、
次に 掲げ る事 項を 記載し た申 請書 に、 第三 号及び 第四 号に 掲げ る事 項

（限 度額 適用認 定の 申請 等）
第 九十 三条 令 第十 条第一 項第 一号 イ若 しく はロの 規定 によ る協 会の 認
定 又は 同条 第三 項若 しく は第四 項の 規定 によ る協 会の認 定（ 令第 九条
第 二項 第一 号又は 第二 号に 掲げ る区 分に該 当す る者 に対 して 行われ る
も のに限 る。 ）（ 以下 この 条にお いて 「認 定」 とい う。） を受 けよ う
とす ると きは 、被保 険者 は、 次に 掲げ る事項 を記 載し た申 請書 を、協
会に 提出し なけ れば なら ない 。
一 被 保険 者証 の記 号及 び番号 又は個人番号
二 ・三 （ 略）
２～ ７ （略 ）

（特 定疾 病の 認定 の申 請等）
第八 十八 条 令 第八 条第 九項 の規 定によ る協 会の 認定 （以 下この 条に お
いて「 認定 」と いう 。） を受け よう とす ると きは 、被 保険 者は、 次に
掲 げる 事項 を記 載し た申 請書を 協会 に提 出し なけ ればな らな い。
一 被 保険 者証 の記号 及び 番号 又は個人番号
二 ・三 （略 ）
２～ ９ （略 ）

。）を 経由 して 、協 会に 申し出 なけ れば なら ない 。
一 被 保険 者証 の記 号及 び番号 又は個人番号
二 ～四 （ 略）
２～ ７ （略 ）

（ 限度 額適 用・ 標準負 担額 減額 の認 定の 申請 等）
第 九十 五条 令第 十条 第一 項第一 号ハ 、第 二号 ハ若 しくは ニ、 第三 号ハ
若 しく はニ若 しく は第 四号 ハの 規定に よる 協会 の認 定又 は同条 第三 項
若し くは 第四 項の 規定 による 協会 の認 定（ 令第 九条第 二項 第三 号に 掲
げる 区分 に該当 する 者に 対し て行 われる もの に限 る。 ）（ 以下こ の条
におい て「 認定 」と いう。 ）を 受け よう とす るとき は、 被保 険者 は、
次 に掲 げる 事項を 記載 した 申請 書に 、第 三号 及び第 四号 に掲 げる 事項

（ 限度 額適 用認定 の申 請等 ）
第九 十三 条 令第十 条第 一項 第一 号イ 若し くは ロの規 定に よる 協会 の認
定又 は同 条第 三項 若しく は第 四項 の規 定に よる協 会の 認定 （令 第九 条
第二 項第一 号又 は第 二号 に掲 げる区 分に 該当 する 者に 対して 行わ れる
も のに 限る 。） （以 下この 条に おい て「 認定 」とい う。 ）を 受け よう
と する とき は、被 保険 者は 、次 に掲 げる 事項 を記載 した 申請 書を 、協
会 に提 出し なけれ ばな らな い。
一 被 保険 者証 の記号 及び 番号
二・ 三 （略 ）
２～７ （ 略）

（ 特定 疾病 の認 定の申 請等 ）
第 八十八 条 令第 八条 第九 項の規 定に よる 協会 の認 定（以 下こ の条 にお
い て「 認定」 とい う。 ）を 受け ようと する とき は、 被保 険者は 、次 に
掲げ る事 項を 記載 した申 請書 を協 会に 提出 しなけ れば なら ない 。
一 被 保険 者証の 記号 及び 番号
二 ・三 （ 略）
２ ～９ （略 ）

。 ）を 経由し て、 協会 に申 し出 なけれ ばな らな い。
一 被 保険 者証 の記号 及び 番号
二～ 四 （略）
２～７ （ 略）
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（ 高額 介護 合算 療養 費の 支給及 び証 明書 の交 付の申 請等 ）
第百 九条 法 第八 十四 条の 規定に より 高額 介護 合算 療養 費の 支給を 受け
よう とす る者 （令 第十 一条第 三項 、第 四項 及び 第六項 に規 定す る被 保
険者 であ った 者をい う。 以下 この 条に おいて 「申 請者 」と いう 。）は
、次に 掲げ る事 項を 記載 した申 請書 を協 会に 提出 しな けれ ばなら ない
。 ただ し、 次項 第四 号に 掲げる 額が 零で ある 場合 にあ っては 、こ の限
り でな い。
一 被 保険者 証の 記号 及び 番号 又は個人番号
二～ 六 （略 ）

（高 額介 護合算 療養 費の 支給 の申 請等）
第 百八 条 法第 三十 一条の 七の 規定 によ り高 額介護 合算 療養 費の 支給 を
受 けよ うと する 基準 日被 保険者 （以 下こ の条 にお いて「 申請 者」 とい
う 。） は、 次に掲 げる 事項 を記 載し た申請 書を 協会 に提 出し なけれ ば
な らない 。
一 被保 険者 証の記 号及 び番 号又 は個人番号
二～ 六 （ 略）
２ ～６ （ 略）

（高 額療 養費 の支 給の 申請）
第九 十九 条 法 第八 十三 条の 規定 により 高額 療養 費の 支給 を受け よう と
する者 は、 次に 掲げ る事 項を記 載し た申 請書 を協 会に 提出 しなけ れば
な らな い。
一 被 保険 者証 の記号 及び 番号 又は個人番号
二 ～五 （略 ）
２・ ３ （略 ）

を証す る書 類を 添付 して 、協会 に提 出し なけ れば なら ない 。
一 被 保険 者証 の記 号及 び番号 又は個人番号
二 ～四 （ 略）
２～ ６ （略 ）

（高 額介 護合 算療養 費の 支給 及び 証明 書の交 付の 申請 等）
第百 九条 法第 八十 四条 の規 定によ り高 額介 護合 算療 養費の 支給 を受 け
よ うと する 者（ 令第十 一条 第三 項、 第四 項及 び第六 項に 規定 する 被保
険 者で あっ た者を いう 。以 下こ の条 にお いて 「申請 者」 とい う。 ）は
、 次に 掲げる 事項 を記 載し た申 請書を 協会 に提 出し なけ ればな らな い
。た だし 、次 項第 四号 に掲げ る額 が零 であ る場 合にあ って は、 この 限
りで ない 。
一 被 保険者 証の 記号 及び 番号
二 ～六 （ 略）

（ 高額 介護 合算療 養費 の支 給の 申請 等）
第百 八条 法 第三十 一条 の七 の規 定に より 高額 介護合 算療 養費 の支 給を
受け よう とす る基 準日被 保険 者（ 以下 この 条にお いて 「申 請者 」と い
う。 ）は、 次に 掲げ る事 項を 記載し た申 請書 を協 会に 提出し なけ れば
な らな い。
一 被保 険者 証の記 号及 び番 号
二 ～六 （ 略）
２～ ６ （略 ）

（ 高額 療養 費の 支給の 申請 ）
第 九十九 条 法第 八十 三条 の規定 によ り高 額療 養費 の支給 を受 けよ うと
す る者 は、次 に掲 げる 事項 を記 載した 申請 書を 協会 に提 出しな けれ ば
なら ない 。
一 被 保険 者証の 記号 及び 番号
二 ～五 （ 略）
２ ・３ （略 ）

を 証す る書類 を添 付し て、 協会 に提出 しな けれ ばな らな い。
一 被 保険 者証 の記号 及び 番号
二～ 四 （略）
２～６ （ 略）
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２～４

（ 休業手 当金 の支 給の 申請）
第百 十三 条 法第八 十五 条第 一項 の休 業手当 金の 支給 を受 けよ うとす る
者は、 次に 掲げ る事 項を 記載し た申 請書 を協 会に 提出し なけ れば なら
な い。
一 被保 険者証 の記 号及 び番 号
二 ～九 （略 ）
２・ ３ （略 ）

２～ ４

（略 ）

（ 休業 手当 金の 支給 の申 請）
第 百十 三条 法第 八十 五条 第一 項の休 業手 当金 の支 給を 受け ようと する
者 は、 次に 掲げる 事項 を記 載し た申請 書を 協会 に提 出し なけれ ばな ら
ない 。
一 被保 険者証 の記 号及 び番 号又 は個人番号
二～九 （ 略）
２ ・３ （ 略）

九 （ 略）
２・ ３ （略 ）

（ 略）

（ 障害 年金 又は 障害 手当金 の支 給の 申請 ）
第百 十五 条 障害 年金 又は 障害手 当金 の支 給を 受け よう とする 者は 、次
に掲 げる 事項 を記 載した 申請 書を 協会 に提 出しな けれ ばな らな い。
一 被保 険者証 の記 号及 び番 号又 は個人番号
二 ～七 （ 略）
八 同 一の 事由 によ り厚 生年金 保険 の障 害厚 生年 金等が 支給 され る場
合に あっ ては 、年 金の 種類、 支給 額、 年金 が支 給さ れる ことと なっ
た年 月日 、個 人番 号又 は基礎 年金 番号 及び その 年金 証書の 年金 コー
ド
九 （略）
２ ・３ （ 略）

（障 害不 該当 の届出 ）
第百 十七条 障 害年 金の 支給 を受け る者 は、 別表 第一 に定め る一 級か ら
七 級ま での 障害 の状態 に該 当し なく なっ たと きは、 十日 以内 に、 次に
掲 げる 事項 を記載 した 届書 を協 会に 提出 しな ければ なら ない 。
一 （ 略）
二 基礎 年金 番号
三～ 五 （略）
（障害 差額 一時 金の 申請 ）

（障 害年 金又は 障害 手当 金の 支給 の申請 ）
第百十 五条 障 害年 金又 は障害 手当 金の 支給 を受 けよう とす る者 は、 次
に 掲げ る事 項を記 載し た申 請書 を協 会に 提出 しなけ れば なら ない 。
一 被保 険者証 の記 号及 び番 号
二 ～七 （略 ）
八 同一 の事 由に より厚 生年 金保 険の 障害 厚生年 金等 が支 給さ れる 場
合に あって は、 年金 の種 類、 支給額 、年 金が 支給 され ること とな っ
た 年月 日、 基礎 年金 番号及 びそ の年 金証 書の年 金コ ード

（ 障害 不該 当の 届出 ）
第百 十七 条 障害 年金 の支 給を受 ける 者は 、別 表第 一に 定め る一級 から
七級 まで の障 害の 状態 に該当 しな くな った とき は、十 日以 内に 、次 に
掲げ る事 項を 記載し た届 書を 協会 に提 出しな けれ ばな らな い。
一 （ 略）
二 個 人番 号又 は基 礎年 金番号
三 ～五 （ 略）
（ 障害 差額 一時金 の申 請）
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（ 氏名 変更 の届 出）
第 百十九 条 障害 年金 の支 給を受 ける 者は 、そ の氏 名を 変更 したと きは
、 十日以 内に 、次 に掲 げる 事項を 記載 した 届書 を、 協会に 提出 しな け
れば なら ない 。
一 （略）
二 個 人番 号又 は基 礎年 金番号
三 ・四 （ 略）
（略 ）

２

２

２

第百 十八 条 法第 九十一 条の 規定 によ る障 害差 額一時 金の 支給 を受 けよ
うと する 者は 、次 に掲 げる事 項を 記載 した 申請 書を協 会に 提出 しな け
れば なら ない。
一 （ 略）
二 基 礎年 金番号
三 ・四 （ 略）
（略 ）

２

（ 住所 変更 の届 出）
第 百二 十条 障害 年金 の支 給を 受ける 者は 、そ の住 所を 変更し たと きは
、 十日 以内 に、次 に掲 げる 事項 を記 載した 届書 を、 協会 に提 出しな け
れば なら ない 。
一 （略 ）
二 基 礎年 金番 号
三 （ 略）

第百十 八条 法 第九 十一 条の規 定に よる 障害 差額 一時金 の支 給を 受け よ
う とす る者 は、 次に 掲げ る事項 を記 載し た申 請書 を協 会に提 出し なけ
れ ばな らな い。
一 （ 略）
二 個人 番号 又は 基礎年 金番 号
三・ 四 （略）
（ 略）

（ 住所変 更の 届出 ）
第百 二十 条 障害年 金の 支給 を受 ける 者は、 その 住所 を変 更し たとき は
、十 日以内 に、 次に 掲げ る事 項を記 載し た届 書を 、協 会に 提出し なけ
れ ばな らな い。
一 （ 略）
二 個 人番号 又は 基礎 年金 番号
三 （略 ）

（ 払渡 希望 金融機 関の 変更 の届 出）
第百 二十 一条 障 害年金 の支 給を 受け る者 は、 払渡希 望金 融機 関を 変更
しよ うと する とき は、 次に掲 げる 事項 を記 載し た届書 を、 協会 に提 出
しな けれ ばなら ない 。
一 （ 略）
二 基 礎年 金番号

（氏 名変 更の 届出 ）
第百 十九 条 障 害年 金の 支給 を受 ける者 は、 その 氏名 を変更 した とき は
、 十日 以内 に、 次に 掲げる 事項 を記 載し た届 書を、 協会 に提 出し なけ
れ ばな らな い。
一 （ 略）
二 基礎 年金 番号
三・ 四 （略 ）
（ 略）

（払 渡希 望金 融機関 の変 更の 届出 ）
第百二 十一 条 障害 年金 の支給 を受 ける 者は 、払 渡希望 金融 機関 を変 更
し よう とす ると きは 、次 に掲げ る事 項を 記載 した 届書 を、協 会に 提出
し なけ れば なら ない。
一 （ 略）
二 個人 番号 又は 基礎年 金番 号
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（ 証書 再交 付の 申請 ）
第百 二十 二条 （ 略）
２ 障害 年金 の支 給を 受ける 者は 、前 項の 申請 をしよ うと する とき は、
次に 掲げ る事項 を記 載し た再 交付 の申請 書を 、協 会に 提出 しなけ れば
ならな い。
一 （ 略）
二 個 人番 号又 は基礎 年金 番号
三 ・四 （略 ）
３・ ４ （略 ）

２

３

（証 書再 交付 の申請 ）
第百二 十二 条 （略 ）
２ 障 害年 金の 支給を 受け る者 は、 前項 の申請 をし よう とす るとき は、
次 に掲 げる 事項を 記載 した 再交 付の 申請 書を、 協会 に提 出し なけ れば
な らな い。
一 （略 ）
二 基礎 年金番 号
三 ・四 （ 略）
３ ・４ （略 ）

２

三 ・四 （略 ）
（略 ）

（死 亡の 届出）
第 百二 十三 条 障害 年金の 支給 を受 ける 者が 死亡し たと きは 、戸 籍法 （
昭 和二 十二 年法 律第 二百 二十四 号） の規 定に よる 届出義 務者 は、 遅滞
な く、 次に 掲げる 事項 を記 載し た届 書を、 協会 に提 出し なけ ればな ら
な い。
一・ 二 （略 ）
三 障害年 金の 支給 を受 ける 者の個 人番 号又 は基 礎年 金番 号
四 ・五 （ 略）
２ 前項 の届 書に は、 次に 掲げる 書類 を添 えな けれ ばな らな い。
一 （ 略）
二 障害 年金 の支 給を 受ける 者の 死亡 を証 する書 類（ 協会 が機 構保 存
本人 確認 情報の 提供 を受 ける こと ができ ると きは 、こ の限 りでな い
。）
（ 略）

三・四 （ 略）
（ 略）

３

（未 支給 の保険 給付 の請 求）
第百二 十四 条 障害 年金の 受給 権者 が死 亡し た場合 （次 項に 規定 する 場
合 を除 く。 ）にお いて 、法 第三 十八 条の 規定 による 未支 給の 保険 給付

一
二

（略 ）

（ 死亡 の届 出）
第百 二十 三条 障害 年金 の支 給を 受け る者 が死 亡した とき は、 戸籍 法（
昭和 二十 二年 法律 第二百 二十 四号 ）の 規定 による 届出 義務 者は 、遅 滞
なく 、次に 掲げ る事 項を 記載 した届 書を 、協 会に 提出 しなけ れば なら
な い。
一 ・二 （ 略）
三 障 害年 金の支 給を 受け る者 の基 礎年金 番号
四・ 五 （略 ）
２ 前項 の届 書には 、次 に掲 げる 書類を 添え なけ れば なら ない。
（ 略）
障 害年 金の支 給を 受け る者 の死 亡を 証す る書類

（ 未支 給の 保険 給付の 請求 ）
第百 二十 四条 障 害年 金の 受給権 者が 死亡 した 場合 （次 項に規 定す る場
合を 除く 。） にお いて、 法第 三十 八条 の規 定によ る未 支給 の保 険給 付
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２

（行方 不明 手当 金の 支給 の申請 ）
第 百二 十六 条 行 方不 明手 当金 の支 給を受 けよ うと する 者は 、次に 掲げ
る 事項 を記 載し た申請 書を 、協 会に 提出 しなけ れば なら ない 。
一 （略 ）
二 行方不明となった者の被保険者証の記号及び番号又は個人番号、
氏名 、生年 月日 並び に住 所
三 ～七 （ 略）
（ 略）

の支給 を受 けよ うと する 者は、 次に 掲げ る事 項を 記載 した 申請書 を、
協 会に 提出 しな けれ ばな らない 。
一 ・二 （ 略）
三 受 給権者 の個 人番 号又 は基 礎年金 番号
四～ 七 （略 ）
２～ ４ （略）

（遺 族年金 の申 請）
第 百二 十九 条 遺族 年金の 支給 を受 けよ うとす る者 （次 条第 一項 又は第
百 三十 一条 第一項 の規 定に 該当 する 者を 除く 。）は 、次 に掲 げる 事項
を 記載 した 申請書 を、 協会 に提 出し なけれ ばな らな い。
一 （略 ）
二 国民 年金 法施行 規則 （昭 和三 十五年 厚生 省令 第十 二号 ）第一 条各
号に規 定す る者 のい ずれ かに該 当す るも のに あっ ては、 基礎 年金 番
号
三 被 保険 者又は 被保 険者 であ った 者の 氏名、 生年 月日 、住 所、 死亡
の 年月 日並 びに 被保 険者証 の記 号及 び番 号
四～ 十一 （ 略）
２ （略）
３ 第 一項 の申 請書 には、 次に 掲げ る書 類を 添えな けれ ばな らな い。
（ 略）
被 保険 者又は 被保 険者 であ った 者の死 亡を 証す る書 類

２

の 支給 を受け よう とす る者 は、 次に掲 げる 事項 を記 載し た申請 書を 、
協会 に提 出し なけ れば ならな い。
一・ 二 （略）
三 受 給権 者の 基礎 年金番 号
四 ～七 （ 略）
２～ ４ （略 ）

一
二

（ 行方 不明手 当金 の支 給の 申請 ）
第百 二十 六条 行方 不明 手当 金の 支給 を受 けよう とす る者 は、 次に 掲げ
る事 項を 記載し た申 請書 を、 協会 に提出 しな けれ ばな らない 。
一 （ 略）
二 行 方不 明と なっ た者の 被保 険者 証の 記号 及び番 号、 氏名 、生 年月
日並 びに 住所
三 ～七 （略 ）
（略 ）

（ 遺族 年金 の申請 ）
第百 二十 九条 遺 族年 金の 支給を 受け よう とす る者 （次条 第一 項又 は第
百三 十一 条第 一項の 規定 に該 当す る者 を除く 。） は、 次に 掲げ る事項
を記 載した 申請 書を 、協 会に 提出し なけ れば なら ない 。
一 （ 略）
二 国 民年 金法 施行 規則（ 昭和 三十 五年 厚生 省令第 十二 号） 第一 条各
号に 規定 する 者の いず れかに 該当 する もの にあ って は、 個人番 号又
は基 礎年 金番 号
三 被保 険者又 は被 保険 者で あっ た者の 氏名 、生 年月 日、 住所、 死亡
の 年月 日並 びに 被保 険者証 の記 号及 び番 号又 は個人番号
四 ～十 一 （略 ）
２ （略 ）
３ 第一 項の 申請 書に は、 次に掲 げる 書類 を添 えな ければ なら ない 。
（略 ）
被保険 者又 は被 保険 者で あった 者の 死亡 を証 する 書類 （協会 が機
一
二
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三～ 八 （略）
４ 被 保険 者又 は被 保険者 であ った 者が 年金 たる保 険給 付を 受け る権 利
を 有す る者 である とき は、 第一 項の 申請 書に 次に掲 げる 事項 を記 載し
た 書類 を添 えなけ れば なら ない 。
一 当該 被保 険者 又は 被保 険者で あっ た者 の基 礎年 金番号
二・ 三（略 ）
（ 略）
５

構保存 本人 確認 情報 の提 供を受 ける こと がで きる ときは 、こ の限 り
で ない 。）
三 ～八 （ 略）
４ 被保 険者 又は 被保 険者 であっ た者 が年 金た る保 険給 付を受 ける 権利
を有 する 者で ある ときは 、第 一項 の申 請書 に次に 掲げ る事 項を 記載 し
た書 類を 添えな けれ ばな らな い。
一 当 該被 保険 者又 は被 保険者 であ った 者の 個人 番号 又は 基礎年 金番
号
二 ・三 （略 ）
（略 ）
５

２

（ 胎児 の出 生によ る決 定の 申請 の特 例）
第百 三十 条 被保 険者 又は被 保険 者で あっ た者 の死亡 の当 時胎 児で あっ
た 子は、 当該 被保 険者 又は 被保険 者で あっ た者 の死亡 に係 る遺 族年 金
を受 ける こと ができ るそ の他 の遺 族が 既に遺 族年 金の 支給 の決 定を受
けた後 に遺 族年 金の 支給 を受け よう とす ると きは 、次に 掲げ る事 項を
記 載し た申 請書 を協会 に提 出し なけ れば なら ない。
一 死 亡し た被保 険者 又は 被保 険者 であ った者 の氏 名及 び生 年月 日並
びに被 保険 者証 の記 号及 び番号
二～ 四 （略 ）
（略 ）

２

（後順 位者 の申 請手 続）
第 百三 十一 条 法 第九 十九 条の 規定 により 遺族 年金 の支 給を 受ける べき
後 順位 者が 第百二 十九 条第 一項 の決 定を 受けよ うと する とき は、 次に
掲 げる 事項を 記載 した 申請 書を協 会に 提出 しな けれ ばなら ない 。
一 （略 ）
二 国民年 金法 施行 規則 第一 条各号 に規 定す る者 のい ずれか に該 当す
る もの にあ って は、 基礎年 金番 号
三 ・四 （ 略）
五 権 利を 失った 者の 基礎 年金 番号 及び遺 族年 金の 年金 証書 の年金 コ

（胎 児の 出生 によ る決定 の申 請の 特例 ）
第百 三十条 被 保険 者又 は被 保険者 であ った 者の 死亡 の当時 胎児 であ っ
た 子は 、当 該被 保険 者又 は被保 険者 であ った 者の 死亡 に係 る遺族 年金
を 受け るこ とが でき るその 他の 遺族 が既 に遺 族年金 の支 給の 決定 を受
け た後 に遺 族年金 の支 給を 受け よう とする とき は、 次に 掲げる 事項 を
記載 した 申請 書を 協会 に提出 しな けれ ばな らな い。
一 死亡 した被 保険 者又 は被 保険 者であ った 者の 氏名 及び 生年月 日並
びに被 保険 者証 の記 号及 び番号 又は 個人番号
二 ～四 （ 略）
（略 ）
（ 後順 位者の 申請 手続 ）
第百 三十 一条 法 第九 十九条 の規 定に より 遺族年 金の 支給 を受 ける べき
後順 位者 が第百 二十 九条 第一 項の 決定を 受け よう とす ると きは、 次に
掲 げる 事項 を記 載し た申 請書を 協会 に提 出し なけ れば なら ない。
一 （ 略）
二 国 民年 金法 施行規 則第 一条 各号 に規定 する 者の いず れか に該当 す
るも のに あっ ては 、個 人番号 又は 基礎 年金 番号
三・ 四 （略 ）
五 権利を 失っ た者 の個 人番 号又は 基礎 年金 番号 及び 遺族 年金の 年金
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ード
六～ 十 （略 ）
２ 前項 の申請 書に は、 次に 掲げ る書類 を添 えな けれ ばな らない 。
一 遺 族年 金の 支給 を受け てい た者 が死 亡し た場合 にお いて は、 その
死 亡を 証す る書類

６

二 ～七 （略 ）
３・ ４ （略 ）
５ 前項の 規定 によ り第 百二 十九条 第一 項の 決定 を受 けよう とす る者 は
、 その 申請 書に 第一項 第五 号及 び第 七号 に掲 げる事 項を 付記 し、 第二
項 第一 号又 は第二 号に 掲げ る書 類を 添え なけ ればな らな い。

６

２

（略）

（ 支給 停止 の申請 手続 ）
第百 三十 三条 法 第百 条第一 項の 規定 によ る申 請をし よう とす る者 は、
次に 掲げ る事項 を記 載し た申 請書 を協会 に提 出し なけ れば ならな い。
一～三 （ 略）
四 遺 族年 金を 受け る権 利を有 する 者で 所在 不明 となっ てい る者 の個
人 番号又 は基 礎年 金番 号及 び年金 証書 の年 金コ ード
五 ・六 （略 ）
（略 ）

証書の 年金 コー ド
六 ～十 （ 略）
２ 前項 の申 請書 には 、次 に掲げ る書 類を 添え なけ れば なら ない。
一 遺 族年金 の支 給を 受け てい た者が 死亡 した 場合 にお いては 、そ の
死亡 を証 する 書類 （協会 が機 構保 存本 人確 認情報 の提 供を 受け るこ
とが でき るとき は、 この 限り でない 。）
二 ～七 （ 略）
３ ・４ （略 ）
５ 前項 の規 定に より 第百 二十九 条第 一項 の決 定を 受け よう とする 者は
、 その申 請書 に第 一項 第五号 及び 第七 号に 掲げ る事項 を付 記し 、第 二
項第 一号 又は 第二号 に掲 げる 書類 を添 えなけ れば なら ない 。た だし、
第二項 第一 号に つい て、 協会が 機構 保存 本人 確認 情報 の提 供を受 ける
こ とが でき ると きは 、こ の限り でな い。
（略 ）

２

（ 支給 停止 の解除 の申 請）
第百 三十 四条 法第 百条 第二 項の 規定 によ り遺 族年金 の支 給の 停止 の解
除の 申請 をし よう とする 者は 、次 に掲 げる 事項を 記載 した 申請 書を 協
会に 提出し なけ れば なら ない 。
一 （ 略）
二 基 礎年 金番号
三 ・四 （ 略）

（支給 停止 の申 請手 続）
第 百三 十三 条 法第百 条第 一項 の規 定に よる申 請を しよ うと する 者は、
次 に掲 げる 事項を 記載 した 申請 書を 協会 に提出 しな けれ ばな らな い。
一 ～三 （略 ）
四 遺族 年金 を受 ける権 利を 有す る者 で所 在不明 とな って いる 者の 基
礎年 金番 号及び 年金 証書 の年 金コ ード
五 ・六 （ 略）
（ 略）

（支 給停 止の解 除の 申請 ）
第 百三 十四 条 法第 百条第 二項 の規 定に より 遺族年 金の 支給 の停 止の 解
除 の申 請を しよ うと する 者は、 次に 掲げ る事 項を 記載し た申 請書 を協
会 に提 出し なけ ればな らな い。
一 （略 ）
二 個人 番号 又は基 礎年 金番 号
三・ 四 （ 略）
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２ 前 項の 申請 書に は、 次に掲 げる 書類 を添 付し なけれ ばな らな い。
一 提 出日 前一 月以 内に 作成さ れた 受給 権者 の生 存に 関する 市町 村長
の 証明書 又は 戸籍 の抄 本（ 協会が 機構 保存 本人 確認 情報 の提供 を受
ける こと がで きる とき は、こ の限 りで ない 。）
二～ 五 （略 ）
（ 略）

２ 前項 の申 請書 には、 次に 掲げ る書 類を 添付 しなけ れば なら ない 。
一 提出 日前 一月 以内 に作成 され た受 給権 者の 生存に 関す る市 町村 長
の証 明書 又は戸 籍の 抄本
二 ～五

（ 失権 の届 出）
第百 三十 五条 遺族 年金 の支 給を 受け てい る者 は、法 第九 十九 条第 一項
第二 号か ら第 四号 まで及 び第 六号 に該 当し たとき は、 次に 掲げ る事 項
を記 載し た届書 を協 会に 提出 しな ければ なら ない 。
一 （ 略）
二 基 礎年 金番号
三 ・四 （ 略）
（略 ）
２

（失 権の 届出）
第百三 十五 条 遺族 年金 の支給 を受 けて いる 者は 、法第 九十 九条 第一 項
第 二号 から 第四 号ま で及 び第六 号に 該当 した とき は、次 に掲 げる 事項
を 記載 した 届書 を協会 に提 出し なけ れば ならな い。
一 （略 ）
二 個人 番号 又は 基礎年 金番 号
三・ 四 （ 略）
（ 略）
２

（死 亡の 届出 ）
第百 三十六 条 遺族 年金 の支 給を受 けて いた 者が 死亡 したと きは 、そ の
遺 族は 、遅 滞な く、 次に掲 げる 事項 を記 載し た届書 を協 会に 提出 しな
け れば なら ない。
一 （ 略）
二 遺族 年金 の支 給を 受けて いた 者の 氏名 及び 生年月 日並 びに 基礎 年
金番 号並 びに遺 族年 金の 年金 証書 の年金 コー ド
三 （ 略）
２ 前 項の 届書に は、 次に 掲げ る書 類を添 えな けれ ばな らな い。
遺 族年 金の支 給を 受け てい た者 の死 亡を証 する 書類
一

二

（胎児 出生 の届 出）
第 百三 十七 条 遺 族年 金の 支給 を受 ける者 は、 法第 三十 五条 第二項 の規

（略）

（ 死亡 の届 出）
第百 三十 六条 遺 族年 金の 支給を 受け てい た者 が死 亡し たと きは、 その
遺 族は、 遅滞 なく 、次 に掲 げる事 項を 記載 した 届書 を協会 に提 出し な
けれ ばな らな い。
一 （略）
二 遺 族年 金の 支給 を受 けてい た者 の氏 名及 び生 年月 日並び に個 人番
号 又は基 礎年 金番 号並 びに 遺族年 金の 年金 証書 の年 金コ ード
三 （ 略）
２ 前項 の届 書に は、 次に掲 げる 書類 を添 えなけ れば なら ない 。
一 遺族 年金の 支給 を受 けて いた 者の死 亡を 証す る書 類（ 協会が 機構
保 存本 人確 認情 報の 提供を 受け るこ とが でき るとき は、 この 限り で
な い。 ）
二 （ 略）
（ 胎児 出生の 届出 ）
第百 三十 七条 遺 族年金 の支 給を 受け る者 は、法 第三 十五 条第 二項 の規
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（ 遺族 一時金 の申 請）
第百 三十 九条 法 第百 一条の 規定 によ る遺 族一時 金の 支給 を受 けよ うと
する 者は 、次に 掲げ る事 項を 記載 した申 請書 を協 会に 提出 しなけ れば
な らな い。
一 （ 略）
二 死 亡し た被 保険者 又は 被保 険者 であっ た者 の氏 名、 生年 月日及 び
死亡 の年 月日 並び に被 保険者 証の 記号 及び 番号 又は 個人番 号
三～ 八 （略 ）
前項の 申請 書に は、 次に 掲げる 書類 を添 えな けれ ばなら ない 。

（遺 族年金 の額 の変 更の 届出 ）
第 百三 十八 条 別表第 一に 定め る一 級か ら五級 まで の障 害の 状態 にある
た め法 第九 十八 条第 一項第 一号 の規 定に よる 遺族年 金を 受け る五 十五
歳 未満 の妻 は、そ の遺 族年 金を 受け る程度 の障 害の 状態 に該当 しな く
なっ た場 合に は、 十日 以内に 、次 に掲 げる 事項 を記載 した 届書 を協 会
に提 出し なけれ ばな らな い。
一 （ 略）
二 個 人番 号又 は基 礎年 金番号
三 ・四 （略 ）

定によ る被 保険 者又 は被 保険者 であ った 者の 死亡 の当 時胎 児であ った
子 が出 生し たと きは 、十 日以内 に、 次に 掲げ る事 項を 記載し た届 書を
協 会に 提出 しな ければ なら ない 。
一 （ 略）
二 個人 番号 又は 基礎年 金番 号
三～ 五 （略）
２ 前 項の 届書 には 前項第 五号 に掲 げる 子の 戸籍の 抄本 （協 会が 機構 保
存 本人 確認 情報 の提 供を 受ける こと がで きる とき は、こ の限 りで ない
。 ）及 び遺 族年金 の年 金証 書並 びに その者 が別 表第 一に 定め る一級 か
ら 五級ま での 障害 の状 態にあ ると きは 、そ の障 害に関 する 医師 の診 断
書を 添え なけ ればな らな い。

２

（ 遺族 年金 の額の 変更 の届 出）
第百 三十 八条 別表 第一 に定 める 一級 から 五級 までの 障害 の状 態に ある
ため 法第 九十 八条第 一項 第一 号の 規定 による 遺族 年金 を受 ける 五十五
歳未満 の妻 は、 その 遺族 年金を 受け る程 度の 障害 の状態 に該 当し なく
な った 場合 には 、十日 以内 に、 次に 掲げ る事 項を記 載し た届 書を 協会
に 提出 しな ければ なら ない 。
一 （ 略）
二 基礎 年金 番号
三・ 四（ 略）

定 によ る被保 険者 又は 被保 険者 であっ た者 の死 亡の 当時 胎児で あっ た
子が 出生 した とき は、 十日以 内に 、次 に掲 げる 事項を 記載 した 届書 を
協会 に提 出しな けれ ばな らな い。
一 （ 略）
二 基 礎年 金番号
三 ～五 （ 略）
２ 前項 の届 書には 前項 第五 号に 掲げ る子 の戸 籍の抄 本及 び遺 族年 金の
年金 証書 並び にその 者が 別表 第一 に定 める一 級か ら五 級ま での 障害の
状態 にある とき は、 その 障害 に関す る医 師の 診断 書を 添えな けれ ばな
ら ない 。

（遺族 一時 金の 申請 ）
第 百三 十九 条 法 第百 一条 の規 定に よる遺 族一 時金 の支 給を 受けよ うと
す る者 は、 次に掲 げる 事項 を記 載し た申 請書を 協会 に提 出し なけ れば
な らな い。
一 （略 ）
二 死亡し た被 保険 者又 は被 保険者 であ った 者の 氏名 、生年 月日 及び
死 亡の 年月 日並 びに 被保険 者証 の記 号及 び番 号
三 ～八 （ 略）
前項 の申 請書 には、 次に 掲げ る書 類を 添え なけれ ばな らな い。

２

- 40 -

一

被 保険者 又は 被保 険者 であ った者 の死 亡を 証す る書 類

二～四 （ 略）
（ 略）

３

一 被 保険 者又 は被 保険 者であ った 者の 死亡 を証 する 書類 （協会 が機
構 保存 本人 確認 情報の 提供 を受 ける ことが でき ると きは 、こ の限り
で ない。 ）
二 ～四 （略 ）
（略 ）

３

（ 遺族 年金 差額一 時金 の申 請）
第百 四十 条 法第百 二条 の規 定に よる 遺族 年金 差額一 時金 の支 給を 受け
よう とす る者 は、 次に掲 げる 事項 を記 載し た申請 書を 協会 に提 出し な
けれ ばな らない 。
一 ～五 （ 略）
六 遺 族年 金の支 給を 受け てい た者 の基 礎年 金番号 及び 遺族 年金 証書
の年 金コ ード
七 ・八 （略 ）
２ 前項 の申 請書に は、 次に 掲げ る書 類を添 付し なけ れば なら ない。
一 遺 族年 金の 支給 を受 けてい た者 が死 亡し た場 合にお いて は、 その
死 亡を 証す る書 類

（ 障害 前払 一時 金の 申請）
第百 四十 四条 障 害前 払一 時金の 支給 を受 けよ うと する 者は、 次に 掲げ
る事 項を 記載 した 申請 書を協 会に 提出 しな ければ なら ない 。
一・ 二 （略）
三 前 条第 二項 ただ し書 の規定 に基 づき 障害 前払 一時 金の 支給を 受け
よ うと する 者にお いて は、 個人 番号 又は基 礎年 金番 号及 び障 害年金
の年 金証 書の 年金 コー ド

３

（遺族 前払 一時 金の 申請）
第 百四 十八 条 遺 族前 払一 時金 の支 給を受 けよ うと する 者は 、次に 掲げ

（障 害前 払一 時金の 申請 ）
第百四 十四 条 障害 前払 一時金 の支 給を 受け よう とする 者は 、次 に掲 げ
る 事項 を記 載した 申請 書を 協会 に提 出し なけ ればな らな い。
一 ・二 （ 略）
三 前 条第二 項た だし 書の 規定に 基づ き障 害前 払一 時金の 支給 を受 け
よう とす る者に おい ては 、基 礎年 金番 号及 び障害 年金 の年 金証 書の
年金 コード

３

二 ～四 （略 ）
（略 ）

（遺 族年 金差額 一時 金の 申請 ）
第百四 十条 法 第百 二条 の規定 によ る遺 族年 金差 額一時 金の 支給 を受 け
よ うと する 者は 、次 に掲 げる事 項を 記載 した 申請 書を協 会に 提出 しな
け れば なら ない 。
一 ～五 （略 ）
六 遺族 年金 の支 給を受 けて いた 者の 個人 番号又 は基 礎年 金番 号及び
遺族 年金証 書の 年金 コー ド
七 ・八 （ 略）
２ 前 項の申 請書 には 、次 に掲 げる書 類を 添付 しな けれ ばな らない 。
一 遺 族年 金の支 給を 受け てい た者 が死亡 した 場合 にお いては 、そ の
死亡 を証 する 書類 （協 会が機 構保 存本 人確 認情 報の提 供を 受け るこ
とが でき るとき は、 この 限り でな い。）
二～四 （ 略）
（ 略）

（ 遺族 前払一 時金 の申 請）
第百 四十 八条 遺 族前払 一時 金の 支給 を受 けよう とす る者 は、 次に 掲げ

- 41 -

（ 産前 産後 休業 期間 中の 被保険 者に 係る 保険 料の 徴収 の特 例の申 出等
）
第百 六十 一条 の二 （ 略）
２ （略 ）
３ 前二 項の 規定に よる 申出 又は 届出 をしよ うと する 船舶 所有 者に使 用
され ている 被保 険者 が同 時に 厚生年 金保 険の 被保 険者 であ る場合 にあ
っ ては 、申 出書 又は 届書 に個人 番号 又は 基礎 年金 番号 を付記 しな けれ
ば なら ない 。

（育 児休 業期間 中の 被保 険者 に係 る保険 料の 徴収 の特 例の 申出等 ）
第百六 十一 条 （略 ）
２ （ 略）
３ 前二 項の 規定 によ る申 出又は 届出 をし よう とす る船 舶所 有者に 使用
さ れてい る被 保険 者が 同時 に厚生 年金 保険 の被 保険 者であ る場 合に あ
って は、 申出 書又 は届書 に個 人番 号又 は基 礎年金 番号 を付 記し なけれ
ばな らない 。

る事項 を記 載し た申 請書 を協会 に提 出し なけ れば なら ない 。
一 ～三 （ 略）
四 前 条第 二項 ただし 書の 規定 に基 づき 、遺族 前払 一時 金の 支給 を受
けよ うと する 者に おい ては、 個人 番号 又は 基礎 年金 番号 及び遺 族年
金の 年金 証書 の年 金コー ド

（還 付の請 求）
第 百六 十八 条 法第百 二十 八条 第一 項の 規定に より 前納 した 保険 料の還
付 を請 求し ようと する 者は 、次 に掲 げる 事項 を記載 した 還付 請求 書を
協 会に 提出し なけ れば なら ない 。
一 被 保険 者証 の記号 及び 番号
二～ 五 （略）
前 項の 場合 にお いて、 還付 を受 けよ うと する者 が疾 病任 意継 続被 保
険 者で あっ た者の 相続 人で ある とき は、 次に 掲げる 書類 を添 付し なけ

（ 産前産 後休 業期 間中 の被 保険者 に係 る保 険料 の徴 収の特 例の 申出 等
）
第百 六十一 条の 二 （略 ）
２ （ 略）
３ 前 二項の 規定 によ る申 出又 は届出 をし よう とす る船 舶所有 者に 使用
さ れて いる 被保険 者が 同時 に厚 生年 金保険 の被 保険 者で ある 場合に あ
って は、 申出 書又 は届 書に基 礎年 金番 号を 付記 しなけ れば なら ない 。

（ 育児 休業 期間中 の被 保険 者に 係る 保険 料の徴 収の 特例 の申 出等 ）
第百 六十 一条 （略 ）
２ （略 ）
３ 前二 項の規 定に よる 申出 又は 届出を しよ うと する 船舶所 有者 に使 用
さ れて いる 被保 険者 が同時 に厚 生年 金保 険の 被保険 者で ある 場合 にあ
っ ては 、申 出書又 は届 書に 基礎 年金 番号 を付 記しな けれ ばな らな い。

る 事項 を記載 した 申請 書を 協会 に提出 しな けれ ばな らな い。
一～ 三 （略 ）
四 前条 第二項 ただ し書 の規 定に 基づき 、遺 族前 払一 時金 の支給 を受
けよう とす る者 にお いては 、基 礎年 金番 号及 び遺族 年金 の年 金証 書
の 年金 コー ド

２

（ 還付 の請 求）
第百 六十 八条 法 第百 二十八 条第 一項 の規 定に より前 納し た保 険料 の還
付を 請求 しよ うとす る者 は、 次に 掲げ る事項 を記 載し た還 付請 求書を
協会に 提出 しな けれ ばな らない 。
一 被 保険 者証 の記 号及 び番号 又は個人番号
二 ～五 （ 略）
前項 の場 合に おい て、 還付を 受け よう とす る者 が疾 病任意 継続 被保
険者 であ った 者の 相続人 であ ると きは 、次 に掲げ る書 類を 添付 しな け
２
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ればな らな い。
一 疾 病任 意継 続被 保険 者であ った 者の 死亡 を明 らか にする こと がで
き る書類 （協 会が 機構 保存 本人確 認情 報の 提供 を受 ける ことが でき
ると きは 、こ の限 りで ない。 ）
二 （略 ）
（ 略）

れ ばな らない 。
一 疾病 任意 継続 被保 険者で あっ た者 の死 亡を 明らか にす るこ とが で
きる 書類
二
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○船員保険法施行規則（昭和十五年厚生省令第五号）（第五条関係）

現

行

（傍線の部分は改正部分）

（ 食事 療養 標準負 担額 の減 額に 関す る特 例）
第五 十条 （ 略）
２ （略 ）
３ 前項 の申 請書に は、 同項 第五 号に 掲げる 費用 の額 及び 食事 療養標 準
負担 額の減 額の 認定 に関 する 事実を 証す る書 類を 添付 しなけ れば なら
な い。

案

（食 事療 養標 準負 担額の 減額 に関 する 特例 ）
第五 十条 （略 ）
２ （ 略）
３ 前 項の申 請書 には 、同 項第 五号に 掲げ る費 用の 額及 び食 事療養 標準
負 担額 の減 額の認 定に 関す る事 実を 証する 書類 を添 付し なけ ればな ら
な い。た だし 、協 会が 番号利 用法 第二 十二 条第 一項の 規定 によ り当 該
書類 と同 一の 内容を 含む 特定 個人 情報 （番号 利用 法第 二条 第八 項に規
定する 特定 個人 情報 をい う。以 下同 じ。 ）の 提供 を受 ける ことが でき
る とき は、 この 限り でな い。

（生 活療 養標 準負担 額の 減額 に関 する 特例）
第五十 三条 （ 略）
２ （ 略）
３ 前項 の申 請書 には 、同 項第五 号に 掲げ る費 用の 額及び 生活 療養 標準
負 担額 の減額 の認 定に 関す る事 実を証 する 書類 を添 付し なけれ ばな ら
ない 。

正

（ 生活 療養 標準 負担 額の減 額に 関す る特 例）
第五 十三 条 （略 ）
２ （略 ）
３ 前項 の申請 書に は、 同項 第五 号に掲 げる 費用 の額 及び 生活療 養標 準
負担額 の減 額の 認定 に関 する事 実を 証す る書 類を 添付 しな ければ なら
な い。 ただ し、 協会 が番 号利用 法第 二十 二条 第一 項の規 定に より 当該
書 類と 同一 の内 容を含 む特 定個 人情 報の 提供を 受け るこ とが でき ると
き は、こ の限 りで ない 。

（ 船員 法に よる療 養補 償と の調 整の 申請 ）
第 六十四 条 （略 ）
２ 前項 の申 請書に は、 同項 第五 号及 び第 六号 に掲げ る額 に関 する 証拠
書類 並び に療 養補 償証明 書を 添付 しな けれ ばなら ない 。

改

（船 員法 によ る療 養補 償との 調整 の申 請）
第六 十四 条 （ 略）
２ 前 項の 申請 書に は、同 項第 五号 及び 第六 号に掲 げる 額に 関す る証 拠
書 類（ 協会 が番 号利 用法 第二十 二条 の規 定に より 当該書 類と 同一 の内
容 を含 む特 定個 人情報 の提 供を 受け ること がで きる とき は、 この限 り
で ない。 ）並 びに 療養 補償 証明書 を添 付し なけ れば ならな い。
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一～ 三 （略 ）
６・ ７ （ 略）

（ 傷病 手当金 の支 給の 申請 ）
第六 十九 条 （略）
２～ ４ （略）
５ 第 一項 の申 請書 には、 次の 各号 に掲 げる 者の区 分に 応じ 、当 該各 号
に 定め る書 類を添 付し なけ れば なら ない 。

（傷病 手当 金の 支給 の申 請）
第 六十 九条 （ 略）
２ ～４ （略 ）
５ 第一 項の 申請 書に は、 次の各 号に 掲げ る者 の区 分に 応じ、 当該 各号
に定 める 書類 を添 付しな けれ ばな らな い。 ただし 、協 会が 番号 利用 法
第二 十二 条第一 項の 規定 によ り当該 書類 と同 一の 内容 を含 む特定 個人
情 報の 提供 を受 ける こと ができ ると きは 、こ の限 りで ない 。
一 ～三 （ 略）
６・ ７ （略 ）

３・ ４

（ 特定 疾病給 付対 象療 養に 係る認 定）
第八 十七 条 （略）
２ 認定を 受け よう とす る者 は、令 第九 条第 一項 第三 号又は 第三 項第 三
号 若し くは 第四 号の いずれ かに 該当 する とき は、前 項の 申出 の際 にそ
の 旨を 証す る書類 を提 出し なけ れば なら ない 。

（略 ）

（ 出産 育児 一時 金の 支給の 申請 ）
第 七十 三条 （略 ）
２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 （略 ）
二 同一 の出 産につ いて 出産 育児 一時 金（法 、船 員保 険法 （昭 和十四
年法律 第七 十三 号） 、国 民健康 保険 法（ 昭和 三十 三年法 律第 百九 十
二 号） 、国 家公 務員共 済組 合法 （昭 和三 十三年 法律 第百 二十 八号 ）
、 地方公 務員 等共 済組 合法 （昭和 三十 七年 法律 第百 五十二 号） 及び
私立 学校 教職 員共 済法（ 昭和 二十 八年 法律 第二百 四十 五号 ）の 規定
によ るこ れに相 当す る給 付を 含む 。） の支 給を別 途申 請し てい ない
こと を示 す書類

（ 出産育 児一 時金 の支 給の 申請）
第七 十三 条 （略 ）
２ 前項の 申請 書に は、 次に 掲げる 書類 を添 付し なけ ればな らな い。
一 （ 略）
二 同 一の 出産 につ いて、 法第 百一 条の 規定 による 出産 育児 一時 金（
法、 船員 保険 法（ 昭和 十四年 法律 第七 十三 号） 、国 民健 康保険 法（
昭和 三十 三年 法律 第百 九十二 号） 、国 家公 務員 共済組 合法 （昭 和三
十三 年法 律第百 二十 八号 ）、 地方 公務員 等共 済組 合法 （昭 和三十 七
年法律 第百 五十 二号 ）及 び私立 学校 教職 員共 済法 （昭和 二十 八年 法
律 第二 百四 十五号 ）の 規定 によ るこ れに相 当す る給 付を 含む 。）の
支 給を別 途申 請し てい ない ことを 示す 書類 （協 会が 番号 利用法 第二
十二 条第 一項 の規 定に より当 該書 類と 同一 の内 容を 含む特 定個 人情
報の 提供 を受 ける ことが でき ると きは 、こ の限り でな い。 ）
３・ ４ （ 略）
（ 特定 疾病 給付 対象 療養 に係る 認定 ）
第 八十 七条 （略 ）
２ 認定 を受 けよ うと する 者は、 令第 九条 第一 項第 三号 又は 第三項 第三
号 若しく は第 四号 のい ずれ かに該 当す ると きは 、前 項の申 出の 際に そ
の旨 を証 する 書類を 提出 しな けれ ばな らない 。た だし 、協 会が 番号利
用法 第二十 二条 第一 項の 規定 により 当該 書類 と同 一の 内容 を含む 特定
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個人情 報の 提供 を受 ける ことが でき ると きは 、こ の限 りで ない。
３ ～７ （ 略）
（ 高額 療養 費の 支給 の申請 ）
第九 十九 条 （略 ）
２ （略 ）
３ 高額 療養費 に係 る療 養が 令第 九条第 一項 第三 号又 は第 三項第 三号 若
しくは 第四 号の いず れか に該当 する とき は、 被保 険者 は、 第一項 の申
請 書に その 旨を 証す る書 類を添 付し なけ れば なら ない。 ただ し、 協会
が 番号 利用 法第 二十二 条第 一項 の規 定に より当 該書 類と 同一 の内 容を
含 む特定 個人 情報 の提 供を 受ける こと がで きる とき は、こ の限 りで な
い。
（高 額介 護合算 療養 費の 支給 の申 請等）
第 百八 条 （略 ）
２ （ 略）
３ 申請 者が 、令 第十 二条 第一項 第三 号又 は第 二項 第三 号若 しくは 第四
号 のいず れか に該 当す ると きは、 当該 申請 者は 、第 一項の 申請 書に そ
の旨 を証 する 書類を 添付 しな けれ ばな らない 。た だし 、協 会が 番号利
用法 第二十 二条 第一 項の 規定 により 当該 書類 と同 一の 内容 を含む 特定
個 人情 報の 提供 を受 ける ことが でき ると きは 、こ の限 りでな い。
４ （略 ）
一 ～三 （略 ）
５～ ６ （略 ）
（氏名変更の届出）
第百十九条 （略）
２ 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし
、協会 が番 号利 用法 第二 十二条 第一 項の 規定 によ り当該 書類 と同 一の
内容 を含 む特 定個人 情報 の提 供を 受ける こと がで きる とき は、こ の限
りでな い。

３～ ７

（略 ）

（高 額療 養費 の支給 の申 請）
第九十 九条 （ 略）
２ （ 略）
３ 高額 療養 費に 係る 療養 が令第 九条 第一 項第 三号 又は第 三項 第三 号若
し くは 第四号 のい ずれ かに 該当 すると きは 、被 保険 者は 、第一 項の 申
請書 にそ の旨 を証 する書 類を 添付 しな けれ ばなら ない 。

（ 高額 介護 合算療 養費 の支 給の 申請 等）
第百 八条 （ 略）
２ （略 ）
３ 申請者 が、 令第 十二 条第 一項第 三号 又は 第二 項第 三号若 しく は第 四
号 のい ずれ かに 該当 すると きは 、当 該申 請者 は、第 一項 の申 請書 にそ
の 旨を 証す る書類 を添 付し なけ れば なら ない 。

４ （略 ）
一～三 （ 略）
５ ～６ （ 略）

（氏名変更の届出）
第百十九条 （略）
２ 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
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一・二

（略）

一・二

（略）

（ 死亡 の届 出）
第百 二十 三条 （略 ）
２ 前項 の届 書には 、次 に掲 げる 書類 を添 えなけ れば なら ない 。
一 障害年 金の 年金 証書 （障 害年金 の年 金証 書を 添え ること がで きな
い とき は、 その 事由書 ）

３

４

３

二 （略 ）
（略 ）

（ 未支 給の 保険給 付の 請求 ）
第百 二十 四条 （ 略）
２ （略 ）
３ 前 二項 の申 請書 には 、次に 掲げ る書 類を 添え なけれ ばな らな い。
一 死 亡し た受 給権 者と の身分 関係 を明 らか にす るこ とがで きる 市町
村 長の証 明書 又は 戸籍 若し くは除 かれ た戸 籍の 謄本 若し くは抄 本（
協会 が番 号利 用法 第二 十二条 第一 項の 規定 によ り当 該書類 と同 一の
内容 を含 む特 定個 人情報 の提 供を 受け るこ とがで きる とき は、 この
限り でない 。）
二 死 亡し た受 給権 者の 死亡の 当時 その 者と 生計 を同 じく してい たこ
と を証 する書 類（ 協会 が番 号利 用法第 二十 二条 第一 項の 規定に より
当該 書類 と同 一の 内容 を含む 特定 個人 情報 の提 供を 受け ること がで
きる とき は、 この 限り でない 。）
三 （略 ）
（ 略）

（死 亡の 届出）
第 百二 十三 条 （略 ）
２ 前 項の 届書に は、 次に 掲げ る書類 を添 えな けれ ばな らな い。
一 障 害年 金の年 金証 書（ 障害 年金 の年金 証書 を添 える こと ができ な
いと きは 、そ の事 由書 ）（協 会が 番号 利用 法第 二十 二条第 一項 の規
定に より 年金 証書と 同一 の内 容を 含む 特定個 人情 報の 提供 を受 ける
こと ができ ると きは 、こ の限り でな い。 ）
二 （ 略）
（略 ）

４

（ 行方不 明手 当金 の支 給の申 請）
第百 二十 六条 （略 ）
２ （ 略）

死亡 した 受給 権者 の死 亡の当 時そ の者 と生 計を 同じく して いた こ
とを 証す る書類

三 （ 略）
（略 ）

二

（未 支給の 保険 給付 の請 求）
第 百二 十四 条 （略）
２ （略 ）
３ 前二項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 死亡 した 受給 権者 との身 分関 係を 明ら かにす るこ とが でき る市 町
村長 の証 明書又 は戸 籍若 しく は除 かれた 戸籍 の謄 本若 しく は抄本

（ 行方 不明 手当 金の 支給 の申請 ）
第 百二 十六条 （ 略）
２ （略 ）
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一～三 （ 略）
四 申 請者 が第 二十 六条 の届出 を行 って いな い被 扶養 者であ ると きは
、 被保険 者が 行方 不明 とな った当 時そ の者 と同 一の 世帯 に属し てい
たこ とを 証す る書 類（ 協会が 番号 利用 法第 二十 二条 第一 項の規 定に
より 当該 書類 と同 一の内 容を 含む 特定 個人 情報の 提供 を受 ける こと
がで きる ときは 、こ の限 りで ない。 ）
（遺族 年金 の申 請）
第 百二 十九 条 （ 略）
２ （略 ）
３ 第一 項の 申請 書に は、 次に掲 げる 書類 を添 えな ければ なら ない 。
一 被保 険者 又は 被保険 者で あっ た者 と申 請者と の身 分関 係を 明らか
にす ること がで きる 戸籍 の謄 本又は 除か れた 戸籍 の謄 本（協 会が 番
号 利用 法第 二十 二条第 一項 の規 定に より 当該書 類と 同一 の内 容を 含
む 特定 個人情 報の 提供 を受 ける ことが でき ると きは 、こ の限り でな
い。 ）
二 （略 ）
三 国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当す
るものにあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を証明する
書類 （ 協 会 が 番 号 利 用 法 第 二 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 当 該 書 類 と
同 一の 内容 を含 む特定 個人 情報 の提 供を 受ける こと がで きる とき は
、 この限 りで ない 。）
四 （ 略）
五 申請 者が 被保 険者 又は被 保険 者で あっ た者に よっ て生 計を 維持 し
てい たこ とを証 明す るこ とが でき る書類 （協 会が 番号 利用 法第二 十
二 条第 一項 の規 定に より当 該書 類と 同一 の内 容を含 む特 定個 人情 報
の 提供 を受 けるこ とが でき ると きは 、この 限り でな い。 ）
六 ～八 （ 略）
４・ ５ （略 ）
（胎 児の 出生 によ る決定 の申 請の 特例 ）

一 ～三 （略 ）
四 申請 者が 第二 十六 条の届 出を 行っ てい ない 被扶養 者で ある とき は
、被 保険 者が 行方 不明 となっ た当 時そ の者 と同一 の世 帯に 属し てい
たこ とを 証する 書類

（ 遺族 年金の 申請 ）
第百 二十 九条 （略 ）
２ （略 ）
３ 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 被 保険 者又は 被保 険者 であ った 者と 申請 者との 身分 関係 を明 らか
にす るこ とが でき る戸 籍の謄 本又 は除 かれ た戸 籍の謄 本

二 （ 略）
三 国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当す
るものにあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を証明する書
類

四 （ 略）
五 申 請者 が被保 険者 又は 被保 険者 であ った 者によ って 生計 を維 持し
て いたこ とを 証明 する こと ができ る書 類

六～八 （略）
４ ・５ （ 略）

（ 胎児 の出 生によ る決 定の 申請 の特 例）
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第百三 十条 （ 略）
２ 前 項の 申請 書には 、次 に掲 げる 書類そ の他 の資 料を 添え なけれ ばな
ら ない 。
一 申 請者及 び前 項第 三号 の遺 族と死 亡し た被 保険 者又 は被保 険者 で
あっ た者 との 身分 関係を 証明 する こと がで きる戸 籍の 謄本 又は 抄本
（協 会が 番号利 用法 第二 十二 条第一 項の 規定 によ り当 該書類 と同 一
の 内容 を含 む特 定個 人情報 の提 供を 受け るこ とがで きる とき は、 こ
の 限り でない 。）
二 （ 略）
三 前項 第三 号の 遺族 につい ては 、そ の者 が申 請者と 生計 を同 じく し
てい るこ とを 証明す るこ とが でき る書 類（協 会が 番号 利用 法第 二十
二条第 一項 の規 定に より 当該書 類と 同一 の内 容を 含む特 定個 人情 報
の 提供 を受 ける ことが でき ると きは 、こ の限り でな い。 ）
（ 略）
四

（ 後順 位者 の申請 手続 ）
第百 三十 一条 （ 略）
２ （略 ）
一・二 （ 略）
三 申 請者 と被 保険 者又 は被保 険者 であ った 者と の身分 関係 を明 らか
に するこ とが でき る戸 籍の 謄本又 は除 かれ た戸 籍の 謄本 （協会 が番
号利 用法 第二 十二 条第 一項の 規定 によ り当 該書 類と 同一の 内容 を含
む特 定個 人情 報の 提供を 受け るこ とが でき るとき は、 この 限り でな
い。 ）
四 国 民年 金法 施行 規則 第 一 条 各 号 に 規 定 す る 者 の い ず れ か に 該 当 す
るものにあっては、国民年金手帳その他基礎年金番号を証明するこ
とができる書類（ 協会 が番 号利用 法第 二十 二条 第一 項の 規定に よ
り当 該書 類と 同一 の内 容を含 む特 定個 人情 報の 提供 を受 けるこ と
がで きる とき は、 この 限りで ない 。）
五 申請 者が 被保険 者又 は被 保険 者で あった 者の 死亡 当時 のそ の者の
収入 により 生計 を維 持し てい たこと を証 明す るこ とが できる 書類 （

第百 三十 条 （略 ）
２ 前項 の申 請書に は、 次に 掲げ る書 類そ の他 の資料 を添 えな けれ ばな
らな い。
一 申 請者 及び 前項 第三号 の遺 族と 死亡 した 被保険 者又 は被 保険 者で
あ った 者と の身分 関係 を証 明す るこ とがで きる 戸籍 の謄 本又 は抄本

（略 ）

二 （略）
三 前 項第 三号 の遺族 につ いて は、 その 者が 申請者 と生 計を 同じ くし
て いる ことを 証明 する こと がで きる書 類

四

（後順 位者 の申 請手 続）
第 百三 十一 条 （略）
２ （略 ）
一 ・二 （略 ）
三 申請 者と 被保 険者又 は被 保険 者で あっ た者と の身 分関 係を 明ら か
にす るこ とがで きる 戸籍 の謄 本又 は除か れた 戸籍 の謄 本

四 国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当す
るものにあっては、国民年金手帳その他基礎年金番号を証明するこ
とができる書類

五 申 請者 が被保 険者 又は 被保 険者 であ った 者の死 亡当 時の その 者の
収入 によ り生 計を 維持し てい たこ とを 証明 するこ とが でき る書 類
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協会が 番号 利用 法第 二十 二条第 一項 の規 定に より 当該書 類と 同一 の
内 容を 含む 特定 個人情 報の 提供 を受 けるこ とが でき ると きは 、この
限 りでな い。 ）
六 ・七 （略 ）
３～ ６ （略 ）
六・七 （ 略）
３ ～６ （ 略）

（ 支給 停止 の解除 の申 請）
第百 三十 四条 （略 ）
２ 前項 の申 請書に は、 次に 掲げ る書 類を 添付し なけ れば なら ない 。
（略 ）
遺 族年金 の年 金証 書

協 会が 指定 する 者にあ って は、 その 者と 被保険 者又 は被 保険 者で
あっ た者 との身 分関 係を 明ら かに する ことが でき る戸 籍の 謄本

一
二

三

（ 略）

（失 権の 届出 ）
第百 三十 五条 （略 ）
２ 前 項の 届書 には 、遺 族年金 の年 金証 書を 添え なけれ ばな らな い。 た
だ し、 年金 証書を 添え るこ とが でき ない とき は、そ の事 由書 を添 付し
な けれ ばな らない 。

四・五

（ 失権 の届 出）
第 百三十 五条 （ 略）
２ 前項 の届 書に は、 遺族 年金の 年金 証書 を添 えな けれ ばなら ない （協
会が 番号 利用 法第 二十 二条第 一項 の規 定に より年 金証 書と 同一 の内 容
を含 む特 定個人 情報 の提 供を 受け ること がで きる とき は、 この限 りで
な い。 ）。 ただ し、 年金 証書を 添え るこ とが でき ない とき は、そ の事
由 書を 添付 しな けれ ばな らない 。

（死 亡の 届出）
第百三 十六 条 （略 ）
２ 前 項の 届書に は、 次に 掲げ る書 類を添 えな けれ ばな らな い。

（支 給停 止の解 除の 申請 ）
第百三 十四 条 （略 ）
２ 前 項の 申請書 には 、次 に掲 げる 書類を 添付 しな けれ ばな らない 。
一 （ 略）
二 遺族 年金 の年 金証 書（ 協会が 番号 利用 法第 二十 二条第 一項 の規 定
によ り年 金証 書と 同一の 内容 を含 む特 定個 人情報 の提 供を 受け るこ
とが できる とき は、 この 限り でない 。）
三 協 会が 指定 する 者に あって は、 その 者と 被保 険者 又は 被保険 者で
あ った 者との 身分 関係 を明 らか にする こと がで きる 戸籍 の謄本 （協
会が 番号 利用 法第 二十 二条第 一項 の規 定に より 当該 書類 と同一 の内
容を 含む 特定 個人 情報 の提供 を受 ける こと がで きると きは 、こ の限
りで ない 。）
四・五 （ 略）

（ 死亡 の届 出）
第百 三十 六条 （ 略）
２ 前項 の届 書に は、次 に掲 げる 書類 を添 えなけ れば なら ない 。

- 50 -

（胎 児出 生の届 出）
第百三 十七 条 （略 ）
２ 前 項の 届書に は前 項第 五号 に掲 げる子 の戸 籍の 抄本 （協 会が機 構保
存 本人 確認 情報 の提供 を受 ける こと がで きると きは 、こ の限 りで ない
。 ）及び 遺族 年金 の年 金証 書（協 会が 番号 利用 法第 二十二 条第 一項 の
規定 によ り当 該書 類と同 一の 内容 を含 む特 定個人 情報 の提 供を 受ける
こと ができ ると きは 、こ の限 りでな い。 ）並 びに その 者が 別表第 一に
定 める 一級 から 五級 まで の障害 の状 態に ある とき は、 その 障害に 関す
る 医師 の診 断書 を添 えなけ れば なら ない 。

一 （ 略）
二 遺 族年 金の 年金 証書 （遺族 年金 の年 金証 書を 添え ること がで きな
い ときは 、そ の事 由書 ）（ 協会が 番号 利用 法第 二十 二条 第一項 の規
定に より 年金 証書 と同 一の内 容を 含む 特定 個人 情報 の提 供を受 ける
こと がで きる とき は、こ の限 りで ない 。）

（遺 族一時 金の 申請 ）
第 百三 十九 条 （略 ）
２ 前 項の申 請書 には 、次 に掲 げる書 類を 添え なけ れば ならな い。
一 ・二 （ 略）
三 死亡 した 被保 険者 又は被 保険 者で あっ た者 と申請 者と の身 分関 係
を明 らか にする こと がで きる 戸籍 の謄本 又は 除か れた 戸籍 の謄本

（ 胎児 出生 の届出 ）
第百 三十 七条 （略 ）
２ 前項 の届 書には 前項 第五 号に 掲げ る子 の戸籍 の抄 本（ 協会 が機 構保
存本 人確 認情報 の提 供を 受け るこ とがで きる とき は、 この限 りで ない
。 ）及 び遺 族年 金の 年金証 書並 びに その 者が 別表第 一に 定め る一 級か
ら 五級 まで の障害 の状 態に ある とき は、 その 障害に 関す る医 師の 診断
書 を添 えな ければ なら ない 。

一 （ 略）
二 遺族 年金 の年 金証 書（遺 族年 金の 年金 証書 を添え るこ とが でき な
いと きは 、その 事由 書）

３

四 （ 略）
（略 ）

四
３

（遺 族年 金差額 一時 金の 申請 ）
第百四 十条 （ 略）
２ 前 項の 申請書 には 、次 に掲 げる 書類を 添付 しな けれ ばな らない 。

（ 遺族 一時 金の申 請）
第百 三十 九条 （ 略）
２ 前項 の申 請書に は、 次に 掲げ る書 類を添 えな けれ ばな らな い。
一・ 二 （ 略）
三 死 亡し た被 保険 者又 は被保 険者 であ った 者と 申請 者との 身分 関係
を 明らか にす るこ とが でき る戸籍 の謄 本又 は除 かれ た戸 籍の謄 本（
協会 が番 号利 用法 第二 十二条 第一 項の 規定 によ り当 該書 類と同 一の
内容 を含 む特 定個 人情 報の提 供を 受け るこ とがで きる とき は、 この
限り でな い。）
（ 略）
（ 略）
（ 遺族 年金 差額 一時金 の申 請）
第百 四十 条 （略 ）
２ 前項 の申 請書 には、 次に 掲げ る書 類を 添付し なけ れば なら ない 。
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３

一～三 （ 略）
四 申 請者 が法 第三 十六 条第一 項第 二号 又は 第三 号の 規定に 該当 する
者 である とき は、 その 事実 が認め られ る書 類（ 協会 が番 号利用 法第
二十 二条 第一 項の 規定 により 当該 書類 と同 一の 内容 を含 む特定 個人
情報 の提 供を 受け ること がで きる とき は、 この限 りで ない 。）
（略 ）
３

一 ～三 （略 ）
四 申請 者が 法第 三十 六条第 一項 第二 号又 は第 三号の 規定 に該 当す る
者で ある ときは 、そ の事 実が 認め られる 書類

（略 ）
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正

案

○児童福祉法施行規則（昭和二十三年厚生省令第十一号）（第六条関係）

改
第七 条の 九 法第 十九条 の三 第一 項の 規定 に基づ き医 療費 支給 認定 の申
請を しよ うとす る小 児慢 性特 定疾病 児童 等の 保護 者は 、次 の各号 に掲
げ る事 項を 記載 した 申請 書を、 都道 府県 に提 出し なけ れば ならな い。
一 当 該申 請を しよ うと する小 児慢 性特 定疾 病児 童等の 保護 者の 氏名
、居 住地 、個 人番 号（ 行政手 続に おけ る特 定の 個人 を識 別する ため
の番 号の 利用 等に 関す る法律 （平 成二 十五 年法 律第二 十七 号） 第二
条第 五項 に規 定する 個人 番号 をい う。 以下同 じ。 ）、 連絡 先及 び当
該申請 に係 る小 児慢 性特 定疾病 児童 等と の続 柄
二 当 該申 請に 係る 小児 慢性特 定疾 病児 童等 の氏 名、 性別、 居住 地、
生 年月日 及び 個人 番号
三 ・四 （略 ）
五 医療 費支 給認 定基準 世帯 員の 氏名 及び 個人番 号
六～ 十二 （略 ）
② （ 略）
③ 医 療費支 給認 定保 護者 は、 医療費 支給 認定 の有 効期 間（ 法第十 九条
の 三第 六項 に規定 する 医療 費支 給認 定の有 効期 間を いう 。第 七条の 二
十 二第七 号及 び第 七条 の二 十三第 一項 にお いて 同じ。 ）内 にお いて 、
第一 項各 号（ 第三号 及び 第七 号か ら第 十一号 まで を除 く。 ）に 掲げる
事項又 は小 児慢 性特 定疾 病医療 支援 負担 上限 月額 の算 定の ために 必要
な 事項 に変 更が あつ たと きは、 速や かに 、次 の各 号に 掲げる 事項 を記
載 した 届出 書に 当該 医療費 支給 認定 に係 る医療 受給 者証 を添 えて 都道
府 県に 提出し なけ れば なら ない 。
一 当該 届出 を行 う医療 費支 給認 定保 護者 の氏名 、居 住地 、個 人番 号
、連 絡先 及び当 該届 出に 係る 医療 費支給 認定 に係 る小 児慢 性特定 疾病
児 童等 との 続柄
二 当 該届 出に 係る 医療 費支給 認定 に係 る小 児慢 性特定 疾病 児童 等の

現

行

（傍線の部分は改正部分）

第 七条 の九 法第 十九 条の 三第 一項 の規定 に基 づき 医療 費支 給認定 の申
請 をし よう とする 小児 慢性 特定 疾病 児童 等の保 護者 は、 次の 各号に 掲
げ る事項 を記 載し た申 請書 を、都 道府 県に 提出 しな ければ なら ない 。
一 当該 申請 をしよ うと する 小児 慢性 特定疾 病児 童等 の保 護者 の氏名
、居 住地、 連絡 先及 び当 該申 請に係 る小 児慢 性特 定疾 病児童 等と の
続柄

二 当該 申請 に係 る小 児慢性 特定 疾病 児童 等の 氏名、 性別 、居 住地 及
び生 年月 日
三・四 （ 略）
五 医 療費 支給認 定基 準世 帯員 の氏 名
六 ～十 二 （略）
② （略 ）
③ 医療 費支 給認定 保護 者は 、医 療費 支給認 定の 有効 期間 （法 第十九 条
の三 第六項 に規 定す る医 療費 支給認 定の 有効 期間 をい う。第 七条 の二
十 二第 七号 及び 第七条 の二 十三 第一 項に おい て同じ 。） 内に おい て、
第 一項 各号 （第三 号及 び第 七号 から 第十 一号 までを 除く 。） に掲 げる
事 項又 は小 児慢性 特定 疾病 医療 支援負 担上 限月 額の 算定 のため に必 要
な事 項に 変更 があ つた ときは 、速 やか に、 次の 各号に 掲げ る事 項を 記
載し た届 出書に 当該 医療 費支 給認 定に係 る医 療受 給者 証を 添えて 都道
府県に 提出 しな けれ ばな らない 。
一 当 該届 出を行 う医 療費 支給 認定 保護 者の 氏名、 居住 地、 連絡 先及
び当 該届 出に 係る 医療費 支給 認定 に係 る小 児慢性 特定 疾病 児童 等と
の続 柄
当該 届出 に係 る医療 費支 給認 定に 係る 小児慢 性特 定疾 病児 童等の
二
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④

氏名 及び 生年 月日
三・ 四 （略 ）
（略 ）

④

第七条 の二 十三 （ 略）
② 前 項の 申請 をしよ うと する 医療 費支 給認定 保護 者は 、次 の各号 に掲
げ る事 項を 記載し た申 請書 を、 都道 府県 に提出 しな けれ ばな らな い。
一 当 該申請 をし よう とす る医 療費支 給認 定保 護者 の氏 名、居 住地 、
連絡 先及 び当 該申請 に係 る医 療費 支給 認定 に係る 小児 慢性 特定 疾病
児童 等と の続柄
二 当 該申 請に 係る 小児慢 性特 定疾 病児 童等 の氏名 、性 別、 居住 地及
び 生年 月日
三 （ 略）
③・ ④ （略 ）

氏名、 生年 月日 及び 個人 番号
三 ・四 （ 略）
（略 ）

第七 条の 二十 三 （略 ）
② 前項 の申 請を しよ うとす る医 療費 支給 認定 保護者 は、 次の 各号 に掲
げる 事項 を記載 した 申請 書を 、都 道府県 に提 出し なけ れば ならな い。
一 当 該申 請を しよ うと する医 療費 支給 認定 保護 者の 氏名 、居住 地、
個人番号、連 絡先 及び 当該申 請に 係る 医療 費支 給認 定に 係る小 児慢
性 特定疾 病児 童等 との 続柄
二 当該 申請 に係 る小 児慢 性特定 疾病 児童 等の 氏名 、性別 、居 住地 、
生年 月日 及び 個人 番号
三 （略）
③ ・④ （ 略）

第十 八条 の五 特例 障害 児通 所給 付費 の支 給を受 けよ うと する 通所 給付
決定 保護者 は、 法第 二十 一条 の五の 四第 一項 の規 定に 基づき 、次 の各
号 に掲 げる 事項 を記 載した 申請 書を 、市 町村 に提出 しな けれ ばな らな
い。
一 当 該申 請を 行う 通所 給付決 定保 護者 の氏 名、 居住地 、生 年月 日、
連絡 先及 び通所 受給 者証 番号

第十 八条 の六 法第 二十 一条 の五 の六 第一 項の 規定に 基づ き通 所給 付決
定の 申請 をし ようと する 障害 児の 保護 者は、 次の 各号 に掲 げる 事項を
記載し た申 請書 を、 市町 村に提 出し なけ れば なら ない。

三

二 当該 申請に 係る 障害 児の 氏名 、生年 月日 及び 通所 給付 決定保 護者
と の続 柄
（略）

第 十八 条の 五 特 例障 害児 通所 給付 費の支 給を 受け よう とす る通所 給付
決 定保 護者 は、法 第二 十一 条の 五の 四第一 項の 規定 に基 づき 、次の 各
号 に掲げ る事 項を 記載 した 申請書 を、 市町 村に 提出 しなけ れば なら な
い。
一 当該申 請を 行う 通所 給付 決定保 護者 の氏 名、 居住 地、 生年月 日、
個 人番 号、 連絡 先及び 通所 受給 者証 番号
二 当 該申 請に 係る 障害児 の氏 名、 生年 月日 、個人 番号 及び 通所 給付
決定 保護 者と の続 柄
三 （略 ）

第 十八 条の 六 法第二 十一 条の 五の 六第 一項の 規定 に基 づき 通所 給付決
定 の申 請を しよ うと する障 害児 の保 護者 は、 次の各 号に 掲げ る事 項を
記 載し た申 請書を 、市 町村 に提 出しな けれ ばな らな い。
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第十 八条 の二 十一 法 第二十 一条 の五 の八 第一 項の規 定に 基づ き通 所給
付決 定の 変更 の申請 をし よう とす る通所 給付 決定 保護 者は 、次の 各号
に掲げ る事 項を 記載 した 申請書 を市 町村 に提 出し なけ れば ならな い。
一 当 該申 請を 行う 通所 給付決 定保 護者 の氏 名、 居住 地、生 年月 日、

一 当 該申 請を 行う 障害 児の保 護者 の氏 名、 居住 地、 生年 月日、 個人
番 号及 び連 絡先
二 当 該申 請に 係る障 害児 の氏 名、 生年 月日、 個人 番号 及び 当該 障害
児の 保護 者と の続 柄
三～ 七 （略 ）
②～ ⑥ （略）
⑦ 通 所給 付決 定保 護者は 、通 所給 付決 定の 有効期 間（ 法第 二十 一条 の
五 の七 第八 項に 規定 する 通所給 付決 定の 有効 期間 をいう 。以 下同 じ。
） 内に おい て、第 一項 第一 号若 しく は第二 号に 掲げ る事 項又 は障害 児
通 所支援 負担 上限 月額 等の算 定の ため に必 要な 事項に 変更 があ つた と
きは 、次 の各 号に掲 げる 事項 を記 載し た届出 書に 通所 受給 者証 を添え
て市町 村に 提出 しな けれ ばなら ない 。
一 当 該届 出を 行う 通所 給付決 定保 護者 の氏 名、 居住 地、生 年月 日、
個 人番号 及び 連絡 先
二 当 該届出 に係 る障 害児 の氏 名、生 年月 日、 個人 番号 及び通 所給 付
決定 保護 者と の続 柄
三～ 四 （略）
⑧ ・⑨ （ 略）
⑩ 前 項の 申請を しよ うと する 通所 給付決 定保 護者 は、 次の 各号に 掲げ
る 事項 を記 載した 申請 書を 市町 村に 提出し なけ れば なら ない 。
一 当該 申請 を行 う通 所給 付決定 保護 者の 氏名 、居住 地、 生年 月日 、
個人 番号 及び 連絡先
二 当 該申 請に 係る 障害 児の氏 名、 生年 月日 、個 人番 号及 び通所 給付
決 定保 護者 との 続柄
三 （ 略）
⑪・ ⑫ （略 ）

第 十八 条の 二十 一 法 第二 十一 条の 五の 八第一 項の 規定 に基 づき 通所給
付 決定 の変 更の申 請を しよ うと する 通所 給付 決定保 護者 は、 次の 各号
に 掲げ る事項 を記 載し た申 請書 を市町 村に 提出 しな けれ ばなら ない 。
一 当該 申請 を行 う通所 給付 決定 保護 者の 氏名、 居住 地、 生年 月日 及

一 当 該申請 を行 う障 害児 の保 護者の 氏名 、居 住地 、生 年月日 及び 連
絡先
二 当該 申請に 係る 障害 児の 氏名 、生年 月日 及び 当該 障害 児の保 護者
との続 柄
三 ～七 （ 略）
②～ ⑥ （略 ）
⑦ 通所 給付 決定保 護者 は、 通所 給付 決定 の有 効期間 （法 第二 十一 条の
五の 七第 八項 に規定 する 通所 給付 決定 の有効 期間 をい う。 以下 同じ。
）内 におい て、 第一 項第 一号 若しく は第 二号 に掲 げる 事項又 は障 害児
通 所支 援負 担上 限月額 等の 算定 のた めに 必要 な事項 に変 更が あつ たと
き は、 次の 各号に 掲げ る事 項を 記載 した 届出 書に通 所受 給者 証を 添え
て 市町 村に提 出し なけ れば なら ない。
一 当該 届出 を行 う通 所給付 決定 保護 者の 氏名 、居住 地、 生年 月日 及
び連 絡先
二 当 該届 出に 係る 障害 児の氏 名、 生年 月日 及び通 所給 付決 定保 護者
と の続 柄
三 ～四 （ 略）
⑧・ ⑨ （略 ）
⑩ 前 項の 申請を しよ うと する 通所 給付決 定保 護者 は、 次の 各号に 掲げ
る事 項を記 載し た申 請書 を市 町村に 提出 しな けれ ばな らない 。
一 当 該申 請を 行う通 所給 付決 定保 護者 の氏 名、居 住地 、生 年月 日及
び 連絡 先
二 当 該申 請に係 る障 害児 の氏 名、生 年月 日及 び通 所給 付決定 保護 者
との 続柄
三 （略 ）
⑪・⑫ （略 ）
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第十 八条 の二 十六 高 額障害 児通 所給 付費 の支 給を受 けよ うと する 通所
給付 決定 保護者 は、 次の 各号 に掲 げる事 項を 記載 した 申請 書を市 町村
に提出 しな けれ ばな らな い。
一 当 該申 請を 行う 通所 給付決 定保 護者 の氏 名、 居住地 、生 年月 日、
個 人番号 、連 絡先 及び 通所受 給者 証番 号
二 ・三 （略 ）
四 当該 申請 を行 う通所 給付 決定 保護 者と 同一の 世帯 に属 する 当該通
所給 付決定 保護 者以 外の 通所 給付決 定保 護者 、入 所給 付決定 保護 者
（ 法第 二十 四条 の二第 一項 に規 定す る入 所給付 決定 保護 者を いう 。
以 下同 じ。） 、補 装具 費支 給対 象障害 者等 （障 害者 の日 常生活 及び
社会 生活 を総 合的 に支 援する ため の法 律第 七十 六条 第一 項に規 定す
る補 装具 費支 給対 象障 害者等 をい う。 第二 十五 条の十 七第 一項 第四
号に おい て同じ 。） 又は 支給 決定 障害者 等（ 障害 者の 日常 生活及 び
社会生 活を 総合 的に 支援 するた めの 法律 第五 条第 二十一 項に 規定 す
る 支給 決定 障害者 等を いう 。同 号に おいて 同じ 。） であ つて 、同一
の 月に障 害児 通所 支援 若し くは指 定入 所支 援（ 法第 二十 四条の 二第
一項 に規 定す る指 定入 所支援 をい う。 以下 同じ 。） 若しく は障 害福
祉サ ービ ス（ 障害 者の日 常生 活及 び社 会生 活を総 合的 に支 援す るた
めの 法律第 五条 第一 項に 規定 する障 害福 祉サ ービ スを いう。 ）を 受
け た又 は補 装具 を購 入若し くは 修理 をし たもの の氏 名、 生年 月日 、
個 人番 号及び 通所 受給 者証 番号 、入所 受給 者証 番号 （第 二十五 条の
十一 第三 号に 規定 する 入所受 給者 証番 号を いう 。） 、受 給者証 番号
（障 害者 の日 常生 活及 び社会 生活 を総 合的 に支 援する ため の法 律施
行規 則（ 平成 十八年 厚生 労働 省令 第十九 号） 第十 四条 第三 号に規 定
する受 給者 証番 号を いう 。以下 同じ 。） 又は 介護 保険法 によ る被 保
険 者証 の番 号（介 護保 険法 施行 規則 （平成 十一 年厚 生省 令第 三十六

個人番 号及 び連 絡先
二 当 該通 所給 付決 定に 係る障 害児 の氏 名、 生年 月日 、個人 番号 及び
通 所給付 決定 保護 者と の続 柄
三 ～八 （略 ）

第 十八 条の 二十 六 高 額障 害児 通所 給付 費の支 給を 受け よう とする 通所
給 付決 定保 護者は 、次 の各 号に 掲げ る事 項を記 載し た申 請書 を市 町村
に 提出 しなけ れば なら ない 。
一 当該 申請 を行 う通所 給付 決定 保護 者の 氏名、 居住 地、 生年 月日 、
連絡 先及 び通所 受給 者証 番号
二 ・三 （ 略）
四 当 該申 請を行 う通 所給 付決 定保 護者 と同 一の世 帯に 属す る当 該通
所給 付決 定保 護者 以外 の通所 給付 決定 保護 者、 入所給 付決 定保 護者
（法 第二 十四条 の二 第一 項に 規定 する 入所 給付決 定保 護者 をい う。
以下 同じ 。）、 補装 具費 支給 対象 障害 者等（ 障害 者の 日常 生活 及び
社会生 活を 総合 的に 支援 するた めの 法律 第七 十六 条第一 項に 規定 す
る 補装 具費 支給 対象障 害者 等を いう 。第 二十五 条の 十七 第一 項第 四
号 におい て同 じ。 ）又 は支 給決定 障害 者等 （障 害者 の日常 生活 及び
社会 生活 を総 合的 に支援 する ため の法 律第 五条第 二十 一項 に規 定す
る支 給決 定障害 者等 をい う。 同号 にお いて 同じ。 ）で あつ て、 同一
の月 に障 害児通 所支 援若 しく は指 定入所 支援 （法 第二 十四 条の二 第
一 項に 規定 する 指定 入所支 援を いう 。以 下同 じ。） 若し くは 障害 福
祉 サー ビス （障害 者の 日常 生活 及び社 会生 活を 総合 的に 支援す るた
めの 法律 第五 条第 一項 に規定 する 障害 福祉 サー ビスを いう 。） を受
けた 又は 補装具 を購 入若 しく は修 理を した ものの 氏名 、生 年月 日及
び通 所受 給者証 番号 、入 所受 給者 証番 号（第 二十 五条 の十 一第 三号
に規 定する 入所 受給 者証 番号を いう 。） 、受 給者 証番号 （障 害者 の
日 常生 活及 び社 会生活 を総 合的 に支 援す るため の法 律施 行規 則（ 平
成 十八年 厚生 労働 省令 第十 九号） 第十 四条 第三 号に 規定す る受 給者
証番 号を いう 。以 下同じ 。） 又は 介護 保険 法によ る被 保険 者証 の番
号（ 介護 保険法 施行 規則 （平 成十 一年 厚生 省令第 三十 六号 ）第 二十

び連 絡先
二 当該 通所 給付 決定 に係る 障害 児の 氏名 、生 年月日 及び 通所 給付 決
定保 護者 との続 柄
三～八 （ 略）
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五条 第一 項第 四号 に規定 する 被保 険者 証の 番号を いう 。以 下同 じ。
）
（略 ）

②

号）第 二十 五条 第一 項第 四号に 規定 する 被保 険者 証の番 号を いう 。
以 下同 じ。 ）
（略 ）

②

第二十 二条 法 第二 十二 条第二 項に 規定 する 厚生 労働省 令の 定め る事 項
は 、次 のと おり とする 。
一 法 第二 十二条 第一 項の 規定 によ る助 産の実 施（ 以下 単に 「助 産の
実施 」と いう 。）を 希望 する 妊産 婦の 氏名 、居住 地、 生年 月日 及び
職業
二 （略 ）
② 法 第二 十三 条第 二項に 規定 する 厚生 労働 省令の 定め る事 項は 、次 の
と おり とす る。
一 法 第二 十三条 第一 項の 規定 によ る母子 保護 の実 施（ 以下 単に「 母
子保 護の 実施」 とい う。 ）を 希望 する 保護 者の氏 名、 居住 地、 生年
月日 及び 職業
母 子保 護の 実施 に係 る児童 の氏 名及 び生 年月 日
二

三
略
( )
（略 ）
前項 の申 込書 には、 法第 五十 六条 第二 項の 規定に より 徴収 する 額の
決定 のた めに 必要 な事項 に関 する 書類 を添 えなけ れば なら ない 。

⑤ 法第 二十 二条 第二 項後段 又は 第二 十三 条第 二項後 段の 規定 によ り申
込 書の提 出を 代行 する 助産 施設又 は母 子生 活支 援施 設は、 都道 府県 、
市及 び福 祉事 務所を 設置 する 町村 （以 下「都 道府 県等 」と いう 。）と
の連 携に努 める とと もに 、助産 の実 施希 望者 等の 依頼を 受け たと きは
、 速や かに 、市 及び福 祉事 務所 を設 置す る町 村の区 域内 に居 住地 を有
す る当 該助 産の実 施希 望者 等に あつ ては その 居住地 の市 町村 に、 福祉
事 務所 を設置 しな い町 村の 区域 内に居 住地 を有 する 当該 助産の 実施 希
望者 等に あつ ては その居 住地 の都 道府 県に 当該申 込書 を提 出し なけ れ

③
④

第二 十二 条 法第 二十 二条 第二項 に規 定す る厚 生労 働省 令の定 める 事項
は、 次の とお りと する 。
一 法第 二十二 条第 一項 の規 定に よる助 産の 実施 （以 下単 に「助 産の
実施」 とい う。 ）を 希望 する妊 産婦 の氏 名、 居住 地、生 年月 日、 個
人 番号 及び 職業
二 （ 略）
② 法第 二十 三条 第二 項に 規定す る厚 生労 働省 令の 定める 事項 は、 次の
とお りと する 。
一 法第二 十三 条第 一項 の規 定によ る母 子保 護の 実施 （以 下単に 「母
子 保護 の実 施」 という 。） を希 望す る保 護者の 氏名 、居 住地 、生 年
月 日、 個人番 号及 び職 業
二 母 子保 護の実 施に 係る 児童 の氏 名、生 年月 日及 び個 人番号
三
略
( )
③ （略 ）
④ 前 項の 申込 書に は、 法第五 十六 条第 二項 の規 定によ り徴 収す る額 の
決 定の ため に必 要な 事項 に関す る書 類を 添え なけ ればな らな い。 ただ
し 、都 道府 県、 市及び 福祉 事務 所を 設置 する町 村（ 以下 「都 道府 県等
」 という 。） は、 当該 書類 により 証明 すべ き事 実を 公簿等 によ つて 確
認す るこ とが でき るとき は、 当該 書類 を省 略させ るこ とが でき る。
⑤ 法第二 十二 条第 二項 後段 又は第 二十 三条 第二 項後 段の規 定に より 申
込 書の 提出 を代 行す る助 産施設 又は 母子 生活 支援 施設 は、 都道府 県等
と の連 携に 努め ると ともに 、助 産の 実施 希望 者等の 依頼 を受 けた とき
は 、速 やか に、市 及び 福祉 事務 所を 設置す る町 村の 区域 内に 居住地 を
有す る当 該助 産の 実施 希望者 等に あつ ては その 居住地 の市 町村 に、 福
祉事 務所 を設 置しな い町 村の 区域 内に居 住地 を有 する 当該 助産の 実施
希望者 等に あつ ては その 居住地 の都 道府 県に 当該 申込 書を 提出し なけ
れ ばな らな い。
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⑥

略
(
)

第 二十 五条の 七 法第 二十 四条 の三第 一項 の規 定に 基づ き入 所給付 決定
（ 同条 第四 項に規 定す る入 所給 付決定 をい う。 以下 同じ 。）の 申請 を
しよ うと する 障害 児の 保護者 は、 次の 各号 に掲 げる事 項を 記載 した 申
請書 を、 都道府 県に 提出 しな けれ ばなら ない 。
一 当 該申 請を 行う 障害 児の保 護者 の氏 名、 居住 地、 生年 月日、 個人
番 号及 び連 絡先
二 当 該申 請に 係る障 害児 の氏 名、 生年 月日、 個人 番号 及び 当該 障害
児の 保護 者と の続 柄
三～ 六 （略 ）
②～ ⑥ （ 略）
⑦ 入 所給 付決 定保護 者は 、第 二十 五条 の十一 第五 号に 定め る期 間内に
お いて 、第 一項 第一 号若し くは 第二 号に 掲げ る事項 又は 障害 児入 所支
援 負担 上限 月額等 の算 定の ため に必 要な事 項に 変更 があ つたと きは 、
次の 各号 に掲 げる 事項 を記載 した 届出 書に 入所 受給者 証を 添え て都 道
府県 に提 出しな けれ ばな らな い。
一 当 該届 出を 行う 入所 給付決 定保 護者 の氏 名、 居住 地、 生年月 日、
個 人番 号及 び連絡 先
二 当 該届 出に 係る障 害児 の氏 名、 生年 月日、 個人 番号 及び 入所 給付
決定 保護 者と の続 柄
三・ 四 （略 ）
⑧・ ⑨ （ 略）
⑩ 前 項の 申請 をし よう とする 入所 給付 決定 保護者 は、 次の 各号 に掲 げ
る 事項 を記 載し た申 請書を 都道 府県 に提 出し なけれ ばな らな い。
一 当 該申 請を行 う入 所給 付決 定保 護者の 氏名 、居 住地 、生 年月日 、
個人 番号 及び 連絡 先
二 当該 申請 に係る 障害 児の 氏名 、生年 月日 、個 人番 号及 び入所 給付
決定保 護者 との 続柄
三 （ 略）

⑥

ばなら ない 。
略
( )

第二 十五 条の 七 法 第二 十四 条の 三第 一項の 規定 に基 づき 入所 給付決 定
（同条 第四 項に 規定 する 入所給 付決 定を いう 。以 下同じ 。） の申 請を
し よう とす る障 害児の 保護 者は 、次 の各 号に 掲げる 事項 を記 載し た申
請 書を 、都 道府県 に提 出し なけ れば なら ない。
一 当 該申請 を行 う障 害児 の保 護者の 氏名 、居 住地 、生 年月日 及び 連
絡先
二 当該 申請に 係る 障害 児の 氏名 、生年 月日 及び 当該 障害児 の保 護者
と の続 柄
三 ～六 （ 略）
②～ ⑥ （略 ）
⑦ 入所 給付 決定保 護者 は、 第二 十五 条の 十一 第五号 に定 める 期間 内に
おい て、 第一 項第一 号若 しく は第 二号 に掲げ る事 項又 は障 害児 入所支
援負担 上限 月額 等の 算定 のため に必 要な 事項 に変 更があ つた とき は、
次 の各 号に 掲げ る事項 を記 載し た届 出書 に入 所受給 者証 を添 えて 都道
府 県に 提出 しなけ れば なら ない 。
一 当 該届出 を行 う入 所給 付決 定保護 者の 氏名 、居 住地 、生年 月日 及
び連 絡先
二 当該 届出に 係る 障害 児の 氏名 、生年 月日 及び 入所 給付 決定保 護者
と の続 柄
三 ・四 （ 略）
⑧・ ⑨ （略 ）
⑩ 前 項の 申請 をし よう とする 入所 給付 決定 保護者 は、 次の 各号 に掲 げ
る事 項を 記載 した申 請書 を都 道府 県に 提出し なけ れば なら ない 。
一 当該申 請を 行う 入所 給付決 定保 護者 の氏 名、 居住地 、生 年月 日及
び 連絡 先
二 当 該申 請に係 る障 害児 の氏 名、 生年 月日 及び入 所給 付決 定保 護者
との 続柄
三 （略 ）
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第 二十 五条 の十 七 高 額障 害児 入所 給付 費の支 給を 受け よう とす る入所
給 付決 定保 護者 は、 次の各 号に 掲げ る事 項を 記載し た申 請書 を都 道府
県 （た だし 、当該 入所 給付 決定 保護者 が障 害者 の日 常生 活及び 社会 生
活を 総合 的に 支援 する ための 法律 に基 づく 高額 障害福 祉サ ービ ス等 給
付費 の支 給を受 ける こと がで きる 場合は 、市 町村 とす る。 以下こ の条
におい て同 じ。 ）に 提出 しなけ れば なら ない 。
一 当 該申 請を 行う 入所 給付決 定保 護者 の氏 名、 居住地 、生 年月 日、
個 人番号 、連 絡先 及び 入所受 給者 証番 号（ 第二 十五 条の 十一第 三号
に規 定す る入 所受 給者 証番号 をい う。 以下 同じ 。）
二・ 三 （略 ）
四 当該申 請を 行う 入所 給付 決定保 護者 と同 一の 世帯 に属 する当 該入
所 給付 決定 保護 者以外 の通 所給 付決 定保 護者、 入所 給付 決定 保護 者
、 支給 決定障 害者 等又 は補 装具 費支給 対象 障害 者等 であ つて、 同一
の月 に障 害児 通所 支援 若しく は指 定入 所支 援若 しく は障 害福祉 サー
ビス を受 けた 又は 補装 具を購 入若 しく は修 理を したも のの 氏名 、生
年月 日、 個人番 号及 び通 所受 給者 証番号 、入 所受 給者 証番 号、受 給
者証番 号又 は介 護保 険法 による 被保 険者 証の 番号
（ 略）

⑪・ ⑫

②

⑪・⑫

（略）

②

第二 十五 条の 十九 特定 入所 障害 児食費 等給 付費 の支 給を 受けよ うと す
る入所 給付 決定 保護 者は 、次の 各号 に掲 げる 事項 を記載 した 申請 書を
都 道府 県に 提出し なけ れば なら ない 。
一 当 該申 請に係 る入 所給 付決 定保 護者 の氏名 、居 住地 、生 年月 日及
び連 絡先
二 （略 ）
②～ ④ （ 略）

（略）

第 二十五 条の 十九 特 定入 所障害 児食 費等 給付 費の 支給 を受 けよう とす
る 入所 給付決 定保 護者 は、 次の 各号に 掲げ る事 項を 記載 した申 請書 を
都道 府県 に提 出し なけ ればな らな い。
一 当該 申請に 係る 入所 給付 決定 保護者 の氏 名、 居住 地、 生年月 日、
個 人番 号及 び連 絡先
二 （ 略）
②～ ④ （略 ）

第二十 五条 の二 十六 の三 法第 二十 四条 の二 十六第 一項 の規 定に 基づ き
障 害児 相談 支援給 付費 の支 給を 受け よう とす る障害 児相 談支 援対 象保

第二 十五 条の 十七 高額 障害 児入 所給 付費 の支 給を受 けよ うと する 入所
給付 決定 保護 者は、 次の 各号 に掲 げる 事項を 記載 した 申請 書を 都道府
県（た だし 、当 該入 所給 付決定 保護 者が 障害 者の 日常生 活及 び社 会生
活 を総 合的 に支 援する ため の法 律に 基づ く高 額障害 福祉 サー ビス 等給
付 費の 支給 を受け るこ とが でき る場 合は 、市町 村と する 。以 下こ の条
に おい て同じ 。） に提 出し なけ ればな らな い。
一 当該 申請 を行 う入所 給付 決定 保護 者の 氏名、 居住 地、 生年 月日 、
連絡 先及 び入所 受給 者証 番号 （第 二十五 条の 十一 第三 号に規 定す る
入 所受 給者 証番 号を いう。 以下 同じ 。）
二 ・三 （ 略）
四 当 該申 請を行 う入 所給 付決 定保 護者と 同一 の世 帯に 属す る当該 入
所給 付決 定保護 者以 外の 通所 給付 決定 保護 者、入 所給 付決 定保 護者
、支 給決 定障害 者等 又は 補装 具費 支給 対象障 害者 等で あつ て、 同一
の月に 障害 児通 所支 援若 しくは 指定 入所 支援 若し くは障 害福 祉サ ー
ビ スを 受け た又 は補装 具を 購入 若し くは 修理を した もの の氏 名、 生
年 月日及 び通 所受 給者 証番 号、入 所受 給者 証番 号、 受給者 証番 号又
は介 護保 険法 によ る被保 険者 証の 番号
（略 ）

第二 十五 条の 二十 六の 三 法第二 十四 条の 二十 六第 一項 の規定 に基 づき
障害 児相 談支 援給 付費の 支給 を受 けよ うと する障 害児 相談 支援 対象 保
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第 三十六 条の 四十 法 第三 十四条 の十 九に 規定 する 養育 里親 名簿に は、
次 に掲 げる事 項を 登録 しな けれ ばなら ない 。
一 （略 ）
二 住所 、氏名 、性 別、 生年 月日 、個人 番号 、職 業及 び健 康状態
三 同 居人 の氏 名、 性別 、生年 月日 、個 人番 号、 職業 及び 健康状 態
四 ～七 （ 略）

第 三十六 条の 二十 六 法第 三十三 条の 六第 二項 に規 定す る厚 生労働 省令
の 定める 事項 は、 次の とお りとす る。
一 児童 自立 生活 援助実 施希 望者 の氏 名、 居住地 、生 年月 日、 個人番
号及 び職業
二 ・三 （ 略）
② （ 略）
③ 前項 の申 込書 には 、法 第五十 六条 第二 項の 規定 によ り徴収 する 額の
決定 のた めに 必要 な事 項に関 する 書類 を添 えな ければ なら ない 。た だ
し、 都道 府県は 、当 該書 類に より 証明す べき 事実 を公 簿等 によつ て確
認する こと がで きる とき は、当 該書 類を 省略 させ るこ とが できる 。
④ ～⑤ （ 略）

護者（ 同項 に規 定す る障 害児相 談支 援対 象保 護者 をい う。 以下同 じ。
） は、 次の 各号 に掲 げる 事項を 記載 した 申請 書を 市町 村に提 出し なけ
れ ばな らな い。
一 当 該申請 を行 う障 害児 相談 支援対 象保 護者 の氏 名、 居住地 、生 年
月日 、個 人番 号及 び連絡 先
二 当該 申請に 係る 障害 児の 氏名、 生年 月日 、個 人番 号及 び障害 児相
談 支援 対象 保護 者と の続柄
② ～④ （略 ）

第三 十六 条の四 十一 養 育里 親と なるこ とを 希望 する 者（ 以下「 養育 里
親希望 者」 とい う。 ）は、 その 居住 地の 都道 府県知 事に 、次 に掲 げる
事 項を 記載 した申 請書 を提 出し なけ れば なら ない。

第三 十六 条の 四十 法第 三十 四条 の十九 に規 定す る養 育里 親名簿 には 、
次に掲 げる 事項 を登 録し なけれ ばな らな い。
一 （ 略）
二 住 所、 氏名、 性別 、生 年月 日、 職業 及び健 康状 態
三 同 居人の 氏名 、性 別、 生年月 日、 職業 及び 健康 状態
四～ 七 （略 ）

④～ ⑤

護 者（ 同項に 規定 する 障害 児相 談支援 対象 保護 者を いう 。以下 同じ 。
）は 、次 の各 号に 掲げ る事項 を記 載し た申 請書 を市町 村に 提出 しな け
れば なら ない。
一 当 該申 請を 行う 障害児 相談 支援 対象 保護 者の氏 名、 居住 地、 生年
月 日及 び連 絡先
二 当 該申 請に係 る障 害児 の氏 名、 生年 月日及 び障 害児 相談 支援対 象
保護 者と の続 柄
②～ ④ （略 ）

（略 ）

二 ・三 （略 ）
② （略 ）
③ 前 項の 申込 書に は、 法第五 十六 条第 二項 の規 定によ り徴 収す る額 の
決 定の ため に必 要な事 項に 関す る書 類を 添え なけれ ばな らな い。

第三 十六 条の二 十六 法 第三 十三 条の六 第二 項に 規定 する厚 生労 働省 令
の 定め る事 項は 、次 のとお りと する 。
一 児 童自 立生活 援助 実施 希望 者の 氏名 、居 住地、 生年 月日 及び 職業

第 三十六 条の 四十 一 養育 里親と なる こと を希 望す る者 （以 下「養 育里
親 希望 者」と いう 。） は、 その 居住地 の都 道府 県知 事に 、次に 掲げ る
事項 を記 載し た申 請書を 提出 しな けれ ばな らない 。
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②

一 養 育里 親希 望者 の住 所、氏 名、 性別 、生 年月 日、 個人 番号、 職業
及 び健 康状 態
二 養 育里 親希 望者の 同居 人の 氏名 、性 別、生 年月 日、 個人 番号 、職
業及 び健 康状 態
三～ 七 （略 ）
（略 ）

③ 第 一項 の申 請書に は、 次に 掲げ る書 類を添 えな けれ ばな らな い。た
だ し、 都道 府県 知事 は、第 五号 に掲 げる 書類 により 証明 すべ き事 実を
公 簿等 によつ て確 認す るこ とが できる とき は、 当該 書類 を省略 させ る
こと がで きる 。
一～ 五 （略）
④ 専 門里 親希 望者 は、 前項各 号（ 第三 号を 除く。 ）に 掲げ る書 類の ほ
か 、次 に掲 げる 書類 を添 えなけ れば なら ない 。た だし、 都道 府県 知事
は 、前 項第 五号 に掲げ る書 類に より 証明 すべき 事実 を公 簿等 によ つて
確 認する こと がで きる とき は、当 該書 類を 省略 させ ること がで きる 。
一・ 二
略
( )

③

②

第一 項の 申請書 には 、次 に掲 げる 書類 を添 えなけ れば なら ない 。

一 養 育里親 希望 者の 住所 、氏 名、性 別、 生年 月日 、職 業及び 健康 状
態
二 養育 里親希 望者 の同 居人 の氏 名、性 別、 生年 月日 、職 業及び 健康
状態
三 ～七 （ 略）
（略 ）

)

一 ～五 （ 略）
専門 里親 希望者 は、 前項 各号 （第 三号 を除 く。） に掲 げる 書類 のほ
か、 次に 掲げ る書 類を添 えな けれ ばな らな い。

略
(

④

一 ・二
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正

案

○予防接種法施行規則（昭和二十三年厚生省令第三十六号）（第七条関係）

改
（住 民票 等の 届出 ）
第十 一条 の三十 一 市町 村長 は、住 民基 本台 帳法 （昭 和四十 二年 法律 第
八 十一 号） 第三 十条 の十 及び第 三十 条の 十二 の規 定に より 、第十 一条
の 二、 第十 一条 の九 （第 十一条 の十 五に おい て準 用する 場合 を含 む。
以 下こ の条 におい て同 じ。 ）、 第十 一条の 十（ 第十 一条 の二 十二に お
い て準用 する 場合 を含 む。以 下こ の条 にお いて 同じ。 ）、 第十 一条 の
二十 又は 第十 一条の 二十 三の 規定 によ る請求 に係 る同 法第 三十 条の六
第一項 に規 定す る本 人確 認情報 を利 用す るこ とが でき ない ときは 、第
十 一条 の二 の規 定に より 請求を 行う 者に 対し 、障 害児 の属す る世 帯の
全 員の 住民 票の 写しを 、第 十一 条の 九、 第十一 条の 十、 第十 一条 の二
十 又は 第十一 条の 二十 三の 規定 により 請求 を行 う者 に対 し、死 亡し た
者の 死亡 の事 実及 び死亡 年月 日を 証明 する ことが でき る書 類を 、そ れ
ぞれ 提出 させる こと がで きる 。

現

行

（傍線の部分は改正部分）

（ 住民 票等 の届出 ）
第十 一条 の三 十一 市 町村長 は、 住民 基本 台帳 法（昭 和四 十二 年法 律第
八 十一号 ）第 三十 条の 七第 四項及 び第 六項 の規 定に より、 第十 一条 の
二、 第十 一条 の九（ 第十 一条 の十 五に おいて 準用 する 場合 を含 む。以
下こ の条に おい て同 じ。 ）、 第十一 条の 十（ 第十 一条 の二十 二に おい
て 準用 する 場合 を含む 。以 下こ の条 にお いて 同じ。 ）、 第十 一条 の二
十 又は 第十 一条の 二十 三の 規定 によ る請 求に 係る同 法第 三十 条の 五第
一 項に 規定す る本 人確 認情 報を 利用す るこ とが でき ない ときは 、第 十
一条 の二 の規 定に より 請求を 行う 者に 対し 、障 害児の 属す る世 帯の 全
員の 住民 票の写 しを 、第 十一 条の 九、第 十一 条の 十、 第十 一条の 二十
又は第 十一 条の 二十 三の 規定に より 請求 を行 う者に 対し 、死 亡し た者
の 死亡 の事 実及び 死亡 年月 日を 証明 する こと ができ る書 類を 、そ れぞ
れ 提出 させ ること がで きる 。
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正

案

○予防接種法施行規則（昭和二十三年厚生省令第三十六号）（第八条関係）

改
（予 防接 種に 関す る記録 ）
第二 条の 七 令 第六 条の 二第 一項第 三号 に規 定す る厚 生労働 省令 で定 め
る 事項 は、 次の とお りと する。
一 ～四 （ 略）
五 予 防接 種を受 けた 者の 個人 番号 （行政 手続 にお ける 特定 の個人 を
識別 する ため の番 号の 利用等 に関 する 法律 （平 成二十 五年 法律 第二
十七 号） 第二 条第五 項に 規定 する 「個 人番号 」を いう 。以 下同 じ。
）
六 前 各号 に掲 げる 事項 のほか 、予 防接 種の 実施 に関 し必要 な事 項
五

現

行

（傍線の部分は改正部分）

前各 号に 掲げ る事 項のほ か、 予防 接種 の実 施に関 し必 要な 事項

（ 予防 接種 に関す る記 録）
第二 条の 七 令第 六条 の二第 一項 第三 号に 規定 する厚 生労 働省 令で 定め
る 事項は 、次 のと おり とす る。
一～ 四 （略 ）
（新設）

２

（医 療費 の支 給に係 る請 求書 ）
第十条 法 第十 六条 第一 項第一 号の 規定 によ る医 療費の 支給 を受 けよ う
と する 者は 、次 に掲げ る事 項を 記載 した 請求 書を市 町村 長に 提出 しな
け れば なら ない。
一 医 療を受 けた 者の 氏名 、生 年月日 及び 住所
二～ 四 （略 ）
（略 ）

２

２

（ 医療 費の 支給 に係 る請求 書）
第十 条 法第 十六 条第 一項 第一号 の規 定に よる 医療 費の 支給を 受け よう
とす る者 は、 次に 掲げ る事項 を記 載し た請 求書 を市町 村長 に提 出し な
けれ ばな らない 。
一 医 療を 受け た者 の氏 名、生 年月 日、 住所 及び 個人 番号
二 ～四 （ 略）
（略 ）
第十 一条 法 第十 六条 第一 項第一 号の 規定 によ る医 療手 当の支 給を 受け
よう とす る者 は、 令第 十条第 一項 第一 号か ら第五 号ま でに 規定 する 医
療を 受け た各月 分に つき 、次 の各 号に掲 げる 事項 を記 載し た請求 書を
市 町村 長に 提出 しな けれ ばなら ない 。
一 医 療を 受け た者 の氏 名、生 年月 日、 住所 及び 個人番 号
二 ～五 （ 略）
（略 ）

第十一 条 法第 十六 条第 一項第 一号 の規 定に よる 医療手 当の 支給 を受 け
よ うと する 者は、 令第 十条 第一 項第 一号 から 第五号 まで に規 定す る医
療 を受 けた 各月分 につ き、 次の 各号 に掲 げる事 項を 記載 した 請求 書を
市 町村 長に提 出し なけ れば ならな い。
一 医療 を受 けた 者の氏 名、 生年 月日 及び 住所
二～ 五 （ 略）
（ 略）

２
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２

第十 一条 の二 法 第十六 条第 一項 第二 号の 規定 による 障害 児養 育年 金の
支給 を受 けよ うと する 者は、 次の 各号 に掲 げる 事項を 記載 した 請求 書
を市 町村 長に提 出し なけ れば なら ない。
一 障 害児 の氏 名、 生年月 日及 び住 所
二 請 求者 の氏名 、生 年月 日及 び住 所
三 ～六 （ 略）
（略 ）

２

２

第十一 条の 二 法第 十六 条第一 項第 二号 の規 定に よる障 害児 養育 年金 の
支 給を 受け よう とす る者 は、次 の各 号に 掲げ る事 項を 記載し た請 求書
を 市町 村長 に提 出しな けれ ばな らな い。
一 障 害児の 氏名 、生 年月 日、 住所及 び個 人番 号
二 請求 者の 氏名 、生年 月日 、住 所及 び個 人番号
三～ 六 （略）
（ 略）
第 十一 条の 三 法 第十 六条 第一 項第 二号の 規定 によ る障 害児 養育年 金の
支 給を 受け てい る者が 、そ の養 育す る障 害児の 障害 の程 度が 増進 した
場 合にお いて 、そ の受 けて いる法 第十 六条 第一 項第 二号 の規 定に よる
障害 児養 育年 金の 額の変 更を 請求 しよ うと すると きは 、次 の各 号に掲
げる 事項を 記載 した 請求 書を 市町村 長に 提出 しな けれ ばな らない 。
一 障 害児 の氏 名、 生年 月日、 住所 及び 個人 番号
二 請 求者 の氏 名、 生年月 日、 住所 及び 個人 番号
三 （ 略）
（略 ）

第十 一条 の三 法第 十六 条第 一項 第二 号の 規定に よる 障害 児養 育年 金の
支給 を受 けてい る者 が、 その 養育 する障 害児 の障 害の 程度が 増進 した
場 合に おい て、 その 受けて いる 法第 十六 条第 一項第 二号 の規 定に よる
障 害児 養育 年金の 額の 変更 を請 求し よう とす るとき は、 次の 各号 に掲
げ る事 項を 記載し た請 求書 を市 町村 長に提 出し なけ れば なら ない。
一 障害 児の 氏名 、生 年月 日及び 住所
二 請求 者の 氏名、 生年 月日 及び 住所
三 （ 略）
（ 略）

２

２

第 十一 条の四 法 第十 六条 第一 項第三 号の 規定 によ る障 害年金 の支 給を
受 けよ うと する者 は、 次の 各号 に掲 げる事 項を 記載 した 請求 書を市 町
村長 に提 出し なけ れば ならな い。
一 請求 者の 氏名、 生年 月日 及び 住所
二～五 （ 略）
（ 略）

２

第 十一 条の五 法 第十 六条 第一項 第三 号の 規定 によ る障害 年金 の支 給を
受 けて いる者 が、 その 障害 の程 度が増 進し た場 合に おい て、そ の受 け
てい る法 第十 六条 第一 項第三 号の 規定 によ る障 害年金 の額 の変 更を 請
求し よう とする とき は、 次の 各号 に掲げ る事 項を 記載 した 請求書 を市
町村長 に提 出し なけ ればな らな い。
一 請 求者 の氏名 、生 年月 日及 び住 所

第十 一条 の四 法第 十六 条第 一項 第三 号の規 定に よる 障害 年金 の支給 を
受け ようと する 者は 、次 の各 号に掲 げる 事項 を記 載し た請 求書を 市町
村 長に 提出 しな けれ ばな らない 。
一 請 求者 の氏 名、 生年月 日、 住所 及び 個人 番号
二 ～五 （略 ）
（略 ）
第十 一条 の五 法第 十六 条第 一項 第三 号の規 定に よる 障害 年金 の支給 を
受けて いる 者が 、そ の障 害の程 度が 増進 した 場合 にお いて 、その 受け
て いる 法第 十六 条第 一項 第三号 の規 定に よる 障害 年金 の額の 変更 を請
求 しよ うと する ときは 、次 の各 号に 掲げ る事項 を記 載し た請 求書 を市
町 村長 に提出 しな けれ ばな らな い。
一 請求 者の 氏名 、生年 月日 、住 所及 び個 人番号
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２

２

２

二 ・三 （略 ）
（略 ）

第 十一 条の九 死 亡一 時金 の支 給を受 けよ うと する 者は 、次 の各号 に掲
げ る事 項を 記載し た請 求書 を市 町村長 に提 出し なけ れば ならな い。
一 死亡 した 者の 氏名 、生年 月日 、死 亡の 当時 有して いた 住所 及び 個
人番 号
二 請 求者 及び 請求 者以 外の死 亡一 時金 を受 ける こと がで きる遺 族の
氏 名、 生年 月日、 住所 及び 個人 番号 並びに 死亡 した 者と の身 分関係
三 ～五 （ 略）
（略 ）

二・三 （ 略）
（ 略）

２

第 十一 条の 十 法 第十 六条 第一 項第 五号の 規定 によ る葬 祭料 の支給 を受
け よう とす る者は 、次 の各 号に 掲げ る事 項を記 載し た請 求書 を市 町村
長 に提出 しな けれ ばな らな い。
一 死亡 した 者の 氏名、 生年 月日 及び 死亡 の当時 有し てい た住 所

請 求者 の氏 名、 生年月 日及 び住 所並 びに 死亡し た者 との 関係

第 十一 条の十 二 法第 十六 条第 二項第 三号 の規 定に よる 障害 年金の 支給
を 受け よう とする 者は 、次 の各 号に 掲げる 事項 を記 載し た請 求書を 市
町村 長に 提出 しな けれ ばなら ない 。
一 請求 者の 氏名、 生年 月日 、住 所及 び個人 番号
二・三 （ 略）
（ 略）

２

２

２

三 ・四 （ 略）
（略 ）

二

二 請 求者及 び請 求者 以外 の死 亡一時 金を 受け るこ とが できる 遺族 の
氏名 、生 年月日 及び 住所 並び に死 亡し た者 との身 分関 係
三～ 五 （略）
（ 略）

第十 一条 の九 死亡 一時 金の 支給 を受 けよう とす る者 は、 次の 各号に 掲
げる事 項を 記載 した 請求 書を市 町村 長に 提出 しな ければ なら ない 。
一 死 亡し た者 の氏名 、生 年月 日及 び死 亡の 当時有 して いた 住所

第十 一条 の十 法 第十六 条第 一項 第五 号の 規定に よる 葬祭 料の 支給 を受
けよ うと する者 は、 次の 各号 に掲 げる事 項を 記載 した 請求 書を市 町村
長 に提 出し なけ れば なら ない。
一 死 亡し た者 の氏 名、 生年月 日、 死亡 の当 時有 してい た住 所及 び個
人番 号
二 請求 者の 氏名 、生 年月 日、住 所及 び個 人番 号並 びに死 亡し た者 と
の関 係
三・ 四 （ 略）
（ 略）

２

第十 一条 の十 三 令 別表 第二 に定 める 二級の 障害 の状 態に ある 者であ っ
て法第 十六 条第 二項 第三 号の規 定に よる 障害 年金 の支給 を受 けて いる

第十 一条 の十 二 法 第十 六条 第二 項第 三号の 規定 によ る障 害年 金の支 給
を受 けよう とす る者 は、 次の 各号に 掲げ る事 項を 記載 した請 求書 を市
町 村長 に提 出し なけれ ばな らな い。
一 請 求者 の氏名 、生 年月 日及 び住 所
二 ・三 （略 ）
（略 ）

第 十一 条の十 三 令別 表第 二に 定める 二級 の障 害の 状態 にあ る者で あっ
て 法第 十六 条第二 項第 三号 の規 定によ る障 害年 金の 支給 を受け てい る
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第十一 条の 十六 死 亡し た者の 死亡 の当 時胎 児で あった 子は 、当 該死 亡
し た者 の死 亡に 係る 遺族 年金を 受け るこ とが でき るその 他の 遺族 が既
に 遺族 年金 の支 給の決 定を 受け た後 に遺 族年金 の支 給を 請求 しよ うと
す るとき は、 次の 各号 に掲 げる事 項を 記載 した 請求 書を市 町村 長に 提
出し なけ れば なら ない。
一 死亡し た者 の氏 名、 生年 月日、 死亡 の当 時有 して いた 住所及 び個
人 番号
二 請 求者 の氏 名、 生年月 日、 住所 及び 個人 番号並 びに 死亡 した 者と
の身 分関 係
三 死亡 した 者に 係る 遺族年 金の 支給 を受 けて いる遺 族の 氏名 、生 年
月日 、住 所及び 個人 番号
（ 略）

２

２

２

ものが 、そ の障 害の 程度 が増進 した 場合 にお いて 、そ の受 けてい る障
害 年金 の額 の変 更を 請求 しよう とす ると きは 、次 の各 号に掲 げる 事項
を 記載 した 請求 書を市 町村 長に 提出 しな ければ なら ない 。
一 請 求者の 氏名 、生 年月 日、 住所及 び個 人番 号
二 （略 ）
（略 ）

２

２

も のが 、その 障害 の程 度が 増進 した場 合に おい て、 その 受けて いる 障
害年 金の 額の 変更 を請 求しよ うと する とき は、 次の各 号に 掲げ る事 項
を記 載し た請求 書を 市町 村長 に提 出しな けれ ばな らな い。
一 請 求者 の氏 名、 生年月 日及 び住 所
二 （ 略）
（略 ）

請求 者の 氏名、 生年 月日 及び 住所 並びに 死亡 した 者と の身 分関係

二 請 求者及 び請 求者 以外 の遺族 年金 を受 ける こと ができ る遺 族の 氏
名、 生年月 日及 び住 所並 びに 死亡し た者 との 身分 関係
三 死亡し た者 に係 る遺 族年 金の支 給を 受け るこ とが できた 先順 位者
の 氏名 、生 年月 日及 び当該 先順 位者 がそ の死 亡の当 時有 して いた 住
所 並び に当該 先順 位者 が死 亡し た年月 日
（略 ）

第十 一条 の十 七 令 第二 十四 条第 八項 後段 の規 定によ り遺 族年 金の 支給
を受 けよ うと する者 は、 次の 各号 に掲げ る事 項を 記載 した 請求書 を市
町村長 に提 出し なけ れば ならな い。
一 死 亡し た者の 氏名 、生 年月 日及 び死 亡の 当時有 して いた 住所

三 死 亡し た者 に係る 遺族 年金 の支 給を 受け ている 遺族 の氏 名、 生年
月 日及び 住所
（略 ）

二

第十 一条 の十 六 死 亡し た者 の死 亡の 当時 胎児 であっ た子 は、 当該 死亡
した 者の 死亡 に係 る遺族 年金 を受 ける こと ができ るそ の他 の遺 族が 既
に遺 族年 金の支 給の 決定 を受 けた 後に遺 族年 金の 支給 を請求 しよ うと
す ると きは 、次 の各 号に掲 げる 事項 を記 載し た請求 書を 市町 村長 に提
出 しな けれ ばなら ない 。
一 死 亡し た者の 氏名 、生 年月 日及 び死亡 の当 時有 して いた 住所

第 十一 条の 十七 令第 二十 四条 第八 項後 段の規 定に より 遺族 年金 の支給
を 受け よう とす る者 は、次 の各 号に 掲げ る事 項を記 載し た請 求書 を市
町 村長 に提出 しな けれ ばな らな い。
一 死亡 した 者の 氏名 、生年 月日 、死 亡の 当時有 して いた 住所 及び 個
人番 号
二 請 求者 及び 請求 者以 外の遺 族年 金を 受け るこ とが でき る遺族 の氏
名 、生 年月 日、住 所及 び個 人番 号並 びに 死亡し た者 との 身分 関係
三 死 亡し た者 に係る 遺族 年金 の支 給を受 ける こと がで きた 先順位 者
の氏 名、 生年 月日 、当 該先順 位者 がそ の死 亡の 当時 有して いた 住所
及び 個人 番号 並びに 当該 先順 位者 が死 亡した 年月 日
（略）
２
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第十 一条 の二 十 令第 二十六 条第 三項 第一 号の 規定に より 遺族 一時 金の
支 給を受 けよ うと する 者は、 次の 各号 に掲 げる 事項を 記載 した 請求 書
を市 町村 長に 提出し なけ れば なら ない 。
一 死 亡し た者 の氏 名、 生年月 日及 び死 亡の 当時 有して いた 住所

２

２

２

二 請 求者 及び請 求者 以外 の遺 族一 時金 を受け るこ とが でき る遺 族の
氏名 、生 年月 日及び 住所 並び に予 防接 種を 受けた こと によ り死 亡し
た者 との 身分関 係
三・ 四 （略）
（ 略）

第十 一条 の二 十一 令第 二十 六条 第三 項第 二号の 規定 によ り遺 族一 時金
の支 給を 受けよ うと する 者は 、次 の各号 に掲 げる 事項 を記 載した 請求
書 を市 町村 長に 提出 しな ければ なら ない 。
一 死 亡し た者 の氏 名、 生年月 日、 死亡 の当 時有 してい た住 所及 び個
人番 号
二 請求 者及 び請 求者 以外 の遺族 一時 金を 受け るこ とがで きる 遺族 の
氏名 、生 年月 日、住 所及 び個 人番 号並 びに予 防接 種を 受け たこ とに
より 死亡し た者 との 身分 関係
三 予 防接 種を 受け たこ とによ り死 亡し た者 に係 る遺 族年金 の支 給を
受 けてい た者 の氏 名、 生年 月日、 その 者が その 死亡 の当 時有し てい
た住 所及 び個 人番 号並 びにそ の者 が死 亡し た年 月日
（略 ）

第十 一条の 二十 令 第二 十六 条第三 項第 一号 の規 定に より遺 族一 時金 の
支 給を 受け よう とす る者 は、次 の各 号に 掲げ る事 項を 記載 した請 求書
を 市町 村長 に提 出し なけれ ばな らな い。
一 死 亡し た者の 氏名 、生 年月 日、死 亡の 当時 有し てい た住所 及び 個
人番 号
二 請求 者及び 請求 者以 外の 遺族 一時金 を受 ける こと がで きる遺 族の
氏名、 生年 月日 、住 所及 び個人 番号 並び に予 防接 種を受 けた こと に
よ り死 亡し た者と の身 分関 係
三 ・四 （ 略）
（略 ）

２

第 十一 条の二 十三 未 支給 の給付 を受 けよ うと する 者は、 次の 各号 に掲
げ る事 項を記 載し た請 求書 を市 町村長 に提 出し なけ れば ならな い。
一 給付 を受 ける こと ができ た者 で死 亡し たも の（以 下「 支給 前死 亡
者」 とい う。） の氏 名及 び生 年月 日
二 請 求者 の氏 名、 住所及 び支 給前 死亡 者と の身分 関係
三 ・四 （ 略）

二 請 求者 及び 請求 者以外 の遺 族一 時金 を受 けるこ とが でき る遺 族の
氏 名、 生年月 日及 び住 所並 びに 予防接 種を 受け たこ とに より死 亡し
た者 との 身分 関係
三 予防 接種 を受 けた ことに より 死亡 した 者に 係る遺 族年 金の 支給 を
受け てい た者の 氏名 、生 年月 日及 びその 者が その 死亡 の当 時有し て
いた住 所並 びに その 者が 死亡し た年 月日
（ 略）

第 十一 条の 二十一 令 第二 十六 条第 三項第 二号 の規 定に より 遺族一 時金
の 支給 を受 けよう とす る者 は、 次の 各号 に掲げ る事 項を 記載 した 請求
書 を市町 村長 に提 出し なけ ればな らな い。
一 死亡 した 者の 氏名、 生年 月日 及び 死亡 の当時 有し てい た住 所

第十 一条 の二 十三 未支 給の 給付 を受 けよう とす る者 は、 次の 各号に 掲
げる事 項を 記載 した 請求 書を市 町村 長に 提出 しな けれ ばな らない 。
一 給 付を 受け るこ とが できた 者で 死亡 した もの （以 下「支 給前 死亡
者 」とい う。 ）の 氏名 、生 年月日 及び 個人 番号
二 請 求者の 氏名 、住 所、 個人 番号及 び支 給前 死亡 者と の身分 関係
三・ 四 （略 ）
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（略 ）

２・ ３

（ 略）

２・３
第十 一条 の二 十六

（新 設）

こ の省 令の 規定に より 同時 に二 以上 の請求 書又 は届 書を 提出す る場
合 にお いて 、一の 請求 書又 は届 書に 添え なけれ ばな らな い書 類に より
、 他の 請求書 又は 届書 に添 えな ければ なら ない 書類 に係 る事項 を明 ら
かに する こと がで きると きは 、他 の請 求書 又は届 書の 余白 にそ の旨 を
記載 して 、他の 請求 書又 は届 書に 添えな けれ ばな らな い当該 書類 は省
略 する こと がで きる 。同一 の世 帯に 属す る二 人以上 の者 が同 時に 請求
書 又は 届書 を提出 する 場合 にお ける 他方 の請 求書又 は届 書に つい ても
、 同様 とす る

第 十一 条の 二十 六 市 町村 長は 、こ の省 令の規 定に より 請求 書又 は届書
に 添え なけ れば なら ない書 類に より 証明 すべ き事実 を公 簿等 によ って
確 認す るこ とがで きる とき は、 当該書 類を 省略 させ るこ とがで きる 。
２ この 省令 の規 定に より同 時に 二以 上の 請求 書又は 届書 を提 出す る場
合に おい て、一 の請 求書 又は 届書 に添え なけ れば なら ない 書類に より
、他の 請求 書又 は届 書に 添えな けれ ばな らな い書 類に 係る 事項を 明ら
か にす るこ とが でき ると きは、 他の 請求 書又 は届 書の余 白に その 旨を
記 載し て、 他の 請求書 又は 届書 に添 えな ければ なら ない 当該 書類 は省
略 するこ とが でき る。 同一 の世帯 に属 する 二人 以上 の者が 同時 に請 求
書又 は届 書を 提出 する場 合に おけ る他 方の 請求書 又は 届書 につ いても
、同 様とす る。
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正

案

三～五

（ 略）

現

行

（傍線の部分は改正部分）

（身 体障 害者 手帳 交付台 帳の 記載 事項 ）
第六 条 令第 九条 第一 項の規 定に より 身体 障害 者手帳 交付 台帳 に記 載す
べ き事項 は、 次の とお りと する。
一 （略 ）
二 身体障 害者 の氏 名、 住所 及び生 年月 日

○身体障害者福祉法施行規則（昭和二十五年厚生省令第十五号）（第九条関係）

改
（身 体障 害者 手帳 交付台 帳の 記載 事項 ）
第六 条 令第九 条第 一項 の規 定によ り身 体障 害者 手帳 交付台 帳に 記載 す
べ き事 項は 、次 のと おり とする 。
一 （ 略）
二 身 体障 害者の 氏名 、住 所、 生年 月日及 び個 人番 号（ 行政 手続に お
ける 特定 の個 人を 識別 するた めの 番号 の利 用等 に関す る法 律（ 平成
二十 五年 法律 第二十 七号 ）第 二条 第五 項に規 定す る個 人番 号を いう
。）
三～五 （ 略）
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正

案

行

（傍線の部分は改正部分）

第 二十 六条 令第 七条 第一 項の 規定 により 精神 障害 者保 健福 祉手帳 交付
台 帳に 記載 すべき 事項 は、 次の とお りと する。
一 精 神障 害者 の氏 名、住 所及 び生 年月 日
二 ～四 （ 略）

現

○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則（昭和二十五年厚生省令第三十一号）（第十条関係）

改
第二 十六 条 令第 七条第 一項 の規 定に より 精神障 害者 保健 福祉 手帳 交付
台帳 に記 載すべ き事 項は 、次 のとお りと する 。
一 精 神障 害者 の氏 名、 住所、 生年 月日 及び 個人 番号（行政手続にお
ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二
十五年法律第二十七号）第二条第五項に規定する個人番号をいう。）
二 ～四 （ 略）
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正

案

一 ～三

（略 ）

行

（傍線の部分は改正部分）

第 二十 三条 法第 四十 五条 第一 項の 厚生労 働省 令で 定め る書 類は、 第一
号 又は 第二 号に掲 げる 書類 及び 第三 号に 掲げる 書類 とす る。

現

○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則（昭和二十五年厚生省令第三十一号）（第十一条関係）

改
第二 十三 条 法第 四十五 条第 一項 の厚 生労 働省令 で定 める 書類 は、 第一
号又 は第 二号に 掲げ る書 類及 び第三 号に 掲げ る書 類と する 。ただ し、
都 道府 県知 事（ 地方 自治 法（昭 和二 十二 年法 律第 六十 七号 ）第二 百五
十 二条 の十 九第 一項 の指 定都市 （以 下こ の条 にお いて「 指定 都市 」と
い う。 ）に おいて は、 指定 都市 の長 。第三 十条 にお いて 同じ 。）は 、
当 該書類 によ り証 明す べき事 実を 公簿 等に よつ て確認 する こと がで き
ると きは 、当 該書類 を省 略さ せる こと ができ る。
一～三 （ 略）
第 三十 条 都道 府県知 事は 、精 神障 害者 保健福 祉手 帳を 破り 、又 は汚し
た 者に 対す る令 第十 条第一 項の 規定 によ る精 神障害 者保 健福 祉手 帳の
再 交付 につ いては 、先 に交 付し た精 神障害 者保 健福 祉手 帳と引 換え に
行わ なけ れば なら ない 。

第三 十条 都 道府県 知事 （地 方自 治法 （昭 和二 十二年 法律 第六 十七 号）
第二 百五 十二 条の十 九第 一項 の指 定都 市（以 下こ の条 にお いて 「指定
都市」 とい う。 ）に おい ては、 指定 都市 の長 ）は 、精神 障害 者保 健福
祉 手帳 を破 り、 又は汚 した 者に 対す る令 第十 条第一 項の 規定 によ る精
神障 害者 保健福 祉手 帳の 再交 付に ついて は、 先に 交付 した 精神障 害者
保健福 祉手 帳と 引換 えに 行わな けれ ばな らな い。
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正

案

３～４

（略）

現

行

（傍線の部分は改正部分）

（遺族年金又は遺族給与金の額の改定）
第二十八条の二 （略）
２ 前項の請求書には、先順位者が法第三十一条の規定により遺族年金又
は遺族給与金を受ける権利を失つたことを認めることができる書類を添
えなければならない。

○戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則（昭和二十七年厚生省令第十六号）（第十二条関係）

改
（遺族年金又は遺族給与金の額の改定）
第二十八条の二 （略）
２ 前項の請求書には、先順位者が法第三十一条の規定により遺族年金又
は遺族給与金を受ける権利を失つたことを認めることができる書類を添
えなければならない。ただし、国内に住所を有する先順位者が同条第一
項第一号の規定により当該権利を失つたときは、この限りでない。
３～４ （略）
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正

案

現

行

（傍線の部分は改正部分）

（ 年金 たる 保険給 付の 受給 権者 の定 期報 告）
第二 十一 条 （略 ）
２～ ４ （略 ）
５ 第二 項第 一号の 規定 にか かわ らず 、厚生 労働 大臣 が住 民基 本台帳 法
（昭 和四十 二年 法律 第八 十一 号）第 三十 条の 七第 三項 の規定 によ り都
道 府県 知事 （同 法第三 十条 の十 第一 項の 規定 により 指定 情報 処理 機関
に 行わ せる ことと した 場合 にあ つて は、 指定 情報処 理機 関） から 当該
障 害補 償年金 又は 障害 年金 の受 給権者 に係 る本 人確 認情 報の提 供を 受
ける とき は、 第一 項の 報告書 には 、第 二項 第一 号に掲 げる 書類 を添 え
る こと を要 しない 。

○労働者災害補償保険法施行規則（昭和三十年労働省令第二十二号）（第十四条関係）

改
（年 金た る保 険給 付の受 給権 者の 定期 報告 ）
第二 十一 条 （ 略）
２ ～４ （ 略）
５ 第 二項第 一号 の規 定に かか わらず 、厚 生労 働大 臣が 住民 基本台 帳法
（ 昭和 四十 二年法 律第 八十 一号 ）第 三十条 の九 の規 定に より 地方公 共
団 体情報 シス テム 機構 から当 該障 害補 償年 金又 は障害 年金 の受 給権 者
に係 る同 条に 規定す る機 構保 存本 人確 認情報 の提 供を 受け ると きは、
第一項 の報 告書 には 、第 二項第 一号 に掲 げる 書類 を添 える ことを 要し
な い。
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案

○労働者災害補償保険法施行規則（昭和三十年労働省令第二十二号）（第十五条関係）

正

現

二・ 三
４・ ５

改
（未 支給 の保 険給 付）
第十 条 （略）
２ （ 略）
３ 前 項の請 求書 には 、次 に掲 げる書 類そ の他 の資 料を 添え なけれ ばな
ら ない 。
一 受給 権者 の死 亡に 関して 市町 村長 に提 出し た死亡 診断 書、 死体 検
案書 若し くは 検視調 書に 記載 して ある 事項に つい ての 市町 村長 の証
明書又 はこ れに 代わ るべ き書類 （未 支給 の保 険給 付が年 金た る保 険
給 付で ある とき は、厚 生労 働大 臣が 住民 基本台 帳法 （昭 和四 十二年
法 律第八 十一 号） 第三 十条 の九の 規定 によ りそ の者 に係 る機構 保存
本人 確認 情報 （同 条に 規定す る機 構保 存本 人確 認情 報を いう。 以下
同じ 。） の提 供を 受ける こと がで きる とき は、こ の限 りで ない 。）
二・ 三 （略）
４ ・５ （ 略）

二～ 七 （略 ）
２～ ４ （ 略）

行

（傍線の部分は改正部分）

（ 未支 給の 保険給 付）
第十 条 （略 ）
２ （略 ）
３ 前項 の請 求書に は、 次に 掲げ る書 類その 他の 資料 を添 えな ければ な
らな い。
一 受 給権 者の 死亡に 関し て市 町村 長に 提出 した死 亡診 断書 、死 体検
案 書若 しくは 検視 調書 に記 載し てある 事項 につ いて の市町 村長 の証
明書 又は これ に代 わるべ き書 類

（ 障害 補償 給付 の請 求）
第 十四条 の二 （ 略）
一 労働 者の 氏名 、生 年月 日、住 所及 び行 政手 続に おける 特定 の個 人
を識 別す るた めの 番号の 利用 等に 関す る法 律（平 成二 十五 年法 律第
二十 七号） 第二 条第 五項 に規 定する 個人 番号 （以 下「 個人番 号」 と
い う。 ）
二 ～七 （ 略）
２～ ４ （略 ）

（ 遺族 補償 年金 の請 求）
第 十五 条の二 （ 略）

（障 害補 償給 付の 請求）
第十 四条 の二 （略 ）
一 労 働者 の氏 名、 生年月 日及 び住 所

（略 ）
（略 ）

（ 遺族補 償年 金の 請求 ）
第十 五条 の二 （略 ）
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（ 傷病 補償 年金 の支 給の 決定等 ）
第 十八 条の二 （ 略）
２ （略 ）
一 労働 者の 氏名 、生 年月日 、住 所及 び個 人番 号
二～ 五 （略 ）
３・４ （ 略）

２

第 十五 条の 四 （略 ）
一 （ 略）
二 請 求人 の氏名 、生 年月 日、 住所 、個人 番号 及び 死亡 した 労働者 と
の関 係
三・ 四 （略 ）
（略）

２

第十五 条の 三 （略 ）
一 （ 略）
二 請 求人 の氏 名、生 年月 日、 住所 、個 人番号 及び 死亡 した 労働 者と
の続 柄
三・ 四 （略 ）
（略）

一 死 亡し た労 働者 の氏 名、生 年月 日及 び個 人番 号
二 請 求人 及び 請求 人以 外の遺 族補 償年 金を 受け るこ とがで きる 遺族
の 氏名、 生年 月日 、住 所、 死亡し た労 働者 との 関係 及び 前条に 規定
する 障害 の状 態の 有無 並びに 請求 人の 個人 番号
三～ 八 （略 ）
２・ ３ （略）

（ 年金た る保 険給 付の 受給権 者の 定期 報告 ）
第二 十一 条 （略）
２ 前 項の 報告 書に は、 指定日 前一 月以 内に 作成 された 次に 掲げ る書 類

（ 傷病補 償年 金の 支給 の決 定等）
第十 八条 の二 （略 ）
２ （略）
一 労 働者 の氏 名、生 年月 日及 び住 所
二 ～五 （ 略）
３・ ４ （略 ）

２

２

一 死 亡した 労働 者の 氏名 及び 生年月 日
二 請求 人及 び請 求人 以外の 遺族 補償 年金 を受 けるこ とが でき る遺 族
の氏 名、 生年月 日、 住所 、死 亡し た労働 者と の関 係及 び前 条に規 定
する障 害の 状態 の有 無
三 ～八 （ 略）
２・ ３ （略 ）

三 ・四 （ 略）
（略 ）

第十 五条 の四 （略 ）
一 （略 ）
二 請求人 の氏 名、 生年 月日 、住所 及び 死亡 した 労働 者との 関係

三 ・四 （ 略）
（略 ）

第十 五条 の三 （略 ）
一 （略 ）
二 請求 人の氏 名、 生年 月日 、住 所及び 死亡 した 労働 者との 続柄

（ 年金 たる 保険 給付 の受 給権者 の定 期報 告）
第 二十 一条 （略 ）
２ 前項 の報 告書 には 、指 定日前 一月 以内 に作 成さ れた 次に掲 げる 書類
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を添え なけ れば なら ない 。
一 障 害補 償年 金又 は障 害年金 の受 給権 者に あつ ては 、その 住民 票の
写 し又は 戸籍 の抄 本（ 厚生 労働大 臣が 住民 基本 台帳 法第 三十条 の九
の規 定に より 当該 受給 権者に 係る 機構 保存 本人 確認 情報 の提供 を受
ける こと がで きる ときは 、こ の限 りで ない 。）
二・ 三 （略）
３ ・４ （ 略）
（ 削除 ）

（ 年金 たる 保険 給付 の受給 権者 の届 出）
第二 十一 条の 二 （略 ）
一 受給 権者 の氏 名、 住所及 び個 人番 号に 変更 があつ た場 合並 びに 新
たに 個人 番号の 通知 を受 けた 場合
二～七 （ 略）
２ ・３ （ 略）
４ 第一 項又 は前 項の 届出 をする 場合 には 、当 該文 書に 、そ の事実 を証
明 するこ とが でき る書 類そ の他の 資料 を添 えな けれ ばなら ない 。た だ
し、 前項 の届 出に ついて 、厚 生労 働大 臣が 住民基 本台 帳法 第三 十条 の
九の 規定に より 当該 受給 権者 に係る 機構 保存 本人 確認 情報 の提供 を受
け るこ とが でき ると きは 、この 限り でな い。
（ 略）
５

を 添え なけれ ばな らな い。
一 障害 補償 年金 又は 障害年 金の 受給 権者 にあ つては 、そ の住 民票 の
写し 又は 戸籍の 抄本

二 ・三 （ 略）
３・ ４ （略 ）
５ 第二 項第 一号の 規定 にか かわ らず 、厚生 労働 大臣 が住 民基 本台帳 法
（ 昭和 四十 二年法 律第 八十 一号 ）第 三十条 の九 の規 定に より 地方公 共
団 体情報 シス テム 機構 から当 該障 害補 償年 金又 は障害 年金 の受 給権 者
に係 る同 条に 規定す る機 構保 存本 人確 認情報 の提 供を 受け ると きは、
第一項 の報 告書 には 、第 二項第 一号 に掲 げる 書類 を添え るこ とを 要し
な い。

（年 金た る保 険給付 の受 給権 者の 届出 ）
第二十 一条 の二 （ 略）
一 受 給権 者の 氏名及 び住 所に 変更 があ つた 場合

（略 ）

二 ～七 （略 ）
２・ ３ （略 ）
４ 第一 項又は 前項 の届 出を する 場合に は、 当該 文書 に、 その事 実を 証
明 する こと がで きる 書類そ の他 の資 料を 添え なけれ ばな らな い。

５
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正

案

（ 略）

現

（ 傷病 補償 年金の 支給 の決 定等 ）

一 ～八

行

（傍線の部分は改正部分）

（遺 族補 償年金 の請 求）
第 十五 条の 二 （略 ）
２ （ 略）
３ 第一 項の 請求 書に は、次 に掲 げる 書類 その 他の資 料を 添え なけ れば
な らない 。

（ 障害 補償 給付の 請求 ）
第十 四条 の二 （ 略）
一 労働 者の 氏名 、生 年月 日、住 所及 び行 政手 続に おける 特定 の個 人
を識 別す るため の番 号の 利用 等に 関す る法律 （平 成二 十五 年法 律第
二十 七号） 第二 条第 五項 に規 定する 個人 番号 （以 下「 個人番 号」 と
い う。 ）
二 ～七 （ 略）
２・ ３ （略 ）
４ 第一 項第 六号に 規定 する 場合 に該 当す ると きは、 同項 の請 求書 には
、前 項の 診断書 その 他の 資料 のほ か、当 該厚 生年 金保 険の 障害厚 生年
金等の 支給 額を 証明 する ことが でき る書 類を 添えな けれ ばな らな い。

○労働者災害補償保険法施行規則（昭和三十年労働省令第二十二号）（第十六条関係）

改
（障 害補 償給 付の 請求）
第十 四条 の二 （略 ）
一 労 働者 の氏 名、 生年 月日、 住所 及び 行政 手続 にお ける 特定の 個人
を 識別 するた めの 番号 の利 用等 に関す る法 律（ 平成 二十 五年法 律第
二十 七号 。以 下「 番号 利用法 」と いう 。） 第二 条第 五項 に規定 する
個人 番号 （以 下「 個人 番号」 とい う。 ）
二～ 七 （略 ）
２・３ （ 略）
４ 第 一項 第六 号に規 定す る場 合に 該当 すると きは 、同 項の 請求書 には
、 前項 の診 断書 その他 の資 料の ほか 、当 該厚生 年金 保険 の障 害厚 生年
金 等の 支給額 を証 明す るこ とが できる 書類 を添 えな けれ ばなら ない 。
ただ し、 厚生 労働 大臣が 番号 利用 法第 二十 二条第 一項 の規 定に より 当
該書 類と 同一の 内容 を含 む特 定個 人情報 （番 号利 用法 第二 条第八 項に
規 定す る特 定個 人情 報を いう。 以下 同じ 。） の提 供を 受け ること がで
き ると きは 、こ の限 りで ない。
（ 遺族 補償 年金 の請求 ）
第十 五条 の二 （ 略）
２ （略 ）
３ 第一項 の請 求書 には 、次 に掲げ る書 類そ の他 の資 料を添 えな けれ ば
な らな い。 ただ し、 厚生 労働大 臣が 番号 利用 法第 二十 二条 第一項 の規
定 によ り当 該書 類と 同一の 内容 を含 む特 定個 人情報 の提 供を 受け るこ
と がで きる ときは 、こ の限 りで ない 。
一～ 八 （略 ）
（傷 病補 償年 金の支 給の 決定 等）
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第十八 条の 二 （略 ）
２ ・３ （ 略）
４ 第二 項第 四号 に規 定す る場合 に該 当す ると きは 、同 項の 届書に は、
前 項の 診断書 その 他の 資料 のほ か、当 該厚 生年 金保 険の 障害厚 生年 金
等の 支給 額を 証明 するこ とが でき る書 類を 添えな けれ ばな らな い。 た
だし 、厚 生労働 大臣 が番 号利 用法第 二十 二条 第一 項の 規定 により 当該
書 類と 同一 の内 容を 含む 特定個 人情 報の 提供 を受 ける こと ができ ると
き は、 この 限り でな い。

第十 八条 の二 （ 略）
２・ ３ （略 ）
４ 第二 項第四 号に 規定 する 場合 に該当 する とき は、 同項 の届書 には 、
前項の 診断 書そ の他 の資料 のほ か、 当該 厚生 年金保 険の 障害 厚生 年金
等 の支 給額 を証明 する こと がで きる 書類 を添 えなけ れば なら ない 。

（略 ）

（年 金たる 保険 給付 の受 給権 者の定 期報 告）
第 二十 一条 （ 略）
２ （ 略）
３ 第一 項第 三号 に規 定する 場合 に該 当す ると きは、 同項 の報 告書 には
、 前項の 書類 のほ か、 当該 厚生年 金保 険の 障害 厚生年 金等 又は 厚生 年
金保 険の 遺族 厚生年 金等 の支 給額 を証 明する こと がで きる 書類 を添え
なけれ ばな らな い。

４

（ 年金 たる 保険給 付の 受給 権者 の定 期報 告）
第二 十一 条 （略 ）
２ （略 ）
３ 第一項 第三 号に 規定 する 場合に 該当 する とき は、 同項の 報告 書に は
、 前項 の書 類の ほか 、当 該厚生 年金 保険 の障 害厚 生年 金等 又は厚 生年
金 保険 の遺 族厚 生年 金等の 支給 額を 証明 する ことが でき る書 類を 添え
な けれ ばな らない 。た だし 、厚 生労 働大臣 が番 号利 用法 第二十 二条 第
一項 の規 定に より 当該 書類と 同一 の内 容を 含む 特定個 人情 報の 提供 を
受け るこ とがで きる とき は、 この 限りで ない 。
（ 略）
４

５

（略 ）

（年 金た る保 険給 付の 受給権 者の 届出 ）
第二 十一 条の 二 （ 略）
２・３ （ 略）
４ 第 一項 又は前 項の 届出 をす る場 合には 、当 該文 書に 、そ の事実 を証
明 する こと ができ る書 類そ の他 の資 料を 添えな けれ ばな らな い。 ただ
し 、前 項の届 出に つい て、 厚生労 働大 臣が 住民 基本 台帳法 第三 十条 の
九の 規定 によ り当 該受給 権者 に係 る機 構保 存本人 確認 情報 の提 供を 受
ける ことが でき ると きは 、こ の限り でな い。

（ 年金 たる 保険 給付の 受給 権者 の届 出）
第 二十一 条の 二 （略 ）
２・ ３ （略 ）
４ 第一 項又 は前 項の 届出を する 場合 には 、当該 文書 に、 その 事実 を証
明す るこ とがで きる 書類 その 他の 資料を 添え なけ れば なら ない。 ただ
し 、第 一項 の届 出に つい て、厚 生労 働大 臣が 番号 利用 法第 二十二 条第
一 項の 規定 によ り当 該書 類と同 一の 内容 を含 む特 定個人 情報 の提 供を
受 ける こと がで きると き又 は前 項の 届出に つい て、 厚生 労働 大臣が 住
民 基本台 帳法 第三 十条 の九 の規定 によ り当 該受 給権 者に係 る機 構保 存
本人 確認 情報 の提供 を受 ける こと がで きると きは 、こ の限 りで ない。
（略）
５
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正

案

○国民健康保険法施行規則（昭和三十三年厚生省令第五十三号）（第十七条関係）

改

現

行

（傍線の部分は改正部分）

（ 資格 取得 の届出 ）
第二 条 市町 村の 区域 内に住 所を 有す るに 至つ たため 、被 保険 者の 資格
を 取得し た者 があ ると きは 、その 者の 属す る世 帯の 世帯主 は、 十四 日
以内 に、 次に 掲げる 事項 を記 載し た届 書を、 市町 村に 提出 しな ければ
なら ない。
一 被 保険 者の 資格を 取得 した 者の 氏名 、性 別、生 年月 日、 世帯 主と
の 続柄 、現住 所及 び従 前の 住所 並びに 職業

四 ・五 （ 略）
２・ ３ （略 ）

二 （ 略）
三 そ の世 帯に既 に被 保険 者の 資格 を取 得し ている 者が ある 場合 にあ
つて は、 その 旨及 び被 保険者 証の 記号 番号 （そ の世帯 の世 帯主 に被
保険 者証 が交 付され ず、 被保 険者 資格 証明 書が交 付さ れて いる とき
は、 その 旨及び 被保 険者 資格 証明 書の 記号番 号、 その 世帯 主に 被保
険者 証及び 被保 険者 資格 証明 書が交 付さ れて いる とき は、そ の旨 及
び 被保 険者 証の 記号番 号。 以下 同じ 。） 、その 世帯 に被 保険 者の 資
格 を取 得して いる 者が ない 場合 にあつ ては 、そ の旨

四・ 五 （ 略）
２ ・３ （ 略）

（修 学中 の者 に関 する届 出）
第五 条 被 保険 者が 、法 第百 十六条 の規 定の 適用 を受 けるに 至つ たと き
は 、当 該被 保険 者が 属する もの とみ なさ れる 世帯の 世帯 主は 、次 に掲
げ る事 項を 記載し た届 書を 、市 町村 に提 出し なけれ ばな らな い。

（資 格取 得の 届出 ）
第二 条 市町村 の区 域内 に住 所を有 する に至 つた ため 、被保 険者 の資 格
を 取得 した 者が ある とき は、そ の者 の属 する 世帯 の世 帯主 は、十 四日
以 内に 、次 に掲 げる 事項 を記載 した 届書 を、 市町 村に提 出し なけ れば
な らな い。
一 被保 険者 の資 格を 取得し た者 の氏 名、 性別 、生年 月日 、行 政手 続
にお ける 特定 の個人 を識 別す るた めの 番号の 利用 等に 関す る法 律（
平成二 十五 年法 律第 二十 七号） 第二 条第 五項 に規 定する 個人 番号 （
以 下「 個人 番号 」とい う。 ）、 世帯 主と の続柄 、現 住所 及び 従前の
住 所並び に職 業
二 （ 略）
三 その 世帯 に既 に被保 険者 の資 格を 取得 してい る者 があ る場 合に あ
つて は、 その旨 及び 被保 険者 証の 記号番 号（ その 世帯 の世帯 主に 被
保 険者 証が 交付 され ず、被 保険 者資 格証 明書 が交付 され てい ると き
は 、そ の旨及 び被 保険 者資 格証 明書の 記号 番号 、そ の世 帯主に 被保
険者 証及 び被 保険 者資 格証明 書が 交付 され てい ると きは 、その 旨及
び被 保険 者証 の記 号番 号。以 下同 じ。 ）及 び個 人番号 、そ の世 帯に
被保 険者 の資 格を取 得し てい る者 がな い場合 にあ つて は、 その 旨

（ 修学 中の 者に 関す る届 出）
第五 条 被保 険者 が、 法第 百十六 条の 規定 の適 用を 受け るに 至つた とき
は 、当該 被保 険者 が属 する ものと みな され る世 帯の 世帯主 は、 次に 掲
げる 事項 を記 載した 届書 を、 市町 村に 提出し なけ れば なら ない 。
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２

２

２

一 被 保険者 が、 法第 百十 六条 の規定 の適 用を 受け るに 至つた 年月 日
二 被保 険者 の氏 名及 び住所
三・ 四 （略）
（ 略）

（病 院等 に入 院、 入所 又は入 居中 の者 に関 する 届出）
第五 条の 二 被 保険 者が 、法 第百 十六条 の二 第一 項本 文若 しくは 第二 項
の規定 の適 用を 受け るに 至つた とき 、又 は同 項の 規定 の適 用を受 ける
に 至つ た際 現に 入院 等（ 同条第 一項 に規 定す る入 院等を いう 。以 下こ
の 項に おい て同 じ。） をし てい る病 院等 （同条 第一 項に 規定 する 病院
等 をいう 。以 下こ の項 にお いて同 じ。 ）か ら継 続し て他の 病院 等に 入
院等 をす るこ とに よりそ れぞ れの 病院 等の 所在す る場 所に 順次 住所を
変更 （以下 この 項に おい て「 継続住 所変 更」 とい う。 ）し たとき は、
入 院等 をし た際 現に 当該 被保険 者が 属し てい た世 帯の 世帯 主及び 当該
入 院等 をし たこ とに より当 該被 保険 者が 属す ること とな つた 世帯 の世
帯 主は 、そ れぞれ 、十 四日 以内 に、 次に掲 げる 事項 を記 載した 届書 を
、市 町村 に提 出し なけ ればな らな い。
一 被保 険者が 、法 第百 十六 条の 二第一 項本 文若 しく は第 二項の 規定
の適用 を受 ける に至 つた 年月日 又は 継続 住所 変更 をした 年月 日
二 被 保険 者の 氏名 、住 所及び 個人 番号
三 ・四 （ 略）
（略 ）

一 被 保険 者が 、法 第百 十六条 の規 定の 適用 を受 ける に至 つた年 月日
二 被 保険 者の 氏名 、住 所及び 個人 番号
三 ・四 （ 略）
（略 ）

２

（ 障害 者支 援施設 等に 入所 又は 入院 中の 者に 関する 届出 ）
第 五条の 四 四十 歳以 上六 十五歳 未満 の被 保険 者が 、介護 保険 法施 行法
（ 平成 九年法 律第 百二 十四 号）第 十一 条第 一項 の規 定の適 用を 受け る
に至 つた とき は、 当該被 保険 者の 属す る世 帯の世 帯主 は、 十四 日以 内
に、 次に掲 げる 事項 を記 載し た届書 を、 市町 村に 提出 しなけ れば なら
な い。
一 被 保険 者が、 介護 保険 法施 行法 第十 一条 第一項 の規 定の 適用 を受
ける に至 つた 年月 日

（ 病院 等に 入院 、入所 又は 入居 中の 者に 関す る届出 ）
第 五条の 二 被保 険者 が、 法第百 十六 条の 二第 一項 本文若 しく は第 二項
の 規定 の適用 を受 ける に至 つた とき、 又は 同項 の規 定の 適用を 受け る
に至 つた 際現 に入 院等（ 同条 第一 項に 規定 する入 院等 をい う。 以下 こ
の項 にお いて同 じ。 ）を して いる 病院等 （同 条第 一項 に規定 する 病院
等 をい う。 以下 この 項にお いて 同じ 。） から 継続し て他 の病 院等 に入
院 等を する ことに より それ ぞれ の病 院等 の所 在する 場所 に順 次住 所を
変 更（ 以下 この項 にお いて 「継 続住 所変更 」と いう 。） した ときは 、
入 院等を した 際現 に当 該被 保険者 が属 して いた 世帯の 世帯 主及 び当 該
入院 等を した ことに より 当該 被保 険者 が属す るこ とと なつ た世 帯の世
帯主は 、そ れぞ れ、 十四 日以内 に、 次に 掲げ る事 項を記 載し た届 書を
、 市町 村に 提出 しなけ れば なら ない 。
一 被 保険 者が、 法第 百十 六条 の二 第一 項本文 若し くは 第二 項の 規定
の適 用を 受け るに 至つた 年月 日又 は継 続住 所変更 をし た年 月日
二 被保 険者 の氏 名及び 住所
三・ 四 （略）
（ 略）

（障 害者 支援 施設 等に 入所又 は入 院中 の者 に関す る届 出）
第五 条の 四 四 十歳 以上 六十 五歳 未満の 被保 険者 が、 介護 保険法 施行 法
（ 平成 九年 法律 第百 二十 四号） 第十 一条 第一 項の 規定 の適 用を受 ける
に 至つ たと きは 、当 該被 保険者 の属 する 世帯 の世 帯主は 、十 四日 以内
に 、次 に掲 げる 事項を 記載 した 届書 を、市 町村 に提 出し なけ ればな ら
な い。
一 被保 険者 が、介 護保 険法 施行 法第 十一条 第一 項の 規定 の適 用を受
ける に至つ た年 月日
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（特 別の 事情 に関 する届 出）
第五 条の 八 世 帯主 は、 市町 村から 求め があ つた 場合 におい て、 令第 一
条 に定 める 特別 の事 情が あると きは 、直 ちに 、次 に掲 げる 事項を 記載
し た届 書を 、市 町村 に提 出しな けれ ばな らな い。
一 世 帯主 の氏名 、住 所及 び個 人番 号
二 ・三 （略 ）
２・ ３ （略 ）

２

（ 原爆 一般 疾病医 療費 の支 給等 に関 する届 出）
第五 条の 九 世帯主 は、 市町 村か ら求 めが あつ た場合 にお いて 、そ の世
帯に 属す る原 爆一般 疾病 医療 費の 支給 等を受 ける こと がで きる 被保険
者があ ると きは 、直 ちに 、次に 掲げ る事 項を 記載 した届 書を 、市 町村
に 提出 しな けれ ばなら ない 。
一 原 爆一 般疾病 医療 費の 支給 等を 受け ること がで きる 被保 険者 の氏
名及 び住 所
二・ 三 （略 ）
２ 世帯 主は、 被保 険者 資格 証明 書の交 付を 受け てい る場 合にお いて 、
そ の世 帯に 属す る被 保険者 が原 爆一 般疾 病医 療費の 支給 等を 受け るこ
と がで きる 者とな つた とき は、 直ち に、 次に 掲げる 事項 を記 載し た届
書 を、 市町 村に提 出し なけ れば なら ない。
一 原爆 一般 疾病 医療 費の 支給等 を受 ける こと がで きる者 とな つた 被
保険 者の 氏名及 び住 所
二・ 三 （ 略）
３ ・４ （ 略）

（ 特別 の事 情に関 する 届出 ）
第五 条の 八 世帯 主は 、市町 村か ら求 めが あつ た場合 にお いて 、令 第一
条 に定め る特 別の 事情 があ るとき は、 直ち に、 次に 掲げる 事項 を記 載
した 届書 を、 市町村 に提 出し なけ れば ならな い。
一 世帯主 の氏 名及 び住 所
二 ・三 （ 略）
２ ・３ （略 ）

２

二 被 保険者 の氏 名及 び住 所
三・ 四 （略 ）
（略 ）

（原 爆一般 疾病 医療 費の 支給 等に関 する 届出 ）
第 五条 の九 世 帯主は 、市 町村 から 求め があつ た場 合に おい て、 その世
帯 に属 する 原爆 一般 疾病医 療費 の支 給等 を受 けるこ とが でき る被 保険
者 があ ると きは、 直ち に、 次に 掲げ る事項 を記 載し た届 書を、 市町 村
に提 出し なけ れば なら ない。
一 原爆 一般疾 病医 療費 の支 給等 を受け るこ とが でき る被 保険者 の氏
名、住 所及 び個 人番 号
二 ・三 （ 略）
２ 世帯 主は 、被 保険 者資 格証明 書の 交付 を受 けて いる 場合 におい て、
そ の世帯 に属 する 被保 険者 が原爆 一般 疾病 医療 費の 支給等 を受 ける こ
とが でき る者 とな つたと きは 、直 ちに 、次 に掲げ る事 項を 記載 した 届
書を 、市町 村に 提出 しな けれ ばなら ない 。
一 原 爆一 般疾 病医 療費 の支給 等を 受け るこ とが でき る者 となつ た被
保 険者 の氏名 、住 所及 び個 人番 号
二 ・三 （ 略）
３・ ４ （略 ）

（ 被保 険者 証の再 交付 及び 返還 ）
第七 条 世帯 主は 、その 世帯 に属 する 被保 険者 に係る 被保 険者 証を 破り

二 被 保険 者の 氏名 、住 所及び 個人 番号
三 ・四 （ 略）
（略 ）

（被 保険 者証 の再交 付及 び返 還）
第七 条 世 帯主 は、 その 世帯 に属す る被 保険 者に 係る 被保険 者証 を破 り
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（ 被保 険者 の世 帯変更 の届 出）
第九 条 被保 険者 が市 町村 の区域 内に おい てそ の属 する 世帯を 変更 した
とき は、 その 変更 に係る 世帯 の世 帯主 は、 それぞ れ、 十四 日以 内に 、

（ 被保 険者 の氏 名変 更の 届出）
第 八条 被保 険者 （被 保険 者でな い世 帯主 を含 む。 ）の 氏名 に変更 があ
つ たと きは、 世帯 主は 、十 四日 以内に 、次 に掲 げる 事項 を記載 した 届
書を 、市 町村 に提 出し なけれ ばな らな い。
一 変更 前及び 変更 後の 氏名
二 被 保険 者の 個人 番号
三 被 保険 者証 の記 号番 号

（高 齢受 給者証 の交 付等 ）
第七条 の四 市 町村 は、 法第四 十二 条第 一項 第三 号又は 第四 号に 掲げ る
場 合に 該当 する 被保 険者 の属す る世 帯の 世帯 主に 対し、 様式 第一 号の
四 又は 様式 第一 号の五 によ る一 部負 担金 の割合 を記 載し た証 （以 下「
高 齢受給 者証 」と いう 。） を、有 効期 限を 定め て交 付しな けれ ばな ら
ない 。た だし 、被 保険者 証に 一部 負担 金の 割合及 び高 齢受 給者 証を兼
ねる 旨を明 記し た場 合は 、こ の限り では ない 。
２ ・３ （ 略）
４ 世 帯主は 、高 齢受 給者 証を 破り、 汚し 、又 は失 つた とき は、直 ちに
次 に掲 げる 事項を 記載 した 申請 書を 市町村 に提 出し て、 その再 交付 を
申請 しな けれ ばな らな い。
一 被保 険者の 氏名 、性 別、 生年 月日及 び個 人番 号
二・三 （ 略）

、よご し、 又は 失つ たと きは、 ただ ちに 、次 に掲 げる 事項 を記載 した
申 請書 を市 町村 に提 出し て、そ の再 交付 を申 請し なけ ればな らな い。
一 被 保険 者の 氏名、 性別 、生 年月 日及 び個人 番号
二 ・三 （略 ）
２・ ３ （略 ）

（被 保険 者の世 帯変 更の 届出 ）
第九条 被 保険 者が 市町村 の区 域内 にお いて その属 する 世帯 を変 更し た
と きは 、そ の変更 に係 る世 帯の 世帯 主は 、そ れぞれ 、十 四日 以内 に、

（被 保険 者の 氏名 変更 の届出 ）
第八 条 被保 険者（ 被保 険者 でな い世帯 主を 含む 。） の氏 名に変 更が あ
つたと きは 、世 帯主 は、 十四日 以内 に、 次に 掲げ る事項 を記 載し た届
書 を、 市町 村に提 出し なけ れば なら ない 。
一 変 更前 及び変 更後 の氏 名
（新 設）
二 被保 険者 証の 記号番 号

（ 高齢 受給 者証の 交付 等）
第七 条の 四 市町村 は、 法第 四十 二条 第一 項第 三号又 は第 四号 に掲 げる
場合 に該 当す る被 保険者 の属 する 世帯 の世 帯主に 対し 、様 式第 一号 の
四又 は様 式第一 号の 五に よる 一部 負担金 の割 合を 記載 した証 （以 下「
高 齢受 給者 証」 とい う。） を、 有効 期限 を定 めて交 付し なけ れば なら
な い。 ただ し、被 保険 者証 に一 部負 担金 の割 合及び 高齢 受給 者証 を兼
ね る旨 を明 記した 場合 は、 この 限り ではな い。
２・ ３ （略 ）
４ 世帯 主は 、高齢 受給 者証 を破 り、 汚し、 又は 失つ たと きは 、直ち に
次に掲 げる 事項 を記 載し た申請 書を 市町 村に 提出 して、 その 再交 付を
申 請し なけ れば ならな い。
一 被 保険 者の氏 名、 性別 及び 生年 月日
二 ・三 （略 ）

、 よご し、又 は失 つた とき は、 ただち に、 次に 掲げ る事 項を記 載し た
申請 書を 市町 村に 提出 して、 その 再交 付を 申請 しなけ れば なら ない 。
一 被保 険者の 氏名 、性 別及 び生 年月日
二・三 （ 略）
２ ・３ （ 略）
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（ 資格 喪失 の届 出）
第十 一条 法 第九 条第 九項 の規定 によ る届 出は 、次 に掲 げる 事項を 記載
した 届書 によ つて 行な うもの とす る。
一 被保 険者 の氏名 及び 個人 番号
二～四 （ 略）

２

（世 帯主 の変更 の届 出）
第 十条 の二 世 帯主 に変更 があ つた とき は、 変更後 の世 帯主 は、 十四 日
以 内に 、次 に掲 げる 事項 を記載 した 届書 を、 市町 村に提 出し なけ れば
な らな い。
一 変更 前及 び変 更後 の世 帯主の 氏名 、性 別及 び生 年月日 並び に変 更
後の 世帯 主の 個人番 号
二～ 四 （ 略）
（ 略）

（世 帯主 の住 所変 更の 届出）
第十 条 世帯主 は、 市町 村の 区域 内にお いて その 住所 を変 更した とき は
、十四 日以 内に 、次 に掲 げる事 項を 記載 した 届書 を、 市町 村に提 出し
な けれ ばな らな い。
一 変 更前 及び 変更後 の住 所並 びに 変更 の年月 日
二 世帯 主の 個人 番号
三 被保 険者 証の 記号番 号

次に掲 げる 事項 を記 載し た届書 を、 市町 村に 提出 しな けれ ばなら ない
。
一 被 保険 者の 氏名、 個人 番号 及び 変更 後の世 帯に 係る 住所
二 ・三 （略 ）

第十 二条 市 町村の 区域 内に 住所 を有 しな くな つたた め、 被保 険者 の資
格を 喪失 した 者があ ると きは 、そ の者 の属し てい た世 帯の 世帯 主は、
十四日 以内 に、 次に 掲げ る事項 を記 載し た届 書を 、市町 村に 提出 しな

（資 格喪 失の 届出）
第十 一条 法第 九条 第九 項の 規定に よる 届出 は、 次に 掲げる 事項 を記 載
し た届 書に よつ て行な うも のと する 。
一 被 保険 者の氏 名
二 ～四 （略 ）

２

（ 世帯 主の 住所 変更の 届出 ）
第 十条 世帯 主は 、市 町村 の区域 内に おい てそ の住 所を変 更し たと きは
、 十四 日以内 に、 次に 掲げ る事 項を記 載し た届 書を 、市 町村に 提出 し
なけ れば なら ない 。
一 変更 前及び 変更 後の 住所 並び に変更 の年 月日
（新 設）
二 被 保険 者証の 記号 番号

次 に掲 げる事 項を 記載 した 届書 を、市 町村 に提 出し なけ ればな らな い
。
一 被保 険者の 氏名 及び 変更 後の 世帯に 係る 住所
二・三 （ 略）

二 ～四 （ 略）
（略 ）

（ 世帯 主の 変更の 届出 ）
第十 条の 二 世帯主 に変 更が あつ たと きは 、変 更後の 世帯 主は 、十 四日
以内 に、 次に 掲げ る事項 を記 載し た届 書を 、市町 村に 提出 しな けれ ば
なら ない。
一 変 更前 及び 変更 後の世 帯主 の氏 名、 性別 及び生 年月 日

第 十二 条 市町 村の区 域内 に住 所を 有し なくな つた ため 、被 保険 者の資
格 を喪 失し た者 があ るとき は、 その 者の 属し ていた 世帯 の世 帯主 は、
十 四日 以内 に、次 に掲 げる 事項 を記載 した 届書 を、 市町 村に提 出し な
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（ 届書 の記 載事項 等）
第十 五条 第 二条 、第 三条、 第五 条、 第五 条の 二、第 五条 の四 、第 五条
の八 、第 五条の 九及 び第 八条 から 第十三 条ま での 届書 には 、届出 人の
氏名、 住所 、個 人番 号及 び届出 年月 日を 記載 しな けれ ばな らない 。た
だ し、 第二 条及 び第 三条 の届書 には 、そ の世 帯に 被保険 者の 資格 を取
得 して いる 者が ない場 合に あつ ては 、届 出人の 住所 、個 人番 号及 び届
出 年月日 を記 載し 、記 名押 印又は 署名 しな けれ ばな らない 。
２・ ３ （略 ）

（ 令第 二十 七条の 二第 三項 第一 号又 は第 二号の 規定 の適 用の 申請 ）
第二 十四 条の 三 令 第二 十七 条の 二第 三項 第一 号又は 第二 号の 規定 の適
用を 受け よう とす る被保 険者 の属 する 世帯 の世帯 主又 は組 合員 は、 次
に掲 げる事 項を 記載 した 申請 書を保 険者 に提 出し なけ ればな らな い。
一 世 帯主 若し くは 組合員 又は その 世帯 に属 する被 保険 者の 氏名 及び
生 年月 日
二 ・三 （ 略）

（届書 の記 載事 項等 ）
第 十五 条 第二 条、第 三条 、第 五条 、第 五条の 二、 第五 条の 四、第 五条
の 八、 第五 条の九 及び 第八 条か ら第 十三 条まで の届 書に は、 届出 人の
氏 名、 住所及 び届 出年 月日 を記 載しな けれ ばな らな い。 ただし 、第 二
条及 び第 三条 の届 書には 、そ の世 帯に 被保 険者の 資格 を取 得し てい る
者が ない 場合に あつ ては 、届 出人 の住所 及び 届出 年月 日を記 載し 、記
名 押印 又は 署名 しな ければ なら ない 。
２ ・３ （略 ）

け れば ならな い。
一 被保 険者 資格 を喪 失した 者の 氏名 及び 世帯 主との 続柄
二・ 三 （略）

（令 第二 十七条 の二 第三 項第 一号 又は第 二号 の規 定の 適用 の申請 ）
第 二十 四条 の三 令 第二十 七条 の二 第三 項第 一号又 は第 二号 の規 定の 適
用 を受 けよ うと する 被保 険者の 属す る世 帯の 世帯 主又は 組合 員は 、次
に 掲げ る事 項を記 載し た申 請書 を保 険者に 提出 しな けれ ばな らない 。
一 世帯 主若 しく は組 合員 又はそ の世 帯に 属す る被 保険者 の氏 名、 生
年月 日及 び個 人番号
二・ 三 （ 略）

（ 食事療 養標 準負 担額 の減 額に係 る保 険者 の認 定）
第二 十六 条の 三 健 康保 険法 （大 正十 一年法 律第 七十 号） 第八 十五条 第
二項 に規定 する 厚生 労働 省令 で定め る者 とし て前 条の 規定に より 読み
替 えて 適用 する 健康保 険法 施行 規則 第五 十八 条第一 号の 規定 によ る保
険 者の 認定 （第二 十七 条の 十四 の二 及び 第二 十七条 の十 四の 四に 規定
す る保 険者の 認定 を除 く。 以下 この条 にお いて 「認 定」 という 。） を
受け よう とす る被 保険 者の属 する 世帯 の世 帯主 又は組 合員 は、 次に 掲
げる 事項 を記載 した 食事 療養 標準 負担額 減額 認定 申請 書に 、第二 号及
び第三 号に 掲げ る事 項を証 する 書類 を添 付し 、保険 者に 提出 しな けれ
ば なら ない 。ただ し、 保険 者は 、当 該事 実を 公簿等 又は その 写し によ

ければ なら ない 。
一 被 保険 者資 格を 喪失 した者 の氏 名、 個人 番号 及び 世帯主 との 続柄
二 ・三 （ 略）

（ 食事 療養 標準 負担 額の 減額に 係る 保険 者の 認定 ）
第 二十 六条の 三 健康 保険 法（ 大正十 一年 法律 第七 十号 ）第 八十五 条第
二 項に 規定 する厚 生労 働省 令で 定め る者と して 前条 の規 定に より読 み
替え て適 用す る健 康保 険法施 行規 則第 五十 八条 第一号 の規 定に よる 保
険者 の認 定（ 第二十 七条 の十 四の 二及 び第二 十七 条の 十四 の四 に規定
する保 険者 の認 定を 除く 。以下 この 条に おい て「 認定 」と いう。 ）を
受 けよ うと する 被保 険者 の属す る世 帯の 世帯 主又 は組 合員は 、次 に掲
げ る事 項を 記載 した食 事療 養標 準負 担額 減額認 定申 請書 に、 第二 号及
び 第三 号に掲 げる 事項 を証 する 書類を 添付 し、 保険 者に 提出し なけ れ
ばな らな い。 ただ し、保 険者 は、 当該 事実 を公簿 等又 はそ の写 しに よ
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３

（食事 療養 標準 負担 額の 減額に 関す る特 例）
第 二十 六条 の五 食事 療養 減額 認定 証を保 険医 療機 関に 提出 しなか つた
た めに 減額 しな い食事 療養 標準 負担 額を 支払つ た場 合に おい て、 食事
療 養減額 認定 証を 提出 しな かつた こと がや むを 得な いもの と保 険者 が
認め ると きは 、当 該食事 療養 につ いて 支払 つた食 事療 養標 準負 担額か
ら食 事療養 標準 負担 額の 減額 があつ たな らば 支払 うべ き食 事療養 標準
負 担額 を控 除し た額 に相 当する 額を 入院 時食 事療 養費 とし て支給 する
こ とが でき る。
２ 被保 険者 の属 する 世帯 の世帯 主又 は組 合員 は、 前項 の規定 によ る給
付を 受け よう とす ると きは、 次に 掲げ る事 項を 記載し た申 請書 を提 出
しな けれ ばなら ない 。
一 食 事療 養を 受け た被 保険者 の氏 名、 生年 月日 及び 個人 番号
二 ～六 （ 略）
（略 ）

つて確 認す るこ とが でき るとき は、 当該 書類 を省 略さ せる ことが でき
る。
一 世 帯主 若し くは組 合員 又は その 世帯 に属す る被 保険 者の 氏名 、生
年月 日及 び個 人番 号
二～ 四 （略 ）
２～ ８ （略）

（生活 療養 標準 負担 額の 減額に 係る 保険 者の 認定 等）
第 二十 六条 の六の 四 健康 保険 法第 八十五 条の 二第 二項 に規 定する 厚生
労 働省 令で 定める 者と して 前条 の規 定に より読 み替 えて 適用 する 健康
保 険法 施行規 則第 六十 二条 の三第 一号 の規 定に よる 保険者 の認 定（ 第
二十 七条 の十 四の 二及び 第二 十七 条の 十四 の四に 規定 する 保険 者の 認
定を 除く。 以下 この 条に おい て「認 定」 とい う。 ）を 受けよ うと する
被 保険 者の 属す る世 帯の世 帯主 又は 組合 員は 、次に 掲げ る事 項を 記載
し た生 活療 養標準 負担 額減 額認 定申 請書 に、 第二号 及び 第三 号に 掲げ
る 事項 を証 する書 類を 添付 し、 保険 者に提 出し なけ れば なら ない。 た

３

つ て確 認する こと がで きる とき は、当 該書 類を 省略 させ ること がで き
る。
一 世帯 主若し くは 組合 員又 はそ の世帯 に属 する 被保 険者 の氏名 及び
生年月 日
二 ～四 （ 略）
２～ ８ （略 ）

（ 食事 療養標 準負 担額 の減 額に 関する 特例 ）
第二 十六 条の 五 食 事療 養減 額認 定証 を保 険医療 機関 に提 出し なか つた
ため に減 額しな い食 事療 養標 準負 担額を 支払 つた 場合 におい て、 食事
療 養減 額認 定証 を提 出しな かつ たこ とが やむ を得な いも のと 保険 者が
認 める とき は、当 該食 事療 養に つい て支 払つ た食事 療養 標準 負担 額か
ら 食事 療養 標準負 担額 の減 額が あつ たなら ば支 払う べき 食事 療養標 準
負 担額を 控除 した 額に 相当 する額 を入 院時 食事 療養費 とし て支 給す る
こと がで きる 。
２ 被 保険 者の 属す る世 帯の世 帯主 又は 組合 員は 、前項 の規 定に よる 給
付 を受 けよ うと すると きは 、次 に掲 げる 事項 を記載 した 申請 書を 提出
し なけ れば ならな い。
一 食 事療養 を受 けた 被保 険者 の氏名 及び 生年 月日
二～ 六 （略 ）
（略 ）

（ 生活 療養標 準負 担額 の減 額に 係る保 険者 の認 定等 ）
第二 十六 条の 六の 四 健康保 険法 第八 十五 条の二 第二 項に 規定 する 厚生
労働 省令 で定め る者 とし て前 条の 規定に より 読み 替え て適 用する 健康
保 険法 施行 規則 第六 十二 条の三 第一 号の 規定 によ る保 険者 の認定 （第
二 十七 条の 十四 の二 及び 第二十 七条 の十 四の 四に 規定す る保 険者 の認
定 を除 く。 以下 この条 にお いて 「認 定」と いう 。） を受 けよ うとす る
被 保険者 の属 する 世帯 の世 帯主又 は組 合員 は、 次に 掲げる 事項 を記 載
した 生活 療養 標準負 担額 減額 認定 申請 書に、 第二 号及 び第 三号 に掲げ
る事 項を証 する 書類 を添 付し 、保険 者に 提出 しな けれ ばな らない 。た
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２

（ 特別 療養 費の支 給申 請）
第二 十七 条の 五 被保 険者 の属す る世 帯の 世帯 主又 は組合 員は 、法 第五
十四 条の 三第 一項の 規定 によ り特 別療 養費の 支給 を受 けよ うと すると
きは 、次に 掲げ る事 項を 記載 した特 別療 養費 支給 申請 書を 保険者 に提
出 しな けれ ばな らな い。
一 療 養を 受け た被 保険者 の氏 名及 び個 人番 号
二 ～四 （略 ）
（略 ）

（療養 費の 支給 申請 ）
第 二十 七条 被保 険者 の属 する 世帯 の世帯 主又 は組 合員 は、 法第五 十四
条 又は 法第 五十 四条の 三第 三項 若し くは 第四項 の規 定に より 療養 費の
支 給を受 けよ うと する とき は、次 に掲 げる 事項 を記 載した 療養 費支 給
申請 書を 保険 者に 提出し なけ れば なら ない 。
一 療養を 受け た被 保険 者の 氏名又 は個 人番 号
二 ～七 （ 略）
２ ・３ （略 ）

だし、 保険 者は 、当 該事 実を公 簿等 又は その 写し によ つて 確認す るこ
と がで きる とき は、 当該 書類を 省略 させ るこ とが でき る。
一 世 帯主 若し くは組 合員 又は その 世帯 に属す る被 保険 者の 氏名 、生
年月 日及 び個 人番 号
二～ 四 （略 ）
２～ ６ （略）

（ 移送 費の 支給申 請）
第二 十七 条の 十一 被保 険者 の属 する 世帯 の世 帯主又 は組 合員 は、 法第
五十 四条 の四 の規 定に より移 送費 の支 給を 受け ようと する とき は、 次
に掲 げる 事項を 記載 した 移送 費支 給申請 書を 保険 者に 提出 しなけ れば
ならな い。
一 移 送を 受けた 被保 険者 の氏 名、 性別 及び 生年月 日

２

（ 療養 費の支 給申 請）
第二 十七 条 被保険 者の 属す る世 帯の 世帯 主又は 組合 員は 、法 第五 十四
条又 は法 第五十 四条 の三 第三 項若 しくは 第四 項の 規定 により 療養 費の
支 給を 受け よう とす るとき は、 次に 掲げ る事 項を記 載し た療 養費 支給
申 請書 を保 険者に 提出 しな けれ ばな らな い。
一 療 養を 受けた 被保 険者 の氏 名
二 ～七 （略 ）
２・ ３ （略 ）

だ し、 保険者 は、 当該 事実 を公 簿等又 はそ の写 しに よつ て確認 する こ
とが でき ると きは 、当 該書類 を省 略さ せる こと ができ る。
一 世帯 主若し くは 組合 員又 はそ の世帯 に属 する 被保 険者 の氏名 及び
生年月 日
二 ～四 （ 略）
２～ ６ （略 ）

（特 別療養 費の 支給 申請 ）
第 二十 七条 の五 被 保険者 の属 する 世帯 の世帯 主又 は組 合員 は、 法第五
十 四条 の三 第一項 の規 定に より 特別 療養 費の 支給を 受け よう とす ると
き は、 次に 掲げる 事項 を記 載し た特 別療養 費支 給申 請書 を保 険者に 提
出し なけ れば なら ない 。
一 療養 を受 けた被 保険 者の 氏名
二～四 （ 略）
（ 略）

（移 送費 の支 給申請 ）
第二十 七条 の十 一 被保 険者の 属す る世 帯の 世帯 主又は 組合 員は 、法 第
五 十四 条の 四の 規定 によ り移送 費の 支給 を受 けよ うと すると きは 、次
に 掲げ る事 項を 記載し た移 送費 支給 申請 書を保 険者 に提 出し なけ れば
な らな い。
一 移送 を受 けた 被保険 者の 氏名 、性 別、 生年月 日及 び個 人番 号
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（ 特定 疾病 に係 る保 険者 の認定 ）
第二 十七 条の 十三 令 第二 十九条 の二 第八 項の 規定 によ る保 険者の 認定
（ 以下本 条に おい て「 認定 」とい う。 ）を 受け よう とする 被保 険者 の
属す る世 帯の 世帯主 又は 組合 員は 、次 に掲げ る事 項を 記載 した 特定疾
病認 定申請 書を 保険 者に 提出 しなけ れば なら ない 。
一 認 定を 受け よう とす る被保 険者 の氏 名、 生年 月日 及び個 人番 号
二 ・三 （ 略）
２～
（略 ）

（ 特定 疾病 給付 対象 療養に 係る 保険 者の 認定 ）
第二 十七 条の 十二 の二 令 第二十 九条 の二 第七 項の 規定 による 保険 者の
認定 （以 下こ の条 にお いて「 認定 」と いう 。） を受け よう とす る被 保
険者 の属 する世 帯の 世帯 主又 は組 合員は 、次 に掲 げる 事項 を、健 康保
険法施 行令 （大 正十 五年 勅令第 二百 四十 三号 ）第 四十 一条 第七項 に規
定 する 厚生 労働 大臣 が定 める医 療に 関す る給 付の 実施機 関（ 以下 この
条 にお いて 「実 施機関 」と いう 。） を経 由して 、保 険者 に申 し出 なけ
れ ばなら ない 。
一 認定 を受 けよ うとす る被 保険 者の 氏名 、生年 月日 及び 個人 番号
二・ 三 （ 略）
２ ～８ （ 略）

二～六 （ 略）
２ ・３ （ 略）

（特 定疾 病に 係る 保険者 の認 定）
第二 十七条 の十 三 令第 二十 九条の 二第 八項 の規 定に よる保 険者 の認 定
（ 以下 本条 にお いて 「認定 」と いう 。） を受 けよう とす る被 保険 者の
属 する 世帯 の世帯 主又 は組 合員 は、 次に 掲げ る事項 を記 載し た特 定疾
病 認定 申請 書を保 険者 に提 出し なけ ればな らな い。
一 認定 を受 けよ うと する被 保険 者の 氏名 及び 生年月 日
二・ 三 （略 ）
２～
（ 略）

（特 定疾 病給 付対象 療養 に係 る保 険者 の認定 ）
第二十 七条 の十 二の 二 令第二 十九 条の 二第 七項 の規定 によ る保 険者 の
認 定（ 以下 この 条にお いて 「認 定」 とい う。 ）を受 けよ うと する 被保
険 者の 属す る世帯 の世 帯主 又は 組合 員は 、次に 掲げ る事 項を 、健 康保
険 法施 行令（ 大正 十五 年勅 令第 二百四 十三 号） 第四 十一 条第七 項に 規
定す る厚 生労 働大 臣が定 める 医療 に関 する 給付の 実施 機関 （以 下こ の
条に おい て「実 施機 関」 とい う。 ）を経 由し て、 保険 者に申 し出 なけ
れ ばな らな い。
一 認 定を 受けよ うと する 被保 険者 の氏 名及 び生年 月日
二 ・三 （ 略）
２～ ８ （略 ）

二 ～六 （略 ）
２・ ３ （略 ）

（令 第二 十九 条の 四第 一項第 一号 又は 第二 号の 保険者 の認 定）
第二 十七 条の 十四の 二 令第 二十 九条 の四第 一項 第一 号又 は第 二号の 規
定によ る保 険者 の認 定（ 以下こ の条 にお いて 「認 定」 とい う。） を受
け よう とす る被 保険 者の 属する 世帯 の世 帯主 又は 組合 員は、 次に 掲げ
る 事項 を記 載し た申請 書に 、第 二号 及び 第三号 に掲 げる 事項 を証 する
書 類（ 第二号 に掲 げる 事項 のう ち令第 二十 九条 の三 第一 項第二 号に 掲
げる 場合 に該 当す るとき は、 第三 号に 掲げ る事項 を証 する 書類 ）を 添

11

（ 令第 二十 九条 の四第 一項 第一 号又 は第 二号 の保険 者の 認定 ）
第 二十 七条の 十四 の二 令 第二十 九条 の四 第一 項第 一号又 は第 二号 の規
定 によ る保険 者の 認定 （以 下こ の条に おい て「 認定 」と いう。 ）を 受
けよ うと する 被保 険者 の属す る世 帯の 世帯 主又 は組合 員は 、次 に掲 げ
る事 項を 記載し た申 請書 に、 第二 号及び 第三 号に 掲げ る事 項を証 する
書類（ 第二 号に 掲げ る事項 のう ち令 第二 十九 条の三 第一 項第 二号 に掲
げ る場 合に 該当す ると きは 、第 三号 に掲 げる 事項を 証す る書 類） を添

11
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（高 額療 養費 の支 給申 請）
第二 十七 条の十 七 被保 険者 の属 する世 帯の 世帯 主又 は組 合員は 、法 第
五 十七 条の 二の 規定 によ り高額 療養 費の 支給 を受 けよ うと すると きは
、 次に 掲げ る事 項を 記載 した高 額療 養費 支給 申請 書を保 険者 に提 出し
な けれ ばな らな い。
一 被保 険者 が同 一の 月に それぞ れ一 の病 院、 診療 所、薬 局そ の他 の
者（ ロに おい て「病 院等 」と いう 。） につい て受 けた 療養 （七 十歳
に達 する日 の属 する 月以 前の 療養に あつ ては 、当 該療 養に係 る令 第

（ 令第 二十 九条 の四 第一 項第三 号ハ 若し くは ニ、 第四号 ハ若 しく はニ
又 は第五 号ハ の保 険者 の認定 ）
第二 十七 条の 十四 の四 令 第二十 九条 の四 第一 項第 三号ハ 若し くは ニ、
第四 号ハ 若し くは ニ又は 第五 号ハ の規 定に よる保 険者 の認 定（ 以下こ
の条 におい て「 認定 」と いう 。）を 受け よう とす る被 保険 者の属 する
世 帯の 世帯 主又 は組 合員 は、次 に掲 げる 事項 を記 載し た申 請書に 、第
二 号及 び第 三号 に掲 げる事 項を 証す る書 類を 添付し 、保 険者 に提 出し
な けれ ばな らない 。た だし 、保 険者 は、当 該事 実を 公簿 等又は その 写
しに よつ て確 認す るこ とがで きる とき は、 当該 書類を 省略 させ るこ と
がで きる 。
一 世 帯主 若し くは 組合 員又は その 世帯 に属 する 被保 険者 の氏名 、生
年 月日 及び 個人番 号
二 ～四 （ 略）
２～ ６ （略 ）

付し、 保険 者に 提出 しな ければ なら ない 。た だし 、保 険者 は、当 該事
実 を公 簿等 又は その 写し によつ て確 認す るこ とが でき るとき は、 当該
書 類を 省略 させ ること がで きる 。
一 世 帯主若 しく は組 合員 又は その世 帯に 属す る被 保険 者の氏 名、 生
年月 日及 び個 人番 号
二～ 四 （略）
２ ～７ （ 略）

（ 高額 療養 費の支 給申 請）
第 二十七 条の 十七 被 保険 者の属 する 世帯 の世 帯主 又は組 合員 は、 法第
五 十七 条の二 の規 定に より 高額療 養費 の支 給を 受け ようと する とき は
、次 に掲 げる 事項 を記載 した 高額 療養 費支 給申請 書を 保険 者に 提出 し
なけ ればな らな い。
一 被 保険 者が 同一 の月に それ ぞれ 一の 病院 、診療 所、 薬局 その 他の
者 （ロ におい て「 病院 等」 とい う。） につ いて 受け た療 養（七 十歳
に達 する 日の 属す る月以 前の 療養 にあ つて は、当 該療 養に 係る 令第

（令 第二 十九 条の 四第一 項第 三号 ハ若 しく はニ、 第四 号ハ 若し くは ニ
又は 第五 号ハ の保険 者の 認定 ）
第 二十 七条 の十 四の 四 令 第二 十九 条の 四第 一項第 三号 ハ若 しく はニ 、
第 四号 ハ若 しくは ニ又 は第 五号 ハの 規定 によ る保険 者の 認定 （以 下こ
の 条に おい て「認 定」 とい う。 ）を 受けよ うと する 被保 険者 の属す る
世 帯の世 帯主 又は 組合 員は 、次に 掲げ る事 項を 記載し た申 請書 に、 第
二号 及び 第三 号に掲 げる 事項 を証 する 書類を 添付 し、 保険 者に 提出し
なけれ ばな らな い。 ただ し、保 険者 は、 当該 事実 を公簿 等又 はそ の写
し によ つて 確認 するこ とが でき ると きは 、当 該書類 を省 略さ せる こと
が でき る。
一 世 帯主若 しく は組 合員 又は その世 帯に 属す る被 保険 者の氏 名及 び
生年 月日
二～ 四 （略）
２ ～６ （ 略）

付 し、 保険者 に提 出し なけ れば ならな い。 ただ し、 保険 者は、 当該 事
実を 公簿 等又 はそ の写 しによ つて 確認 する こと ができ ると きは 、当 該
書類 を省 略させ るこ とが でき る。
一 世 帯主 若し くは 組合員 又は その 世帯 に属 する被 保険 者の 氏名 及び
生 年月 日
二 ～四 （ 略）
２～ ７ （略 ）
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二十九 条の 二第 一項 第一 号イか らヌ まで に掲 げる 額が二 万千 円（ 令
第 二十 九条 の三 第六項 に規 定す る七 十五歳 到達 時特 例対 象療 養に係
る ものに あつ ては 、一 万五 百円） 以上 であ るも のに 限る 。）に つい
てそ れぞ れ次 に掲 げる 事項
イ その 療養 を受 けた被 保険 者の 氏名 及び 個人番 号
ロ～ ヘ （略）
二 ・三 （ 略
２ ～４ （略 ）

（高 額介 護合算 療養 費の 支給 申請 等）
第 二十 七条 の二 十六 基準 日世 帯主 等（ 以下 この条 にお いて 「申 請者 」
と いう 。） は、法 第五 十七 条の 三の 規定 によ り高額 介護 合算 療養 費の
支 給を 受け ようと する とき は、 次に 掲げる 事項 を記 載し た高 額介護 合
算 療養費 支給 申請 書を 保険 者に提 出し なけ れば ならな い。
一 申請 者及 び基準 日世 帯員 の氏 名及 び生年 月日
二～五 （ 略）
２ ～７ （ 略）

二十 九条 の二 第一 項第一 号イ から ヌま でに 掲げる 額が 二万 千円 （令
第二 十九 条の三 第六 項に 規定 する 七十 五歳 到達時 特例 対象 療養 に係
るも のに あつて は、 一万 五百 円） 以上で ある もの に限 る。 ）につ い
てそれ ぞれ 次に 掲げ る事項
イ そ の療 養を受 けた 被保 険者 の氏 名
ロ～ ヘ （略 ）
二 ・三 （略 ）
２～ ４ （略 ）

（ 高額 介護 合算療 養費 の支 給及 び証 明書 の交 付申請 等）
第二 十七 条の 二十 七 令 第二 十九 条の 四の 二第 三項か ら第 五項 まで 及び
第七 項に 規定 する 国民 健康保 険の 世帯 主等 であ つた者 （以 下こ の条 に
おい て「 申請 者」と いう 。） は、 法第五 十七 条の 三の 規定 により 高額
介護合 算療 養費 の支 給を 受けよ うと する とき は、 次に掲 げる 事項 を記
載 した 高額 介護合 算療 養費 支給 申請 書を 保険 者に提 出し なけ れば なら
な い。 ただ し、次 項第 三号 に掲 げる 額が 零であ る場 合に あつ ては 、こ
の 限り でない 。
一 申請 者及 び計 算期間 にお いて その 世帯 員であ つた 者の 氏名 及び 生
年月 日
二 ～五 （ 略）
２ ～４ （略 ）

（ 高額 介護 合算 療養費 の支 給申 請等 ）
第二 十七 条の 二十 六 基準 日世帯 主等 （以 下こ の条 におい て「 申請 者」
とい う。 ）は 、法 第五十 七条 の三 の規 定に より高 額介 護合 算療 養費の
支給 を受け よう とす ると きは 、次に 掲げ る事 項を 記載 した 高額介 護合
算 療養 費支 給申 請書 を保 険者に 提出 しな けれ ばな らな い。
一 申 請者 及び 基準 日世帯 員の 氏名 、生 年月 日及び 個人 番号
二 ～五 （ 略）
２～ ７ （略 ）
（高 額介 護合 算療養 費の 支給 及び 証明 書の交 付申 請等 ）
第二 十七条 の二 十七 令 第二 十九条 の四 の二 第三 項から 第五 項ま で及 び
第 七項 に規 定す る国 民健 康保険 の世 帯主 等で あつ た者 （以下 この 条に
お いて 「申 請者 」と いう。 ）は 、法 第五 十七 条の三 の規 定に より 高額
介 護合 算療養 費の 支給 を受 けよ うとす ると きは 、次 に掲 げる事 項を 記
載し た高 額介 護合 算療 養費支 給申 請書 を保 険者に 提出 しな けれ ばな ら
ない 。た だし、 次項 第三 号に 掲げ る額が 零で ある 場合 にあ つては 、こ
の 限り でな い。
一 申 請者 及び 計算 期間 におい てそ の世 帯員 であ つた者 の氏 名、 生年
月日 及び 個人 番号
二 ～五 （略 ）
２～ ４ （略 ）
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（特別 療養 給付 の申 請）
第 二十 八条 法 第五十 五条 第一 項の 規定に より 被保 険者 の資 格喪失 後療
養 の給 付、 入院 時食事 療養 費の 支給 、入 院時生 活療 養費 の支 給、 保険
外 併用 療養費 の支 給、 訪問 看護 療養費 の支 給、 特別 療養 費の支 給又 は
移送 費の 支給 を受 けよう とす る者 は、 資格 喪失後 十日 以内 に、 次に 掲
げる 事項 を記載 した 特別 療養 給付申 請書 を、 保険 者に 提出 しなけ れば
な らな い。
一 療 養の 給付 、入 院時 食事療 養費 に係 る療 養、 入院時 生活 療養 に係
る療 養、 保険 外併 用療 養費に 係る 療養 、訪 問看 護療 養費 に係る 療養
若し くは 特別 療養 費に 係る療 養又 は介 護保 険法 の規定 によ る居 宅介
護サ ービ ス費 に係る 指定 居宅 サー ビス （同法 第四 十一 条第 一項 に規
定する 指定 居宅 サー ビス をいう 。以 下同 じ。 ）（ 療養に 相当 する も
の に限 る。 以下 同じ。 ）、 特例 居宅 介護 サービ ス費 に係 る居 宅サー
ビ ス（同 法第 八条 第一 項に 規定す る居 宅サ ービ スを いう 。以下 同じ
。） 若し くは これ に相 当する サー ビス （こ れら のサ ービ スのう ち療
養に 相当 する もの に限る 。以 下同 じ。 ）、 地域密 着型 介護 サー ビス
費に 係る 指定地 域密 着型 サー ビス （同法 第四 十二 条の 二第一 項に 規
定 する 指定 地域 密着 型サー ビス をい う。 以下 同じ。 ）（ 療養 に相 当
す るも のに限 る。 以下 同じ 。） 、特例 地域 密着 型介 護サ ービス 費に
係る 地域 密着 型サ ービ ス（同 法第 八条 第十 四項 に規 定す る地域 密着
型サ ービ スを いう 。以 下同じ 。） 若し くは これ に相当 する サー ビス
（こ れら のサ ービス のう ち療 養に 相当 するも のに 限る 。以 下同 じ。
）、施 設介 護サ ービ ス費 に係る 指定 施設 サー ビス 等（同 法第 四十 八
条 第一 項に 規定 する指 定施 設サ ービ ス等 をいう 。以 下同 じ。 ）（ 療
養 に相当 する もの に限 る。 以下同 じ。 ）、 特例 施設 介護 サービ ス費
に係 る施 設サ ービ ス（ 同法第 八条 第二 十五 項に 規定 する 施設サ ービ
スを いう 。以 下同 じ。） （療 養に 相当 する ものに 限る 。以 下同 じ。
）、 介護 予防サ ービ ス費 に係 る指 定介護 予防 サー ビス （同 法第五 十
三 条第 一項 に規 定す る指定 介護 予防 サー ビス をいう 。以 下同 じ。 ）
（ 療養 に相 当する もの に限 る。 以下同 じ。 ）若 しく は特 例介護 予防
サー ビス 費に 係る 介護 予防サ ービ ス（ 同法 第八 条の 二第 一項に 規定

（ 特別 療養給 付の 申請 ）
第二 十八 条 法第五 十五 条第 一項 の規 定に より 被保険 者の 資格 喪失 後療
養の 給付 、入院 時食 事療 養費 の支 給、入 院時 生活 療養 費の 支給、 保険
外併用 療養 費の 支給 、訪問 看護 療養 費の 支給 、特別 療養 費の 支給 又は
移 送費 の支 給を受 けよ うと する 者は 、資 格喪 失後十 日以 内に 、次 に掲
げ る事 項を 記載し た特 別療 養給 付申 請書 を、保 険者 に提 出し なけれ ば
な らない 。
一 療養 の給 付、入 院時 食事 療養 費に 係る療 養、 入院 時生 活療 養に係
る療 養、保 険外 併用 療養 費に 係る療 養、 訪問 看護 療養 費に係 る療 養
若 しく は特 別療 養費に 係る 療養 又は 介護 保険法 の規 定に よる 居宅 介
護 サー ビス費 に係 る指 定居 宅サ ービス （同 法第 四十 一条第 一項 に規
定す る指 定居 宅サ ービス をい う。 以下 同じ 。）（ 療養 に相 当す るも
のに 限る 。以下 同じ 。） 、特 例居 宅介 護サ ービス 費に 係る 居宅 サー
ビス （同 法第八 条第 一項 に規 定す る居宅 サー ビス をい う。 以下同 じ
。）若 しく はこ れに 相当 するサ ービ ス（ これ らのサ ービ スの うち 療
養 に相 当す るもの に限 る。 以下 同じ 。）、 地域 密着 型介 護サ ービス
費に 係る 指定 地域 密着 型サー ビス （同 法第 四十 二条の 二第 一項 に規
定す る指 定地 域密着 型サ ービ スを いう 。以 下同じ 。） （療 養に 相当
する もの に限る 。以 下同 じ。 ）、 特例 地域密 着型 介護 サー ビス 費に
係る 地域密 着型 サー ビス （同 法第八 条第 十四 項に 規定 する地 域密 着
型 サー ビス をい う。以 下同 じ。 ）若 しく はこれ に相 当す るサ ービ ス
（ これ らのサ ービ スの うち 療養 に相当 する もの に限 る。 以下同 じ。
）、 施設 介護 サー ビス費 に係 る指 定施 設サ ービス 等（ 同法 第四 十八
条第 一項 に規定 する 指定 施設 サー ビス 等を いう。 以下 同じ 。） （療
養に 相当 するも のに 限る 。以 下同 じ。） 、特 例施 設介 護サ ービス 費
に係る 施設 サー ビス （同 法第八 条第 二十 五項 に規 定する 施設 サー ビ
ス をい う。 以下同 じ。 ）（ 療養 に相 当する もの に限 る。 以下 同じ。
） 、介護 予防 サー ビス 費に係 る指 定介 護予 防サ ービス （同 法第 五十
三条 第一 項に 規定す る指 定介 護予 防サ ービ スをい う。 以下 同じ 。）
（療 養に 相当す るも のに 限る 。以 下同 じ。 ）若し くは 特例 介護 予防
サー ビス費 に係 る介 護予 防サ ービス （同 法第 八条 の二 第一項 に規 定
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（ 申請 書の 記載 事項 ）
第二 十八 条の 二 第七 条、 第七条 の四 、第 二十 四条 の三 、第 二十六 条の
三、 第二 十六 条の 五、 第二十 七条 、第 二十 七条 の五、 第二 十七 条の 十
一、 第二 十七 条の十 三、 第二 十七 条の十 四の 二、 第二 十七 条の十 四の
四、第 二十 七条 の十 七、 第二十 七条 の十 八及 び前 条の 申請 書には 、申
請 人の 氏名 、住 所、 個人 番号及 び申 請年 月日 を記 載し なけれ ばな らな

する介 護予 防サ ービ スを いう。 以下 同じ 。） 若し くはこ れに 相当 す
る サー ビス （こ れらの サー ビス のう ち療養 に相 当す るも のに 限る。
以 下同じ 。） を受 けて いた 者の氏 名、 住所 、生 年月 日及 び個人 番号
並び に当 該被 保険 者で あつた 者が 退職 被保 険者 等で あつ た場合 にあ
つて はそ の旨
二～ 五 （略）
２ ～４ （ 略）
５ 被 保険者 の資 格喪 失後 療養 の給付 、入 院時 食事 療養 費の 支給、 入院
時 生活 療養 費の支 給、 保険 外併 用療 養費の 支給 、訪 問看 護療 養費の 支
給 、特別 療養 費の 支給 又は移 送費 の支 給を 受け る者の 氏名 又は 住所 の
変更 があ つた ときは 、世 帯主 又は 組合 員は、 その 旨、 変更 の年 月日及
び個人 番号 を記 載し た届 書に特 別療 養証 明書 を添 えて 、五 日以内 に、
保 険者 に提 出し なけ れば ならな い。 ただ し、 世帯 主又 は組合 員が 第二
項 ただ し書 の規 定によ り特 別療 養証 明書 の交付 を受 けて いな い場 合に
は 、特 別療養 証明 書を 添え るこ とを要 しな い。
６～ ８ （略 ）
９ 世帯 主又は 組合 員は 、第 二項 ただし 書の 規定 によ り特別 療養 証明 書
の 交付 を受 けて いな い場 合にお いて 、令 第一 条の 二（ 令第 二十五 条の
二 にお いて 準用 する 場合 を含む 。） に定 める 特別 の事情 があ ると きは
、 直ち に、 次に掲 げる 事項 を記 載し た届書 を、 保険 者に 提出 しなけ れ
ば ならな い。
一 世帯 主又 は組合 員の 氏名 、住 所及 び個人 番号
二 （ 略）
・ 11（略）
10

（申 請書 の記 載事項 ）
第二 十八条 の二 第 七条 、第七 条の 四、 第二 十四 条の三 、第 二十 六条 の
三 、第 二十 六条 の五、 第二 十七 条、 第二 十七 条の五 、第 二十 七条 の十
一 、第 二十 七条の 十三 、第 二十 七条 の十 四の 二、第 二十 七条 の十 四の
四 、第 二十七 条の 十七 、第 二十 七条の 十八 及び 前条 の申 請書に は、 申
請人 の氏 名、 住所 及び申 請年 月日 を記 載し なけれ ばな らな い。

する 介護 予防 サー ビスを いう 。以 下同 じ。 ）若し くは これ に相 当す
るサ ービ ス（こ れら のサ ービ スの うち 療養 に相当 する もの に限 る。
以下 同じ 。）を 受け てい た者 の氏 名、住 所及 び生 年月 日並 びに当 該
被保険 者で あつ た者 が退職 被保 険者 等で あつ た場合 にあ つて はそ の
旨
二 ～五 （ 略）
２～ ４ （略 ）
５ 被保 険者 の資格 喪失 後療 養の 給付 、入院 時食 事療 養費 の支 給、入 院
時生 活療養 費の 支給 、保 険外 併用療 養費 の支 給、 訪問 看護療 養費 の支
給 、特 別療 養費 の支給 又は 移送 費の 支給 を受 ける者 の氏 名又 は住 所の
変 更が あつ たとき は、 世帯 主又 は組 合員 は、 その旨 及び 変更 の年 月日
を 記載 した届 書に 特別 療養 証明 書を添 えて 、五 日以 内に 、保険 者に 提
出し なけ れば なら ない 。ただ し、 世帯 主又 は組 合員が 第二 項た だし 書
の規 定に より特 別療 養証 明書 の交 付を受 けて いな い場 合に は、特 別療
養証明 書を 添え るこ とを 要しな い。
６ ～８ （ 略）
９ 世帯 主又 は組 合員 は、第 二項 ただ し書 の規 定によ り特 別療 養証 明書
の 交付を 受け てい ない 場合 におい て、 令第 一条 の二 （令第 二十 五条 の
二に おい て準 用す る場合 を含 む。 ）に 定める 特別 の事 情が ある ときは
、直 ちに、 次に 掲げ る事 項を 記載し た届 書を 、保 険者 に提出 しな けれ
ば なら ない 。
一 世 帯主 又は組 合員 の氏 名及 び住 所
二 （ 略）
・ 11（略）
10
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（ 特別 の事 情に 関す る届 出）
第 三十 二条の 三 世帯 主又 は組 合員は 、保 険者 が保 険給 付の 全部又 は一
部 の支 払を 一時差 し止 めて いる 場合に おい て、 令第 二十 九条の 五に お
いて 準用 する 令第 一条 に定め る特 別の 事情 があ るとき は、 直ち に、 次
に掲 げる 事項を 記載 した 届書 を、 保険者 に提 出し なけ れば ならな い。
一 世 帯主 又は 組合 員の 氏名、 住所 及び 個人 番号
二 ・三 （ 略）

（第 三者 の行為 によ る被 害の 届出 ）
第三十 二条 の六 給 付事 由が第 三者 の行 為に よつ て生じ たも ので ある と
き は、 被保 険者の 属す る世 帯の 世帯 主又 は組 合員は 、そ の事 実、 当該
被 保険 者の 氏名、 当該 被保 険者 が退 職被 保険者 等で ある 場合 にあ つて
は その旨 、第 三者 の氏 名及 び住所 又は 居所 （氏 名又 は住所 若し くは 居
所が 明ら かで ない ときは 、そ の旨 ）並 びに 被害の 状況 を、 直ち に、 保
険者 に届け 出な けれ ばな らな い

（ 特別の 事情 に関 する 届出）
第三 十二 条の 三 世 帯主 又は 組合 員は 、保険 者が 保険 給付 の全 部又は 一
部の支 払を 一時 差し 止め ている 場合 にお いて 、令 第二十 九条 の五 にお
い て準 用す る令 第一条 に定 める 特別 の事 情が あると きは 、直 ちに 、次
に 掲げ る事 項を記 載し た届 書を 、保 険者 に提出 しな けれ ばな らな い。
一 世 帯主又 は組 合員 の氏 名及 び住所
二・ 三 （略 ）

い。

（ 第三 者の 行為 によ る被害 の届 出）
第三 十二 条の 六 給付 事由 が第三 者の 行為 によ つて 生じ たもの であ ると
きは 、被 保険 者の 属する 世帯 の世 帯主 又は 組合員 は、 その 事実 、当 該
被保 険者 の氏名 及び 個人 番号 、当 該被保 険者 が退 職被 保険 者等で ある
場 合に あつ ては その 旨、 第三者 の氏 名及 び住 所又 は居 所（ 氏名又 は住
所 若し くは 居所 が明 らか でない とき は、 その 旨） 並びに 被害 の状 況を
、 直ち に、 保険者 に届 け出 なけ れば ならな い。
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正

案

○国民健康保険法施行規則（昭和三十三年厚生省令第五十三号）（第十八条関係）

改

現

行

（傍線の部分は改正部分）

（ 資格 取得 の届出 ）
第二 条 市町 村の 区域 内に住 所を 有す るに 至つ たため 、被 保険 者の 資格
を 取得し た者 があ ると きは 、その 者の 属す る世 帯の 世帯主 は、 十四 日
以内 に、 次に 掲げる 事項 を記 載し た届 書を、 市町 村に 提出 しな ければ
なら ない。
一 被 保険 者の 資格を 取得 した 者の 氏名 、性 別、生 年月 日、 行政 手続
に おけ る特定 の個 人を 識別 する ための 番号 の利 用等 に関す る法 律（
平成 二十 五年 法律 第二十 七号 ）第 二条 第五 項に規 定す る個 人番 号（
以下 「個 人番 号」 とい う。） 、世 帯主 との 続柄 、現住 所及 び従 前の
住所 並び に職業
二～五 （ 略）
２ 前 項第 四号の 場合 にあ つて は、 同項の 届出 は、 従前 の住 所を有 した
市 町村 によ り交付 され た特 定同 一世 帯所 属者で ある 旨を 証明 する 書類
（ 以下「 特定 同一 世帯 所属 者証明 書」 とい う。 ）を 提示し て行 わな け
れば なら ない 。

３

（略 ）

３

第三 条 法第 六条各 号の いず れに も該 当し なく なつた ため 、被 保険 者の
資格 を取 得し た者が ある とき は、 その 者の属 する 世帯 の世 帯主 は、十
四日 以内に 、前 条第 一項 各号に 規定 する 事項 （同 項第一 号に 規定 する
現 住所 及び 従前 の住所 を除 く。 ）を 記載 した 届書を 、市 町村 に提 出し
な けれ ばな らない 。

（資 格取 得の 届出 ）
第二 条 市町村 の区 域内 に住 所を有 する に至 つた ため 、被保 険者 の資 格
を 取得 した 者が ある とき は、そ の者 の属 する 世帯 の世 帯主 は、十 四日
以 内に 、次 に掲 げる 事項 を記載 した 届書 を、 市町 村に提 出し なけ れば
な らな い。
一 被保 険者 の資 格を 取得し た者 の氏 名、 性別 、生年 月日 、行 政手 続
にお ける 特定 の個人 を識 別す るた めの 番号の 利用 等に 関す る法 律（
平成二 十五 年法 律第 二十 七号。 以下 「番 号利 用法 」とい う。 ）第 二
条 第五 項に 規定 する個 人番 号（ 以下 「個 人番号 」と いう 。） 、世
帯 主との 続柄 、現 住所 及び 従前の 住所 並び に職 業
二 ～五 （略 ）
２ 前項 第四 号の 場合に あつ ては 、同 項の 届出は 、従 前の 住所 を有 した
市町 村に より交 付さ れた 特定 同一 世帯所 属者 であ る旨 を証 明する 書類
（ 以下 「特 定同 一世 帯所 属者証 明書 」と いう 。） を提 示し て行わ なけ
れ ばな らな い。 ただ し、 市町村 が番 号利 用法 第二 十二条 第一 項の 規定
に より 当該 書類と 同一 の内 容を 含む 番号利 用法 第二 条第 八項 に規定 す
る 特定個 人情 報（ 以下 「特 定個人 情報 」と いう 。）の 提供 を受 ける こ
とが でき ると きは、 この 限り でな い。
（ 略）
第 三条 法 第六 条各 号のい ずれ にも 該当 しなく なつ たた め、 被保 険者の
資 格を 取得 した 者が あると きは 、そ の者 の属 する世 帯の 世帯 主は 、十
四 日以 内に 、前条 第一 項各 号に 規定 する事 項（ 同項 第一 号に 規定す る
現住 所及 び従 前の 住所 を除く 。） を記 載し た届 書を、 市町 村に 提出 し
なけ れば なら ない。 ただ し、 市町 村が番 号利 用法 第二 十二 条第一 項の
規定に より 当該 届書 と同 一の内 容を 含む 特定 個人 情報 の提 供を受 ける
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（ 世帯 主の 変更 の届 出）
第 十条 の二 （略 ）
２ 前項 第四 号の 場合 にあ つては 、同 項の 届出 は、 特定 同一世 帯所 属者
証明 書を 提示 して 行わ なけれ ばな らな い。 ただ し、市 町村 が番 号利 用
法第 二十 二条第 一項 の規 定に より 当該書 類と 同一 の内 容を 含む特 定個
人情報 の提 供を 受け るこ とがで きる とき は、 この 限り でな い。

第十 二条 の二 前二 条の 届出 につ いて 、世 帯主 とその 世帯 に属 する 特定
同一 世帯 所属者 が同 一の 日に 市町 村の区 域内 に住 所を 有し なくな つた
場合に あつ ては 、市 町村 は、当 該世 帯主 に対 し、 当該特 定同 一世 帯所
属 者に 係る 様式第 一号 の五 の二 によ る特 定同 一世帯 所属 者証 明書 を交
付 しな けれ ばなら ない 。た だし 、当 該特 定同一 世帯 所属 者が 世帯 主と
同 一の住 所に 変更 しな い場 合にあ つて はこ の限 りで ない。

（ 世帯主 の変 更の 届出 ）
第十 条の 二 （略）
２ 前 項第 四号 の場 合に あつて は、 同項 の届 出は 、特定 同一 世帯 所属 者
証 明書 を提 示し て行わ なけ れば なら ない 。

ことが でき ると きは 、こ の限り でな い。

第 十二 条の 二 前二条 の届 出に つい て、 世帯主 とそ の世 帯に 属す る特定
同 一世 帯所 属者 が同 一の日 に市 町村 の区 域内 に住所 を有 しな くな つた
場 合に あつて は、 市町 村は 、当 該世帯 主に 対し 、当 該特 定同一 世帯 所
属者 に係 る様 式第 一号の 五の 二に よる 特定 同一世 帯所 属者 証明 書を 交
付し なけ ればな らな い。 ただ し、 当該特 定同 一世 帯所 属者 が世帯 主と
同 一の 住所 に変 更し ない 場合又 は市 町村 が番 号利 用法 第二 十二条 第一
項 の規 定に より 当該 書類 と同一 の内 容を 含む 特定 個人情 報の 提供 を受
け るこ とが できる とき にあ つて はこ の限り でな い。
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正

案

○母子保健法施行規則（昭和四十年厚生省令第五十五号）（第二十三条関係）

改
（妊 娠の 届出 ）
第三 条 法第十 五条 の厚 生労 働省令 で定 める 事項 は、 次のと おり とす る
。
一 （ 略）
二 氏 名、 年齢、個人番号（行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第
二条第五項に規定する個人番号をいう。）及び職業
三～ 六 （略 ）

（ 略）

現

行

（傍線の部分は改正部分）

（ 妊娠 の届 出）
第三 条 法第 十五 条の 厚生労 働省 令で 定め る事 項は、 次の とお りと する
。
一 （略 ）
二 氏 名、 年齢及 び職 業

三 ～六
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○労働者災害補償保険特別支給金支給規則（昭和四十九年労働省令第三十号）（第二十六条関係）

案

現

行

（傍線の部分は改正部分）

二～ 五 （略）
５～８ （ 略）

正

（障 害特 別支 給金 ）
第四 条 （略）
２ ・３ （ 略）
４ 障 害特別 支給 金の 支給 を受 けよう とす る者 は、 次に 掲げ る事項 を記
載 した 申請 書を、 所轄 労働 基準 監督 署長に 提出 しな けれ ばな らない 。
一 労働 者の 氏名 、生 年月日 、住 所及 び行 政手 続にお ける 特定 の個 人
を識 別す るた めの番 号の 利用 等に 関す る法律 （平 成二 十五 年法 律第
二十七 号） 第二 条第 五項 に規定 する 個人 番号 （以 下「個 人番 号」 と
い う。 ）
二 ～五 （ 略）
５～ ８ （略 ）

（遺 族特 別支 給金 ）
第 五条 （略 ）
２・ ３ （略 ）
４ 遺族 特別 支給金 の支 給を 受け よう とす る者は 、次 に掲 げる 事項 を記
載し た申 請書を 、所 轄労 働基 準監 督署長 に提 出し なけ れば ならな い。
一 死 亡し た労 働者 の氏名 及び 生年 月日
二 申 請人 の氏名 、生 年月 日、 住所 、死 亡し た労働 者と の関 係及 び障
害の 状態 （労 災則 第十 五条に 規定 する 障害 の状 態をい う。 第六 項及
び第 九条 第三項 にお いて 同じ 。） の有 無
三～ 六 （略 ）
５～ ９ （ 略）

改

（遺 族特 別支 給金 ）
第五 条 （略）
２・３ （ 略）
４ 遺 族特 別支給 金の 支給 を受 けよ うとす る者 は、 次に 掲げ る事項 を記
載 した 申請 書を 、所轄 労働 基準 監督 署長 に提出 しな けれ ばな らな い。
一 死亡 した 労働 者の 氏名 、生年 月日 及び 個人 番号
二 申請 人の 氏名 、生年 月日 、住 所、 個人 番号、 死亡 した 労働 者と の
関係 及び障 害の 状態 （労 災則 第十五 条に 規定 する 障害 の状態 をい う
。 第六 項及 び第 九条 第三項 にお いて 同じ 。）の 有無
三 ～六 （ 略）
５～ ９ （略 ）

（傷病特別支給金）
第五条の二 （略）

（ 障害 特別 支給金 ）
第四 条 （略 ）
２・ ３ （略 ）
４ 障害 特別 支給金 の支 給を 受け よう とする 者は 、次 に掲 げる 事項を 記
載し た申請 書を 、所 轄労 働基 準監督 署長 に提 出し なけ ればな らな い。
一 労 働者 の氏 名、生 年月 日及 び住 所

（傷病特別支給金）
第五条の二 （略）
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３

（ 障害 特別 年金）
第七 条 （略 ）
２ （略 ）
３ 障害特 別年 金の 支給 を受 けよう とす る者 は、 次に 掲げる 事項 を記 載
し た申 請書 を、 所轄労 働基 準監 督署 長に 提出 しなけ れば なら ない 。
一 労 働者 の氏名 、生 年月 日及 び住 所
二 ～七 （略 ）
４～ ８ （略 ）

３

２ 傷病特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載
した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 労働者の氏名、生年月日及び住所
二 （略）
（略）

（障 害特 別年金 ）
第 七条 （ 略）
２ （ 略）
３ 障害 特別 年金 の支 給を 受けよ うと する 者は 、次 に掲 げる 事項を 記載
し た申請 書を 、所 轄労 働基準 監督 署長 に提 出し なけれ ばな らな い。
一 労働 者の 氏名、 生年 月日 、住 所及 び個人 番号
二～七 （ 略）
４ ～８ （ 略）

（遺 族特 別年 金）
第九条 （ 略）
２ （ 略）
３ 遺族 特別 年金 の支 給を 受けよ うと する 者（ 第五 項又は 第六 項の 規定
に 該当 する者 を除 く。 ）は 、次 に掲げ る事 項を 記載 した 申請書 を、 所
轄労 働基 準監 督署 長に提 出し なけ れば なら ない。
一 死亡 した労 働者 の氏 名及 び生 年月日
二 申 請人 及び 申請 人以外 の遺 族補 償年 金又 は遺族 年金 を受 ける こと
が でき る遺 族の氏 名、 生年 月日 、住所 、死 亡し た労 働者 との関 係及
び障 害の 状態 の有 無
三 ～八 （略 ）
４ （略 ）
５ 労働者 の死 亡の 当時 胎児で あつ た子 は、 当該 労働者 の死 亡に 係る 遺
族 補償 年金 又は 遺族年 金を 受け るこ とが でき るその 他の 遺族 が既 に遺
族 補償 年金 又は遺 族年 金の 支給 の決 定を 受け た後に 遺族 特別 年金 の支
給 を受 けよう とす ると きは 、次 に掲げ る事 項を 記載 した 申請書 を、 所

２ 傷病特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載
した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 労働者の氏名、生年月日、住 所及 び個人 番号
二 （略）
（略）

（ 遺族 特別 年金 ）
第九 条 （略 ）
２ （略 ）
３ 遺族 特別年 金の 支給 を受 けよ うとす る者 （第 五項 又は 第六項 の規 定
に該当 する 者を 除く 。） は、次 に掲 げる 事項 を記 載し た申 請書を 、所
轄 労働 基準 監督 署長 に提 出しな けれ ばな らな い。
一 死 亡し た労 働者の 氏名 、生 年月 日及 び個人 番号
二 申請 人及 び申 請人 以外 の遺族 補償 年金 又は 遺族 年金を 受け るこ と
がで きる 遺族 の氏 名、生 年月 日、 住所 、死 亡した 労働 者と の関 係及
び障 害の状 態の 有無 並び に申 請人の 個人 番号
三 ～八 （ 略）
４ （ 略）
５ 労働 者の 死亡 の当 時胎 児であ つた 子は 、当 該労 働者 の死 亡に係 る遺
族補 償年 金又 は遺 族年 金を受 ける こと がで きる その他 の遺 族が 既に 遺
族補 償年 金又 は遺族 年金 の支 給の 決定を 受け た後 に遺 族特 別年金 の支
給を受 けよ うと する とき は、次 に掲 げる 事項 を記 載し た申 請書を 、所
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轄 労働 基準監 督署 長に 提出 しな ければ なら ない 。
一 （略 ）
二 申請 人の氏 名、 生年 月日 、住 所及び 死亡 した 労働 者と の続柄

三 （ 略）
６ 法第 十六 条の 四第 一項後 段（ 法第 十六 条の 九第五 項及 び法 第二 十二
条 の四第 三項 にお いて 準用 する場 合を 含む 。） 又は 法第十 六条 の五 第
一項 後段 （法 第二十 二条 の四 第三 項に おいて 準用 する 場合 を含 む。）
の規 定によ り新 たに 遺族 補償 年金又 は遺 族年 金の 受給 権者と なつ た者
は 、そ の先 順位 者が既 に遺 族補 償年 金又 は遺 族年金 の支 給の 決定 を受
け た後 に遺 族特別 年金 の支 給を 受け よう とす るとき は、 次に 掲げ る事
項 を記 載した 申請 書を 、所 轄労 働基準 監督 署長 に提 出し なけれ ばな ら
ない 。
一 （略 ）
二 申 請人 の氏 名、 生年 月日、 住所 及び 死亡 した労 働者 との 関係
（ 略）
（略 ）
７

三

７

（傷病特別年金）
第十一条 （略）
２ 傷病特別年金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し
た申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 労働者の氏名、生年月日及び住所
二～四 （略）
３～５ （略）

轄労働 基準 監督 署長 に提 出しな けれ ばな らな い。
一 （ 略）
二 申 請人 の氏 名、生 年月 日、 住所 、個 人番号 及び 死亡 した 労働 者と
の続 柄
三 （略 ）
６ 法第 十六条 の四 第一 項後 段（法 第十 六条 の九 第五 項及び 法第 二十 二
条 の四 第三 項に おい て準 用する 場合 を含 む。 ）又 は法 第十 六条の 五第
一 項後 段（ 法第 二十 二条 の四第 三項 にお いて 準用 する場 合を 含む 。）
の 規定 によ り新た に遺 族補 償年 金又 は遺族 年金 の受 給権 者と なつた 者
は 、その 先順 位者 が既 に遺族 補償 年金 又は 遺族 年金の 支給 の決 定を 受
けた 後に 遺族 特別年 金の 支給 を受 けよ うとす ると きは 、次 に掲 げる事
項を記 載し た申 請書 を、 所轄労 働基 準監 督署 長に 提出 しな ければ なら
な い。
一 （ 略）
二 申 請人の 氏名 、生 年月 日、 住所、 個人 番号 及び 死亡 した労 働者 と
の関 係
三 （略 ）
（ 略）
（傷病特別年金）
第十一条 （略）
２ 傷 病 特 別 年 金 の 支 給を 受け よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し
た申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 労働者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二～四 （略）
３～５ （略）
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○雇用保険法施行規則（昭和五十年労働省令第三号）（第二十七条関係）

案

現

行

（傍線の部分は改正部分）

（受給期間延長の申出）
第三十一条 （略）
２～４ （略）
５ 第三項ただし書の場合における第一項の申出は、未支給失業等給付請
求書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を
証明することができる書類を添えなければならない。
６～８ （略）

正

（受給期間延長の申出）
第三十一条 （略）
２～４ （略）
５ 第三項ただし書の場合における第一項の申出は、受給期間延長申請書
に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明
することができる書類を添えなければならない。
６～８ （略）

（準用）
第百一条の二の十五 第四十四条（第四項を除く。以下この条において同
じ。）、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十条及び第五十四
条（一般教育訓練にあつては、第四十四条、第四十五条及び第四十六条
に限る。）の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。ただし
、一般教育訓練にあつては、第四十九条及び第五十条の規定は、準用し
ない。この条本文の場合において、これらの規定中「受給資格者」とあ
るのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者」と、「口座振
込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて
教育訓練給付金の支給を受ける者」と、「受給資格者証」とあるのは「
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「氏名又は
住所若しくは居所」とあるのは「氏名、住所若しくは居所又は電話番号
」と、「氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届（様式第
二十号）に、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変
更届（様式第二十号）」とあるのは「氏名を変更した場合にあつては教
育訓練給付金受給者氏名変更届（様式第三十三号の二の六）に、住所又
は居所を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者住所変更届（様
式第三十三号の二の六）に、電話番号を変更した場合にあつては教育訓
練給付金受給者電話番号変更届（様式第三十三号の二の六）」と読み替

改

（ 準用 ）
第百一条の二の十五 第四十四条（第四項を除く。以下この条において同
じ。）、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十条及び第五十四
条（一般教育訓練にあつては、第四十四条、第四十五条、第四十六条及
び第五十四条に限る。）の規定は、教育訓練給付金の支給について準用
する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「
教育訓練給付金の支給を受けることができる者」と、「口座振込受給資
格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練
給付金の支給を受ける者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練
給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「氏名又は住所若し
くは居所」とあるのは「氏名、住所若しくは居所又は電話番号」と、「
氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届（様式第二十号）
に、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届（様
式第二十号）」とあるのは「氏名を変更した場合にあつては教育訓練給
付金受給者氏名変更届（様式第三十三号の二の六）に、住所又は居所を
変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者住所変更届（様式第三十
三号の二の六）に、電話番号を変更した場合にあつては教育訓練給付金
受 給者 電話 番号 変更 届 （ 様 式 第 三 十 三 号 の 二 の 六 ） 」 と 読 み 替 え る も の
と する 。
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えるものとする。

（高年齢再就職給付金の支給申請手続）
第百一条の七 被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けよう
とするときは、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇
用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢
、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額
を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公
共職業安定所の長に提出しなければならない。
２

（略）

２

（育児休業給付金の支給申請手続）
第百一条の十三 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようと
するときは、法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間の初日か
ら起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業給付
受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書（様式第三十三号
の五。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、法第六
十一条の四第三項に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を
経過する日の属する月の末日までに、育児休業給付金支給申請書（様式
第三十三号の五の二）をもつて代えることができる。次項及び第百一条
の十五の規定により読み替えて適用される第百一条の八において同じ。
）に休業開始時賃金証明票、母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号
）第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の
十一第一項（第百一条の十一の三において読み替えて適用する場合を含
む。）の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されているこ
との事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定（期間を定めて雇用され
る者に限る。）、賃金の支払状況及び賃金の額並びに第百一条の十一の
二各号（第百一条の十一の三において読み替えて適用する場合を含む。
）のいずれかに該当する場合にあつては当該各号に該当すること並びに
法第六十一条の四第六項の規定により読み替えて適用する同条第一項の
規定により子の一歳に達する日の翌日以後の日に休業をする場合にあつ

（高年齢再就職給付金の支給申請手続）
第百一条の七 被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けよう
とするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して四箇月以内に
、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支
給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が
雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明するこ
とができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
の長に提出しなければならない。
（略）
（育児休業給付金の支給申請手続）
第百 一 条 の 十 三 被 保 険 者 は 、 初 め て 育 児 休 業 給 付 金 の 支 給 を 受 け よ う と
す る と き は 、 法 第六 十一 条 の 四 第 三 項 に 規 定 す る 支 給 単 位 期 間 の 初 日 か
ら 起 算 し て 四 箇 月 を 経 過 す る日 の 属 す る 月 の 末 日 ま で に 、 育 児 休 業 給 付
受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書（様式第三十三号
の五。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、育児休
業給付金支給申請書（様式第三十三号の五の二）をもつて代えることが
できる。次項及び第百一条の十五の規定により読み替えて適用される第
百一条の八において同じ。）に休業開始時賃金証明票、母子保健法（昭
和四十年法律第百四十一号）第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃
金台帳その他の第百一条の十一第一項（第百一条の十一の三において読
み替えて適用する場合を含む。）の休業に係る子があることの事実、被
保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予
定（期間を定めて雇用される者に限る。）、賃金の支払状況及び賃金の
額並びに第百一条の十一の二各号（第百一条の十一の三において読み替
えて適用する場合を含む。）のいずれかに該当する場合にあつては当該
各号に該当すること並びに法第六十一条の四第六項の規定により読み替
えて適用する同条第一項の規定により子の一歳に達する日の翌日以後の
日に休業をする場合にあつては、当該育児休業の申出に係る休業開始予
定日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間
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（略）

の初日以後である事実を証明することができる書類を添えてその事業所
の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

２～６

ては、当該育児休業の申出に係る休業開始予定日とされた日が当該被保
険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後である事実を証
明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職
業安定所の長に提出しなければならない。
２～ ６ （ 略 ）
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正

案

行

（傍線の部分は改正部分）

（ 住民 票の 写しの 提出 ）
第七 十九 条 都道 府県 知事は 、住 民基 本台 帳法 （昭和 四十 二年 法律 第八
十 一号） 第三 十条 の八 第一 項の規 定に より 、第 三十 五条第 一項 若し く
は第 三十 五条 の三第 一項 （こ れら の規 定を第 四十 六条 、第 五十 条、第
五十 四条及 び第 六十 三条 にお いて準 用す る場 合を 含む 。）若 しく は第
六 十七 条第 一項 の規定 によ る届 出（ 以下 この 条にお いて 「届 出」 とい
う 。） 又は 第七十 一条 第一 項の 規定 によ る申 請（以 下こ の条 にお いて
「 申請 」とい う。 ）に 係る 同法 第三十 条の 五第 一項 に規 定する 本人 確
認情 報を 利用 する こと ができ ない とき は、 届出 を行う 者に 対し 、住 民
票の 写し を、申 請を 行う 者に 対し 、死亡 した 被爆 者の 住民 票又は 消除
された 住民 票の 写し を、 それぞ れ提 出さ せる ことが でき る。
２ 広 島市 長及び 長崎 市長 は、 住民 基本台 帳法 第三 十条 の七 第四項 の規
定 によ り、 届出又 は申 請に 係る 同法 第三 十条の 五第 一項 に規 定す る本
人 確認情 報を 利用 する こと ができ ない とき は、 届出 を行う 者に 対し 、
住民 票の 写し を、 申請を 行う 者に 対し 、死亡 した 被爆 者の 住民 票又は
消除 された 住民 票の 写し を、 それぞ れ提 出さ せる こと ができ る。

現

○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則（平成七年厚生省令第三十三号）（第三十条関係）

改
（住 民票 の写 しの 提出）
第七 十九 条 都 道府 県知 事は 、住民 基本 台帳 法（ 昭和 四十二 年法 律第 八
十 一号 ）第 三十 条の 十五 第一項 の規 定に より 、第 三十 五条 第一項 若し
く は第 三十 五条 の三 第一 項（こ れら の規 定を 第四 十六条 、第 五十 条、
第 五十 四条 及び第 六十 三条 にお いて 準用す る場 合を 含む 。） 若しく は
第 六十七 条第 一項 の規 定によ る届 出（ 以下 この 条にお いて 「届 出」 と
いう 。） 又は 第七十 一条 第一 項の 規定 による 申請 （以 下こ の条 におい
て「申 請」 とい う。 ）に 係る同 法第 三十 条の 六第 一項 に規 定する 本人
確 認情 報を 利用 する こと ができ ない とき は、 届出 を行 う者に 対し 、住
民 票の 写し を、 申請を 行う 者に 対し 、死 亡した 被爆 者の 住民 票又 は消
除 され た住民 票の 写し を、 それ ぞれ提 出さ せる こと がで きる。
２ 広島 市長 及び 長崎市 長は 、住 民基 本台 帳法第 三十 条の 十の 規定 によ
り、 届出 又は申 請に 係る 同法 第三 十条の 六第 一項 に規 定す る本人 確認
情 報を 利用 する こと がで きない とき は、 届出 を行 う者 に対 し、住 民票
の 写し を、 申請 を行 う者 に対し 、死 亡し た被 爆者 の住民 票又 は消 除さ
れ た住 民票 の写し を、 それ ぞれ 提出 させる こと がで きる 。
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正

案

現

○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則（平成十年厚生省令第九十九号）（第三十一条関係）

改

行

（傍線の部分は改正部分）

（ 入院 患者 の医療 に係 る費 用負 担の 申請 ）
第二 十条 法 第三 十七 条に規 定す る申 請は 、次 に掲げ る事 項を 記載 した
申 請書を 提出 して 行う もの とする 。
一 患者 の住 所、氏 名、 生年 月日 及び 性別

一 （略）
二 当 該患 者並 びにそ の配 偶者 及び 民法 （明 治二十 九年 法律 第八 十九
号 ）第 八百七 十七 条第 一項 に定 める扶 養義 務者 の当 該費 用の負 担能
力を 把握 する ため に都道 府県 知事 が必 要と 認める 書類

三

二 申 請者が 患者 の保 護者 の場 合にあ って は、 当該 保護 者の住 所及 び
氏名 （保 護者が 法人 であ ると きは 、当 該法 人の主 たる 事務 所の 所在
地及 び名 称）並 びに 患者 との 関係
（ 略）
前 項の 申請書 には 、次 に掲 げる ものを 添付 しな けれ ばな らない 。

（入 院患 者の 医療 に係る 費用 負担 の申 請）
第二 十条 法第 三十 七条 に規 定する 申請 は、 次に 掲げ る事項 を記 載し た
申 請書 を提 出し て行 うも のとす る。
一 患 者の 住所 、氏 名、 生年月 日、 性別 及び 個人 番号（ 行政 手続 にお
ける 特定 の個 人を 識別 するた めの 番号 の利 用等 に関 する 法律（ 平成
二十 五年 法律 第二 十七 号）第 二条 第五 項に 規定 する個 人番 号を いう
。以 下同 じ。 ）
二 申 請者 が患 者の 保護 者の場 合に あっ ては 、当 該保 護者 の住所 、氏
名 （保 護者 が法 人であ ると きは 、当 該法 人の主 たる 事務 所の 所在地
及 び名称 ）及 び個 人番 号並 びに患 者と の関 係
三 （ 略）
２ 前項 の申 請書 には、 次に 掲げ るも のを 添付し なけ れば なら ない 。た
だし 、第 二号に 掲げ る書 類に つい ては、 都道 府県 知事 は、 当該書 類に
よ り証 明す べき 事実 を公 簿等に よっ て確 認す るこ とが でき るとき は、
当 該書 類を 省略 させ るこ とがで きる 。
一 （ 略）
二 当該 患者 並び にそ の配 偶者及 び民 法（ 明治 二十九 年法 律第 八十 九
号） 第八 百七 十七条 第一 項に 定め る扶 養義務 者の 当該 費用 の負 担能
力を把 握す るた めに 都道 府県知 事が 必要 と認 める 書類

（ 結核患 者の 医療 に係 る費 用負担 の申 請）
第二 十条 の三 法第 三十 七条 の二 に規 定する 申請 は、 次に 掲げ る事項 を
記載 した申 請書 を提 出し て行う もの とす る。
一 結 核患 者の 住所、 氏名 、生 年月 日及 び性 別
二 申 請者 が結核 患者 の保 護者 の場 合に あっ ては、 当該 保護 者の 住所
及び 氏名 （保 護者 が法人 であ ると きは 、当 該法人 の主 たる 事務 所の

２

（ 結核 患者 の医 療に 係る 費用負 担の 申請 ）
第 二十 条の三 法 第三 十七 条の 二に規 定す る申 請は 、次 に掲 げる事 項を
記 載し た申 請書を 提出 して 行う もの とする 。
一 結核 患者 の住 所、 氏名、 生年 月日 、性 別及 び個人 番号
二 申請 者が 結核患 者の 保護 者の 場合に あっ ては 、当 該保 護者の 住所
、氏名 （保 護者 が法 人で あると きは 、当 該法 人の 主たる 事務 所の 所
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（ 輸入 届出 ）
第二 十九 条 法第 五十 六条の 二第 一項 の規 定に よる届 出動 物等 の輸 入の
届出 は、 当該届 出動 物等 の到 着後 遅滞な く、 別記 様式 第三 による 届出
書二通 を別 表第 二の 上欄 に掲げ る当 該届 出動 物等 の到 着地 につき それ
ぞ れ同 表の 下欄 に定 める 検疫所 検
( 疫所 の支所 を含 む。 以下 同じ 。 の
)
長 厚
( 生 労働 大臣 が感 染症 の発生 を予 防し 、又 はそ のまん 延を 防止 する
た め緊急 の必 要が ある と認 めて同 欄に 定め る検 疫所 と異な る検 疫所 を
指定 した とき は、 その検 疫所 の長 に
) 提 出し て行 うも のとす る。
２ （略）
３ 第 一項 の届 出書に は、 衛生 証明 書又 はその 写し 及び 次に 掲げ る書類
を 添え なけ れば なら ない。 ただ し、 法第 五十 六条の 二第 一項 の届 出に
際 して 第一 項の規 定に より 当該 検疫 所の長 に提 出し た書 類 一 年以 内に
(
作成 され たも ので あっ て、そ の内 容に 変更 がな いもの に限 る。 で
)あ っ
て厚 生労 働大臣 が定 める もの につ いては 、当 該届 出書 にそ の旨が 付記
された とき は、 この 限り でない 。
一 個 人に あっ ては 、届 出者の 氏名 及び 住所 又は 居所と 同一 の氏 名及
び 住所又 は居 所が 記載 され ている 旅券 、運 転免 許証 、健 康保険 の被
保険 者証 、行 政手 続に おける 特定 の個 人を 識別 する ための 番号 の利
用等 に関 する 法律 （平成 二十 五年 法律 第二 十七号 ）第 二条 第七 項に
規定 する個 人番 号カ ード その 他法律 又は これ に基 づく 命令の 規定 に
よ り交 付さ れた 書類 であっ て当 該届 出者 が本人 であ るこ とを 確認 す
る に足 りるも のと して 厚生 労働 大臣が 定め る書 類
二 ～五 （ 略）
４～ ７ （略 ）

在地及 び名 称） 及び 個人 番号並 びに 結核 患者 との 関係
三 （ 略）
２ ～６ （略 ）

（ 輸入 届出 ）
第 二十 九条 法 第五十 六条 の二 第一 項の 規定に よる 届出 動物 等の輸 入の
届 出は 、当 該届出 動物 等の 到着 後遅 滞な く、別 記様 式第 三に よる 届出
書 二通 を別表 第二 の上 欄に 掲げ る当該 届出 動物 等の 到着 地につ きそ れ
ぞれ 同表 の下 欄に 定める 検疫 所 検
( 疫所 の支 所を 含む 。以 下同じ 。 の
)
長 厚
( 生労 働大 臣が 感染症 の発 生を 予防 し、 又はそ のま ん延 を防 止す る
た め緊 急の 必要 があ ると認 めて 同欄 に定 める 検疫所 と異 なる 検疫 所を
指 定し たと きは、 その 検疫 所の 長 に
) 提出 して 行う もの とす る。
２ （略 ）
３ 第一 項の 届出書 には 、衛 生証 明書 又は その 写し及 び次 に掲 げる 書類
を添 えな けれ ばなら ない 。た だし 、法 第五十 六条 の二 第一 項の 届出に
際して 第一 項の 規定 によ り当該 検疫 所の 長に 提出 した書 類 一年 以内に
(
作 成さ れた もの であっ て、 その 内容 に変 更が ないも のに 限る 。 で
) あっ
て 厚生 労働 大臣が 定め るも のに つい ては 、当該 届出 書に その 旨が 付記
さ れた ときは 、こ の限 りで ない 。
一 個人 にあ って は、届 出者 の氏 名及 び住 所又は 居所 と同 一の 氏名 及
び住 所又 は居所 が記 載さ れて いる 旅券、 運転 免許 証、 健康 保険の 被
保 険者 証、 住民 基本 台帳法 昭
( 和四 十二年 法律 第八 十一 号 第
) 三十 条
の 四十 四第 一項に 規定 する 住民 基本台 帳カ ード その 他法 律又は これ
に基 づく 命令 の規 定に より交 付さ れた 書類 であ って当 該届 出者 が本
人で ある ことを 確認 する に足 りる もの とし て厚生 労働 大臣 が定 める
書類
二～ 五 （ 略）
４ ～７ （ 略）

所在 地及 び名 称） 並びに 結核 患者 との 関係
三 （略 ）
２～ ６ （略 ）
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案

○介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号）（第三十二条関係）

正

現

行

（傍線の部分は改正部分）

二 （ 略）
三 世 帯主 である 者に つい ては その 旨、 世帯主 でな い者 につ いて は世
帯主 の氏 名、 性別及 び生 年月 日並 びに 世帯 主との 続柄

改
（資 格取 得の 届出 等）
第二 十三 条 市 町村 （特 別区 を含む 。以 下同 じ。 ）の 区域内 に住 所を 有
す るに 至っ たた め、 又は 法第十 三条 第一 項本 文若 しく は第 二項の 規定
の 適用 を受 けな くな った ため、 第一 号被 保険 者（ 法第九 条第 一号 に規
定 する 第一 号被保 険者 をい う。 以下 同じ。 ）の 資格 を取 得し た者は 、
十 四日以 内に 、次 に掲 げる事 項を 記載 した 届書 を、市 町村 に提 出し な
けれ ばな らな い。
一 氏 名、 性別 、生 年月 日、現 住所 、従 前の 住所 及び 行政 手続に おけ
る 特定 の個 人を 識別す るた めの 番号 の利 用等に 関す る法 律（ 平成二
十 五年法 律第 二十 七号 ）第 二条第 五項 に規 定す る個 人番 号（以 下「
個人 番号 」と いう 。）
二 （略 ）
三 世帯 主であ る者 につ いて はそ の旨、 世帯 主で ない 者に ついて は世
帯 主の 氏名 、性 別、 生年月 日及 び個 人番 号並 びに世 帯主 との 続柄

（住 所地 特例 対象 施設に 入所 又は 入居 中の 者に関 する 届出 ）
第二 十五 条 被 保険 者が 、法 第十 三条第 一項 本文 若し くは 第二項 の規 定
の 適用 を受 ける に至 ったと き、 又は 同項 の規 定の適 用を 受け るに 至っ
た 際現 に入 所又は 入居 （以 下こ の条 にお いて 「入所 等」 とい う。 ）を
し てい る住 所地特 例対 象施 設（ 法第 十三条 第一 項に 規定 する 住所地 特
例 対象施 設を いう 。以 下こ の条に おい て同 じ。 ）か ら継続 して 他の 住
所地 特例 対象 施設に 入所 等を する こと により それ ぞれ の住 所地 特例対
象施 設の所 在す る場 所に 順次住 所を 変更 （以 下「 継続住 所変 更」 とい
う 。） した とき は、十 四日 以内 に、 次に 掲げ る事項 を記 載し た届 書を
、 当該 者に 対し介 護保 険を 行う 市町 村に 提出 しなけ れば なら ない 。
一 （ 略）

（ 資格 取得 の届出 等）
第二 十三 条 市町 村（ 特別区 を含 む。 以下 同じ 。）の 区域 内に 住所 を有
す るに至 った ため 、又 は法 第十三 条第 一項 本文 若し くは第 二項 の規 定
の適 用を 受け なくな った ため 、第 一号 被保険 者（ 法第 九条 第一 号に規
定す る第一 号被 保険 者を いう 。以下 同じ 。） の資 格を 取得し た者 は、
十 四日 以内 に、 次に掲 げる 事項 を記 載し た届 書を、 市町 村に 提出 しな
け れば なら ない。
一 氏 名、性 別、 生年 月日 、現 住所及 び従 前の 住所

（ 住所 地特 例対 象施 設に 入所又 は入 居中 の者 に関 する届 出）
第 二十五 条 被保 険者 が、 法第十 三条 第一 項本 文若 しく は第 二項の 規定
の 適用を 受け るに 至っ たと き、又 は同 項の 規定 の適 用を受 ける に至 っ
た際 現に 入所 又は 入居（ 以下 この 条に おい て「入 所等 」と いう 。） を
して いる住 所地 特例 対象 施設 （法第 十三 条第 一項 に規 定す る住所 地特
例 対象 施設 をい う。 以下 この条 にお いて 同じ 。） から 継続 して他 の住
所 地特 例対 象施 設に 入所等 をす るこ とに より それぞ れの 住所 地特 例対
象 施設 の所 在する 場所 に順 次住 所を 変更（ 以下 「継 続住 所変 更」と い
う。 ）し たと きは 、十 四日以 内に 、次 に掲 げる 事項を 記載 した 届書 を
、当 該者 に対 し介護 保険 を行 う市 町村に 提出 しな けれ ばな らない 。
一 （ 略）
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２

二 氏 名、性 別、 現住 所及 び従 前の住 所
三・ 四 （略 ）
五 世帯 主であ る者 につ いて はそ の旨、 世帯 主で ない 者に ついて は世
帯主の 氏名 、性 別及 び生年 月日 並び に世 帯主 との続 柄
（ 略）

２

二 氏 名、 性別 、現 住所 、従前 の住 所及 び個 人番 号
三 ・四 （ 略）
五 世 帯主 であ る者に つい ては その 旨、 世帯主 でな い者 につ いて は世
帯主 の氏 名、 性別 、生 年月日 及び 個人 番号 並び に世 帯主 との続 柄
（略 ）

（被 保険 者証の 交付 ）
第二十 六条 （ 略）
２ 第 二号 被保険 者は 、前 項の 規定 により 被保 険者 証の 交付 を受け よう
と する とき は、 氏名、 性別 、生 年月 日、 住所及 び個 人番 号を 記載 した
申 請書を 市町 村に 提出 しな ければ なら ない 。

（ 被保 険者 証の再 交付 及び 返還 ）
第 二十七 条 被保 険者 証の 交付を 受け てい る者 は、 当該被 保険 者証 を破
り 、汚 し、又 は失 った とき は、直 ちに 、次 に掲 げる 事項を 記載 した 申
請書 を市 町村 に提 出して 、そ の再 交付 を申 請しな けれ ばな らな い。
一 氏名、 性別 、生 年月 日及 び住所
二 （ 略）
２ ・３ （略 ）

（ 被保 険者 証の交 付）
第二 十六 条 （略）
２ 第二 号被 保険者 は、 前項 の規 定に より 被保険 者証 の交 付を 受け よう
とす ると きは、 氏名 、性 別、 生年 月日及 び住 所を 記載 した申 請書 を市
町 村に 提出 しな けれ ばなら ない 。こ の場 合に おいて 、当 該第 二号 被保
険者 は、 医療 保険 各法に よる 被保 険者 証（ 日雇特 例被 保険 者手 帳（健
康保 険印紙 をは り付 ける べき 余白が ある もの に限 る。 ）及び 被扶 養者
証 を含 む。 ）、 組合員 証又 は加 入者 証（ 以下 「医療 保険 被保 険者 証等
」 とい う。 ）を提 示す るも のと する 。
（新設）

３ 前項 の場 合に おい て、 当該第 二号 被保 険者 は、 医療 保険各 法に よる
被保 険者 証（ 日雇 特例 被保険 者手 帳（ 健康 保険 印紙を 貼り 付け るべ き
余白 があ るもの に限 る。 ）及 び被 扶養者 証を 含む 。） 、組 合員証 又は
加入者 証（ 以下 「医 療保 険被保 険者 証等 」と いう 。） を提 示する もの
と する 。た だし 、市 町村 が当該 第二 号被 保険 者が 医療保 険加 入者 であ
る こと を公 簿等 によっ て確 認す るこ とが できる とき は、 この 限り でな
い。
（被 保険 者証 の再 交付 及び返 還）
第二 十七 条 被 保険 者証 の交 付を 受けて いる 者は 、当 該被 保険者 証を 破
り 、汚 し、 又は 失っ たと きは、 直ち に、 次に 掲げ る事 項を 記載し た申
請 書を 市町 村に 提出 して 、その 再交 付を 申請 しな ければ なら ない 。
一 氏 名、 性別 、生年 月日 、住 所及 び個人 番号
二 （略 ）
２・ ３ （略 ）
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（ 住所変 更の 届出 ）
第三 十条 被 保険者 証交 付済 被保 険者 が、市 町村 の区 域内 にお いてそ の
住所を 変更 した とき は、 十四日 以内 に、 次に 掲げ る事 項を 記載し た届
書 を、 市町 村に 提出 しな ければ なら ない 。
一 ・二 （ 略）
三 個 人番号
四 （略 ）
五 世帯 主とな る場 合は その 旨、 世帯主 とな らな い場 合は 世帯主 の氏

（ 氏名 変更 の届 出）
第二 十九 条 被保 険者 証交 付済被 保険 者の 氏名 に変 更があ った とき は、
当該 被保 険者 は、十 四日 以内 に、 次に 掲げる 事項 を記 載し た届 書を、
市町 村に提 出し なけ れば なら ない。
一 （ 略）
二 個 人番 号
三 （ 略）

（負担割合証の交付等）
第二十八条の二 市町村は、要介護被保険者（法第四十一条第一項に規定
する要介護被保険者をいう。以下同じ。）又は居宅要支援被保険者（法
第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。）
に対し、様式第一号の二による利用者負担の割合を記載した証（以下「
負担割合証」という。）を、有効期限を定めて交付しなければならない
。
２・３ （略）
４ 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し
、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市町
村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
一 氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
二・三 （略）
５・６ （略）

（ 住所 変更 の届 出）
第 三十 条 被 保険 者証 交付 済被 保険者 が、 市町 村の 区域 内にお いて その
住 所を 変更 したと きは 、十 四日 以内に 、次 に掲 げる 事項 を記載 した 届
書を 、市 町村 に提 出し なけれ ばな らな い。
一・ 二 （略）
（新設 ）
三
（ 略）
四 世 帯主 となる 場合 はそ の旨 、世 帯主 となら ない 場合 は世 帯主 の氏

（氏 名変更 の届 出）
第 二十 九条 被 保険 者証交 付済 被保 険者 の氏 名に変 更が あっ たと きは 、
当 該被 保険 者は、 十四 日以 内に 、次 に掲 げる 事項を 記載 した 届書 を、
市 町村 に提 出しな けれ ばな らな い。
一 （略 ）
（新 設）
二 （ 略）

（負担割合証の交付等）
第二十八条の二 市町村は、要介護被保険者（法第四十一条第一項に規定
する要介護被保険者をいう。以下同じ。）又は居宅要支援被保険者（法
第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。）
に対し、様式第一号の二による利用者負担の割合を記載した証（以下「
負担割合証」という。）を、有効期限を定めて交付しなければならない
。
２・３ （略）
４ 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し
、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市町
村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二・三（略）
５・６ （略）
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（ 世帯 変更 の届 出）
第 三十 一条 第二 十三 条、 第二 十五条 第一 項及 び前 条の 場合 を除く ほか
、 その 属す る世帯 又は その 属す る世帯 の世 帯主 に変 更が あった 第一 号
被保 険者 は、 十四 日以 内に、 次に 掲げ る事 項を 記載し た届 書を 、市 町
村に 提出 しなけ れば なら ない 。
一・二 （ 略）
三 個 人番 号
四 （ 略）
五 変更 後の 世帯 にお いて 世帯主 とな る場 合は その 旨、世 帯主 とな ら
ない 場合 は変 更後 の世帯 主の 氏名 、性 別、 生年月 日、 個人 番号 及び
世帯 主との 続柄

（ 資格喪 失の 届出 ）
第三 十二 条 被保険 者証 交付 済被 保険 者は 、被保 険者 の資 格を 喪失 した
とき は、十 四日 以内 に、 次に 掲げる 事項 を記 載し た届 書を、 市町 村に
提 出し なけ れば なら ない。
一 ～三 （ 略）
（ 新設 ）
四 （略 ）

（ 世帯変 更の 届出 ）
第三 十一 条 第二十 三条 、第 二十 五条 第一項 及び 前条 の場 合を 除くほ か
、その 属す る世 帯又 はそ の属す る世 帯の 世帯 主に 変更が あっ た第 一号
被 保険 者は 、十 四日以 内に 、次 に掲 げる 事項 を記載 した 届書 を、 市町
村 に提 出し なけれ ばな らな い。
一 ・二 （略 ）
（新 設）
三 （略 ）
四 変 更後 の世 帯に おいて 世帯 主と なる 場合 はその 旨、 世帯 主と なら
な い場 合は変 更後 の世 帯主 の氏 名、性 別、 生年 月日 及び 世帯主 との
続柄

名、 性別 、生 年月 日及び 世帯 主と の続 柄

（ 資格 喪失 の届 出）
第 三十 二条 被保 険者 証交 付済 被保 険者は 、被 保険 者の 資格 を喪失 した
と きは 、十 四日以 内に 、次 に掲 げる 事項を 記載 した 届書 を、 市町村 に
提 出しな けれ ばな らな い。
一～ 三 （略 ）
四 個人番 号
五 （ 略）

（要 介護 認定 の申請 等）
第三 十五条 法 第二 十七 条第 一項の 規定 によ り要 介護 認定（ 法第 十九 条
第 一項 に規 定す る要介 護認 定を いう 。以 下同 じ。） を受 けよ うと する
被 保険 者は 、次に 掲げ る事 項を 記載 した 申請 書に被 保険 者証 を添 付し
て 、市 町村に 申請 をし なけ れば ならな い。 ただ し、 当該 被保険 者が 、
第二 十六 条第 一項 の規 定によ り被 保険 者証 の交 付を受 けた 第二 号被 保
険者 以外 の第二 号被 保険 者（ 以下 「被保 険者 証未 交付 第二 号被保 険者
」とい う。 ）で ある ときは 、当 該申 請書 に被 保険者 証を 添付 する こと
を 要し ない 。

名、性 別、 生年 月日 、個 人番号 及び 世帯 主と の続 柄

（ 要介 護認 定の 申請 等）
第三 十五 条 法第 二十 七条 第一項 の規 定に より 要介 護認 定（ 法第十 九条
第一 項に 規定 する 要介 護認定 をい う。 以下 同じ 。）を 受け よう とす る
被保 険者 は、 次に掲 げる 事項 を記 載し た申請 書に 被保 険者 証を 添付し
て、市 町村 に申 請を しな ければ なら ない 。た だし 、当 該被 保険者 が、
第 二十 六条 第一 項の 規定 により 被保 険者 証の 交付 を受 けた第 二号 被保
険 者以 外の 第二 号被保 険者 （以 下「 被保 険者証 未交 付第 二号 被保 険者
」 とい う。） であ ると きは 、当 該申請 書に 被保 険者 証を 添付す るこ と
を要 しな い。
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一 氏 名、 性別 、生 年月 日、住 所及 び個 人番 号
二 ～四 （ 略）
２ 前項 の申 請に 係る 被保 険者が 第二 号被 保険 者で ある とき は、当 該被
保 険者 は、当 該申 請を 医療 保険 被保険 者証 等を 提示 して 行うも のと す
る。 ただ し、 市町 村が当 該第 二号 被保 険者 が医療 保険 加入 者で ある こ
とを 公簿 等によ って 確認 する ことが でき ると きは 、こ の限 りでな い。
３ ～６ （ 略）
第三十七条 法第二十七条第四項の厚生労働省令で定める事項は、第三十
五条第一項第一号及び第二号に掲げる事項（個人番号を除く。）並びに
同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその
旨とする。

（略 ）

一 氏 名、性 別、 生年 月日 及び 住所
二～ 四 （略 ）
２ 前項 の申請 に係 る被 保険 者が 第二号 被保 険者 であ ると きは、 当該 被
保険者 は、 当該 申請 を医療 保険 被保 険者 証等 を提示 して 行う もの とす
る。
３～ ６

第三十七条 法第二十七条第四項の厚生労働省令で定める事項は、第三十
五条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同項の申請に係る被保
険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨とする。

３～ ５

（ 要介 護更 新認定 の申 請等 ）
第四 十条 法 第二十 八条 第二 項の 規定 によ り要 介護更 新認 定を 受け よう
とす る被 保険 者は、 次に 掲げ る事 項を 記載し た申 請書 に被 保険 者証を
添付し て、 市町 村に 申請 をしな けれ ばな らな い。
一 当 該申 請に 係る被 保険 者の 氏名 、性 別、 生年月 日及 び住 所

（要 介護更 新認 定の 申請 等）
第 四十 条 法第 二十八 条第 二項 の規 定に より要 介護 更新 認定 を受 けよう
と する 被保 険者 は、 次に掲 げる 事項 を記 載し た申請 書に 被保 険者 証を
添 付し て、 市町村 に申 請を しな けれ ばなら ない 。
一 当該 申請 に係 る被 保険者 の氏 名、 性別 、生 年月日 、住 所及 び個 人
番号
二～四 （ 略）
２ 前 項の 申請に 係る 被保 険者 が第 二号被 保険 者で ある とき は、当 該被
保 険者 は、 当該 申請を 医療 保険 被保 険者 証等を 提示 して 行う もの とす
る 。ただ し、 市町 村が 当該 第二号 被保 険者 が医 療保 険加入 者で ある こ
とを 公簿 等に よっ て確認 する こと がで きる ときは 、こ の限 りで ない 。
３～ ５ （ 略）

（ 要介 護状態 区分 の変 更の 認定の 申請 等）
第四 十二 条 法第二 十九 条第 一項 の規 定に より要 介護 状態 区分 の変 更の
認定 を受け よう とす る被 保険 者は、 次に 掲げ る事 項を 記載し た申 請書
に 被保 険者 証を 添付 して、 市町 村に 申請 をし なけれ ばな らな い。
一 氏 名、 性別、 生年 月日 及び 住所

（略 ）

二 ～四 （略 ）
２ 前項 の申 請に係 る被 保険 者が 第二 号被 保険者 であ ると きは 、当 該被
保険 者は 、当該 申請 を医 療保 険被 保険者 証等 を提 示し て行 うもの とす
る。

（ 要介 護状 態区 分の 変更 の認定 の申 請等 ）
第 四十 二条 法第 二十 九条 第一 項の 規定に より 要介 護状 態区 分の変 更の
認 定を 受け よう とする 被保 険者 は、 次に掲 げる 事項 を記 載し た申請 書
に 被保険 者証 を添 付し て、 市町村 に申 請を しな けれ ばなら ない 。
一 氏名 、性 別、生 年月 日、 住所 及び 個人番 号
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（要支 援認 定の 申請 等）
第 四十 九条 法第 三十 二条 第一 項の 規定に より 要支 援認 定を 受けよ うと
す る被 保険 者は 、次に 掲げ る事 項を 記載 した申 請書 に被 保険 者証 を添
付 して、 市町 村に 申請 をし なけれ ばな らな い。 ただ し、当 該被 保険 者
が、 被保 険者 証未 交付第 二号 被保 険者 であ るとき は、 当該 申請 書に被
保険 者証を 添付 する こと を要 しない 。
一 氏 名、 性別 、生 年月 日、住 所及 び個 人番 号
二 ・三 （ 略）
２ 前項 の申 請に 係る 被保 険者が 第二 号被 保険 者で ある ときは 、当 該被
保険 者は 、当 該申 請を 医療保 険被 保険 者証 等を 提示し て行 うも のと す
る。 ただ し、市 町村 が当 該第 二号 被保険 者が 医療 保険 加入 者であ るこ
とを公 簿等 によ って 確認 するこ とが でき ると きは 、こ の限 りでな い。
３ ～６ （ 略）

二～五 （ 略）
２ 前 項の 申請 に係る 被保 険者 が第 二号被 保険 者で ある とき は、当 該被
保 険者 は、 当該 申請を 医療 保険 被保 険者 証等を 提示 して 行う もの とす
る 。た だし、 市町 村が 当該 第二 号被保 険者 が医 療保 険加 入者で ある こ
とを 公簿 等に よっ て確認 する こと がで きる ときは 、こ の限 りで ない 。
３・ ４ （略）

第五十一条 法第三十二条第三項の厚生労働省令で定める事項は、第四十
九条第一項第一号に掲げる事項及び同項の申請に係る被保険者が第二号
被保険者である場合にあってはその旨とする。

３～ ６

３・ ４

二 ～五 （略 ）
２ 前項 の申 請に係 る被 保険 者が 第二 号被 保険 者であ ると きは 、当 該被
保険 者は 、当該 申請 を医 療保 険被 保険者 証等 を提 示し て行 うもの とす
る。

第五十一条 法第三十二条第三項の厚生労働省令で定める事項は、第四十
九条第一項第一号に掲げる事項（個人番号を除く。）及び同項の申請に
係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨とする。

（ 要支援 更新 認定 の申 請等 ）
第五 十四 条 法第三 十三 条第 二項 の規 定によ り要 支援 更新 認定 を受け よ
うと する被 保険 者は 、次 に掲げ る事 項を 記載 した 申請書 に被 保険 者証
を 添付 して 、市 町村に 申請 をし なけ れば なら ない。
一 氏 名、 性別、 生年 月日 及び 住所
二 ～四 （略 ）

（略 ）

（ 要支 援認定 の申 請等 ）
第四 十九 条 法第三 十二 条第 一項 の規 定に より要 支援 認定 を受 けよ うと
する 被保 険者は 、次 に掲 げる 事項 を記載 した 申請 書に 被保険 者証 を添
付 して 、市 町村 に申 請をし なけ れば なら ない 。ただ し、 当該 被保 険者
が 、被 保険 者証未 交付 第二 号被 保険 者で ある ときは 、当 該申 請書 に被
保 険者 証を 添付す るこ とを 要し ない 。
一 氏名 、性 別、 生年 月日 及び住 所
二・ 三 （略 ）
２ 前 項の 申請 に係 る被 保険者 が第 二号 被保 険者 である とき は、 当該 被
保 険者 は、 当該 申請を 医療 保険 被保 険者 証等 を提示 して 行う もの とす
る。

（略 ）

（ 要支 援更 新認 定の 申請 等）
第 五十 四条 法第 三十 三条 第二 項の規 定に より 要支 援更 新認 定を受 けよ
う とす る被 保険者 は、 次に 掲げ る事 項を記 載し た申 請書 に被 保険者 証
を添 付し て、 市町 村に 申請を しな けれ ばな らな い。
一 氏名 、性 別、生 年月 日、 住所 及び個 人番 号
二～四 （ 略）
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３ ・４

（ 略）

２ 前項 の申 請に 係る被 保険 者が 第二 号被 保険 者であ ると きは 、当 該被
保険 者は 、当 該申 請を 医療保 険被 保険 者証 等を 提示し て行 うも のと す
る。

２ 前 項の 申請 に係 る被 保険者 が第 二号 被保 険者 である とき は、 当該 被
保 険者 は、 当該 申請 を医 療保険 被保 険者 証等 を提 示し て行う もの とす
る 。た だし 、市 町村が 当該 第二 号被 保険 者が医 療保 険加 入者 であ るこ
と を公 簿等に よっ て確 認す るこ とがで きる とき は、 この 限りで ない 。
３・ ４ （略 ）

３ ・４

（ 介護 給付 等対象 サー ビス の種 類の 指定の 変更 の申 請）
第五 十九 条 法第三 十七 条第 一項 の規 定に よる 指定に 係る 居宅 サー ビス
、地 域密 着型 サービ ス、 施設 サー ビス、 介護 予防 サー ビス 又は地 域密
着型介 護予 防サ ービ スの 種類の 変更 を同 条第 二項 の規定 によ り受 けよ
う とす る被 保険者 は、 次に 掲げ る事 項を 記載 した申 請書 に被 保険 者証
を 添付 して 、市町 村に 申請 をし なけ れば ならな い。
一 氏 名、性 別、 生年 月日 及び住 所
二～ 六 （略 ）
２ 前項の 申請 に係 る被 保険 者が第 二号 被保 険者 であ るとき は、 当該 第
二 号被 保険 者は 、当 該申請 を医 療保 険被 保険 者証等 を提 示し て行 うも
の とす る。

（略 ）

（ 要支 援状 態区分 の変 更の 認定 の申 請等 ）
第五 十五 条の 二 法 第三 十三 条の 二第 一項 の規 定によ り要 支援 状態 区分
の変 更の 認定 を受 けよう とす る被 保険 者は 、次に 掲げ る事 項を 記載 し
た申 請書 に被保 険者 証を 添付 して 、市町 村に 申請 をし なけれ ばな らな
い。
一 氏 名、 性別、 生年 月日 及び 住所
二 ～五 （ 略）
２ 前項 の申 請に係 る被 保険 者が 第二 号被 保険 者であ ると きは 、当 該被
保険 者は 、当 該申請 を医 療保 険被 保険 者証等 を提 示し て行 うも のとす
る。

（要 支援 状態区 分の 変更 の認 定の 申請等 ）
第五十 五条 の二 法 第三 十三条 の二 第一 項の 規定 により 要支 援状 態区 分
の 変更 の認 定を 受け よう とする 被保 険者 は、 次に 掲げる 事項 を記 載し
た 申請 書に 被保 険者証 を添 付し て、 市町 村に申 請を しな けれ ばな らな
い。
一 氏名 、性 別、 生年月 日、 住所 及び 個人 番号
二～ 五 （ 略）
２ 前 項の 申請 に係る 被保 険者 が第 二号 被保険 者で ある とき は、 当該被
保 険者 は、 当該 申請 を医療 保険 被保 険者 証等 を提示 して 行う もの とす
る 。た だし 、市町 村が 当該 第二 号被 保険者 が医 療保 険加 入者で ある こ
とを 公簿 等に よっ て確 認する こと がで きる とき は、こ の限 りで ない 。
３・ ４ （略）
（介 護給付 等対 象サ ービ スの 種類の 指定 の変 更の 申請 ）
第 五十 九条 法 第三十 七条 第一 項の 規定 による 指定 に係 る居 宅サ ービス
、 地域 密着 型サ ービ ス、施 設サ ービ ス、 介護 予防サ ービ ス又 は地 域密
着 型介 護予防 サー ビス の種 類の 変更を 同条 第二 項の 規定 により 受け よ
うと する 被保 険者 は、 次に掲 げる 事項 を記 載した 申請 書に 被保 険者 証
を添 付し て、市 町村 に申 請を しな ければ なら ない 。
一 氏 名、 性別 、生 年月 日、住 所及 び個 人番 号
二 ～六 （ 略）
２ 前項 の申 請に 係る 被保 険者が 第二 号被 保険 者で ある とき は、当 該第
二 号被保 険者 は、 当該 申請 を医療 保険 被保 険者 証等 を提示 して 行う も
のと する 。た だし、 市町 村が 当該 第二 号被保 険者 が医 療保 険加 入者で
ある ことを 公簿 等に よっ て確 認する こと がで きる とき は、 この限 りで
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（令第二十二条の二の二第六項の規定の適用の申請）
第八十三条の二の三 令第二十二条の二の二第六項の規定の適用を受けよ
う と す る 要 介 護 被 保 険 者 は、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 市 町 村
に提出しなければならない。
一 氏 名 、 生 年 月 日 及 び 個 人番 号
二・三 （略）

３

（ 高額 介護 サービ ス費 の支 給の 申請 ）
第八 十三 条の 四 高 額介 護サ ービ ス費 の支 給を 受けよ うと する 要介 護被
保険 者は 、次 に掲げ る事 項を 記載 した 申請書 を市 町村 に提 出し なけれ
ばな らない 。
一 当 該要 介護 被保険 者の 氏名 、性 別、 生年 月日及 び住 所並 びに 被保
険 者証の 番号
二 （ 略）
２・ ３ （略 ）

（令第二十二条の二の二第六項の規定の適用の申請）
第八十三条の二の三 令第二十二条の二の二第六項の規定の適用を受けよ
うとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村
に提出しなければならない。
一 氏名及び生年月日
二・三（略）

３

（略 ）

（高 額介護 サー ビス 費の 支給 の申請 ）
第 八十 三条 の四 高 額介護 サー ビス 費の 支給 を受け よう とす る要 介護被
保 険者 は、 次に 掲げ る事項 を記 載し た申 請書 を市町 村に 提出 しな けれ
ば なら ない 。
一 当該 要介 護被 保険 者の氏 名、 性別 、生 年月 日、住 所及 び個 人番 号
並び に被 保険 者証の 番号
二 （ 略）
２ ・３ （ 略）

（高 額医 療合 算介護 サー ビス 費の 支給 の申請 ）
第八十 三条 の四 の四 法 第五十 一条 の二 の規 定に より高 額医 療合 算介 護
サ ービ ス費 の支 給を受 けよ うと する 被保 険者 は、次 に掲 げる 事項 を記
載 した 申請 書を、 計算 期間 にお いて 当該 被保険 者に 対し 介護 保険 を行
っ た市 町村に 提出 しな けれ ばな らない 。た だし 、令 第二 十二条 の三 第
二項 ただ し書 又は 同条第 三項 ただ し書 に該 当する 場合 にあ って は、 こ
の限 りで ない。
一 当 該被 保険 者の 氏名、 性別 、生 年月 日、 住所及 び被 保険 者証 の番
号
二 当 該被 保険者 の合 算対 象者 （令 第二十 二条 の三 第二 項第 四号に 規
定す る合 算対象 者を いう 。以 下こ の条 にお いて同 じ。 ）の 氏名 、性
別、 生年 月日及 び被 保険 者証 の番 号

ない。
（ 略）

（ 高額 医療 合算 介護 サービ ス費 の支 給の 申請 ）
第八 十三 条の 四の 四 法第 五十一 条の 二の 規定 によ り高 額医療 合算 介護
サー ビス 費の 支給 を受 けよう とす る被 保険 者は 、次に 掲げ る事 項を 記
載し た申 請書を 、計 算期 間に おい て当該 被保 険者 に対 し介 護保険 を行
った市 町村 に提 出し なけ ればな らな い。 ただ し、 令第 二十 二条の 三第
二 項た だし 書又 は同 条第 三項た だし 書に 該当 する 場合に あっ ては 、こ
の 限り でな い。
一 当該 被保 険者 の氏 名、 性別、 生年 月日 、住 所、 個人番 号及 び被 保
険者 証の 番号
二 当該被 保険 者の 合算 対象 者（令 第二 十二 条の 三第 二項 第四号 に規
定 する 合算 対象 者をい う。 以下 この 条に おいて 同じ 。） の氏 名、 性
別 、生 年月日 、個 人番 号及 び被 保険者 証の 番号
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（ 特定 入所 者の 負担 限度額 に係 る市 町村 の認 定）
第八 十三 条の 六 前条 の規 定によ る市 町村 の認 定（ 以下 この条 にお いて
「認 定」 とい う。 ）を 受けよ うと する 要介 護被 保険者 は、 次に 掲げ る
事項 を記 載した 申請 書を 市町 村に 提出し なけ れば なら ない 。
一 （ 略）
二 氏 名、 性別 、生 年月 日、住 所及 び個 人番 号
三 ～五 （ 略）
２～ ６ （略 ）
７ 要介 護被 保険 者は、 認定 証を 破り 、汚 し、又 は失 った とき は、直 ち
に、 次に掲 げる 事項 を記 載し た申請 書を 市町 村に 提出 して 、その 再交
付 を受 けな けれ ばな らな い。
一 氏 名、 性別 、生 年月日 、住 所及 び個 人番 号
二 （ 略）
８～
（略）

三・四 （ 略）
２ ～６ （ 略）

（特 定入 所者 の負担 限度 額に 係る 市町 村の認 定）
第八十 三条 の六 前 条の 規定に よる 市町 村の 認定 （以下 この 条に おい て
「 認定 」と いう 。）を 受け よう とす る要 介護 被保険 者は 、次 に掲 げる
事 項を 記載 した申 請書 を市 町村 に提 出し なけれ ばな らな い。
一 （ 略）
二 氏名 、性 別、 生年月 日及 び住 所
三～ 五 （略）
２ ～６ （ 略）
７ 要 介護被 保険 者は 、認 定証 を破り 、汚 し、 又は 失っ たとき は、 直ち
に 、次 に掲 げる事 項を 記載 した 申請 書を市 町村 に提 出し て、 その再 交
付 を受け なけ れば なら ない 。
一 氏名 、性 別、生 年月 日及 び住 所
二 （ 略）
８～
（略 ）

三 ・四 （略 ）
２～ ６ （略 ）

（特 定入 所者 の負担 限度 額に 関す る特 例）
第八 十三条 の八 （ 略）
２ 前 項の 規定 による 給付 を受 けよ うと する要 介護 被保 険者 は、 次に掲
げ る事 項を 記載 した 申請書 を市 町村 に提 出し なけれ ばな らな い。
一 氏 名、生 年月 日及 び個 人番 号
二～ 六 （略 ）
３・ ４ （略）

（令第二十九条の二の二第六項の規定の適用の申請）
第九十七条の二の二 令第二十九条の二の二第六項の規定の適用を受けよ
うとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市
町村に提出しなければならない。
一 氏名及び生年月日

（ 特定 入所 者の負 担限 度額 に関 する 特例 ）
第八 十三 条の 八 （略）
２ 前項 の規 定によ る給 付を 受け よう とす る要 介護被 保険 者は 、次 に掲
げる 事項 を記 載した 申請 書を 市町 村に提 出し なけ れば なら ない。
一 氏 名及 び生 年月 日
二 ～六 （ 略）
３ ・４ （略 ）

10

（ 令 第 二 十 九 条 の 二 の 二 第 六 項 の 規 定 の 適 用 の 申 請）
第九十七条の二の二 令第二十九条の二の二第六項の規定の適用を受けよ
うとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市
町村に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び個人番号

10
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（略）

二・三

（略）

（ 高額介 護予 防サ ービ ス費の 支給 の申 請）
第九 十七 条の 二の三 高 額介 護予 防サ ービス 費の 支給 を受 けよ うとす る
居宅要 支援 被保 険者 は、 次に掲 げる 事項 を記 載し た申請 書を 市町 村に
提 出し なけ れば ならな い。
一 当 該居 宅要支 援被 保険 者の 氏名 、性 別、生 年月 日及 び住 所並 びに
被保 険者 証の 番号
二 （略 ）
２・ ３ （略）

二・三
（ 高額 介護 予防 サー ビス 費の支 給の 申請 ）
第 九十 七条の 二の 三 高額 介護 予防サ ービ ス費 の支 給を 受け ようと する
居 宅要 支援 被保険 者は 、次 に掲 げる事 項を 記載 した 申請 書を市 町村 に
提出 しな けれ ばな らな い。
一 当該 居宅要 支援 被保 険者 の氏 名、性 別、 生年 月日 、住 所及び 個人
番号並 びに 被保 険者 証の 番号
二 （ 略）
２ ・３ （略 ）

３

（略 ）

（医療 保険 者か らの 情報 提供）
第 百十 条 （略）
２ 法第 六十 八条 第五 項に 規定す る医 療保 険者 に対す る情 報の 提供 の請
求 は、当 該医 療保 険者 に対 し、対 象と なる 要介 護被 保険者 等の 氏名 、
性別 及び 住所 、医 療保険 被保 険者 証等 の記 号及び 番号 並び に前 項第 二
号に 掲げる 事項 を通 知し て行 うもの とす る。

（ 医療 保険者 から の情 報提 供）
第百 十条 （ 略）
２ 法第 六十八 条第 五項 に規 定す る医療 保険 者に 対す る情 報の提 供の 請
求 は、 当該 医療 保険 者に 対し、 対象 とな る要 介護 被保 険者 等の氏 名、
性 別、 住所 及び 個人 番号 、医療 保険 被保 険者 証等 の記号 及び 番号 並び
に 前項 第二 号に掲 げる 事項 を通 知し て行う もの とす る。 ただ し、市 町
村 が前項 に定 める 事項 を公 簿等に よっ て確 認す るこ とがで きる とき は
、こ の限 りで ない。
（略）
３
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正

案

現

行

（傍線の部分は改正部分）

○健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則（平成十一年厚生省
令 第 三 十 六 号 ） （ 第 三 十 三 条 関係 ）

改

（ 住所 地特 例対 象施設 に入 所又 は入 居中 の者 に関す る届 出）
第 二十五 条 被保 険者 が、 法第十 三条 第一 項本 文若 しくは 第二 項の 規定
の 適用 を受け るに 至っ たと き、 又は同 項の 規定 の適 用を 受ける に至 っ
た際 現に 入所 又は 入居（ 以下 この 条に おい て「入 所等 」と いう 。） を
して いる 住所地 特例 対象 施設 （法 第十三 条第 一項 に規 定する 住所 地特
例 対象 施設 をい う。 以下こ の条 にお いて 同じ 。）か ら継 続し て他 の住
所 地特 例対 象施設 に入 所等 をす るこ とに より それぞ れの 住所 地特 例対
象 施設 の所 在する 場所 に順 次住 所を 変更（ 以下 「継 続住 所変 更」と い
う 。）し たと きは 、十 四日 以内に 、次 に掲 げる 事項を 記載 した 届書 を
、当 該者 に対 し介護 保険 を行 う市 町村 に提出 しな けれ ばな らな い。
一 （ 略）
二 氏 名、 性別 、現住 所及 び従 前の 住所

２

三・ 四 （略）
五 世 帯主 であ る者 につい ては その 旨、 世帯 主でな い者 につ いて は世
帯 主の 氏名 、性別 及び 生年 月日 並びに 世帯 主と の続 柄
（略 ）

２

（負担割合証の交付等）
第二十八条の二 市町村は、要介護被保険者（法第四十一条第一項に規定
する要介護被保険者をいう。以下同じ。）又は居宅要支援被保険者（法
第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。）
に対し、様式第一号の二による利用者負担の割合を記載した証（以下「

（住 所地 特例 対象 施設 に入所 又は 入居 中の 者に 関する 届出 ）
第二 十五 条 被 保険 者が 、法 第十 三条第 一項 本文 若し くは 第二項 の規 定
の適用 を受 ける に至 った とき、 又は 同項 の規 定の 適用 を受 けるに 至っ
た 際現 に入 所又 は入 居（ 以下こ の条 にお いて 「入 所等」 とい う。 ）を
し てい る住 所地 特例対 象施 設（ 法第 十三 条第一 項に 規定 する 住所 地特
例 対象施 設を いう 。以 下こ の条に おい て同 じ。 ）か ら継続 して 他の 住
所地 特例 対象 施設 に入所 等を する こと によ りそれ ぞれ の住 所地 特例対
象施 設の所 在す る場 所に 順次 住所を 変更 （以 下「 継続 住所 変更」 とい
う 。） した とき は、 十四 日以内 に、 次に 掲げ る事 項を 記載 した届 書を
、 当該 者に 対し 介護 保険を 行う 市町 村に 提出 しなけ れば なら ない 。
一 （ 略）
二 氏名 、性 別、 現住 所、従 前の 住所 及び 行政 手続に おけ る特 定の 個
人を 識別 するた めの 番号 の利 用等 に関す る法 律（ 平成 二十 五年法 律
第二十 七号 ）第 二条 第五 項に規 定す る個 人番 号（ 以下「 個人 番号 」
と いう 。）
三 ・四 （ 略）
五 世帯 主で ある 者に つい てはそ の旨 、世 帯主 でな い者に つい ては 世
帯主 の氏 名、 性別 、生年 月日 及び 個人 番号 並びに 世帯 主と の続 柄
（略）
（負担割合証の交付等）
第二十八条の二 市町村は、要介護被保険者（法第四十一条第一項に規定
する要介護被保険者をいう。以下同じ。）又は居宅要支援被保険者（法
第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。）
に対し、様式第一号の二による利用者負担の割合を記載した証（以下「
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３

（ 介護 給付 等対象 サー ビス の種 類の 指定の 変更 の申 請）
第五 十九 条 法第 三十 七条第 一項 の規 定に よる 指定に 係る 居宅 サー ビス
、地 域密 着型 サービ ス、 施設 サー ビス 、介護 予防 サー ビス 又は 地域密
着型介 護予 防サ ービ スの 種類の 変更 を同 条第 二項 の規 定に より受 けよ
う とす る被 保険 者は 、次 に掲げ る事 項を 記載 した 申請 書に被 保険 者証
を 添付 して 、市 町村に 申請 をし なけ れば ならな い。
一 氏 名、性 別、 生年 月日 、住 所及び 個人 番号
二～ 六 （略 ）
２ 前項 の申請 に係 る被 保険 者が 第二号 被保 険者 であ るとき は、 当該 第
二 号被 保険 者は 、当 該申 請を医 療保 険被 保険 者証 等を 提示 して行 うも
の とす る。 ただ し、 市町 村が当 該第 二号 被保 険者 が医療 保険 加入 者で
あ るこ とを 公簿等 によ って 確認 する ことが でき ると きは 、こ の限り で
な い。
（略 ）

負担割合証」という。）を、有効期限を定めて交付しなければならない
。
２・３ （略）
４ 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し
、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市町
村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
一 氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
二・三（略）
５・６ （略）

（令第二十二条の二の二第六項の規定の適用の申請）
第八十三条の二の三 令第二十二条の二の二第六項の規定の適用を受けよ
うとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村
に提出しなければならない。
一 氏名及び生年月日
二・三 （略）

３

負担割合証」という。）を、有効期限を定めて交付しなければならない
。
２・３ （略）
４ 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し
、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市町
村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二・三 （略）
５・６ （略）

（ 略）

（介 護給付 等対 象サ ービ スの 種類の 指定 の変 更の 申請 ）
第 五十 九条 法 第三十 七条 第一 項の 規定 による 指定 に係 る居 宅サ ービス
、 地域 密着 型サー ビス 、施 設サ ービ ス、 介護 予防サ ービ ス又 は地 域密
着 型介 護予防 サー ビス の種 類の 変更を 同条 第二 項の 規定 により 受け よ
うと する 被保 険者 は、 次に掲 げる 事項 を記 載し た申請 書に 被保 険者 証
を添 付し て、市 町村 に申 請を しな ければ なら ない 。
一 氏 名、 性別 、生 年月 日及び 住所
二 ～六 （ 略）
２ 前項 の申 請に 係る 被保険 者が 第二 号被 保険 者であ ると きは 、当 該第
二 号被保 険者 は、 当該 申請 を医療 保険 被保 険者 証等 を提示 して 行う も
のと する 。

（令第二十二条の二の二第六項の規定の適用の申請）
第八十三条の二の三 令第二十二条の二の二第六項の規定の適用を受けよ
うとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村
に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び個人番号
二・三 （略）
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（特 定入 所者の 負担 限度 額に 係る 市町村 の認 定）
第 八十 三条 の六 前 条の規 定に よる 市町 村の 認定（ 以下 この 条に おい て
「 認定 」と いう 。） を受 けよう とす る要 介護 被保 険者は 、次 に掲 げる
事 項を 記載 した 申請書 を市 町村 に提 出しな けれ ばな らな い。
一 （略 ）
二 氏名 、性 別、生 年月 日、 住所 及び 個人番 号
三～ 五 （ 略）

（ 高額 医療 合算 介護サ ービ ス費 の支 給の 申請）
第八 十三 条の 四の 四 法第 五十一 条の 二の 規定 によ り高額 医療 合算 介護
サー ビス 費の 支給 を受け よう とす る被 保険 者は、 次に 掲げ る事 項を記
載し た申請 書を 、計 算期 間に おいて 当該 被保 険者 に対 し介 護保険 を行
っ た市 町村 に提 出し なけ ればな らな い。 ただ し、 令第 二十 二条の 三第
二 項た だし 書又 は同 条第三 項た だし 書に 該当 する場 合に あっ ては 、こ
の 限り でな い。
一 当該 被保 険者 の氏 名、性 別、 生年 月日 、住 所、個 人番 号及 び被 保
険者 証の 番号
二 当 該被 保険 者の 合算 対象者 （令 第二 十二 条の 三第 二項 第四号 に規
定 する 合算 対象者 をい う。 以下 この 条にお いて 同じ 。） の氏 名、性
別 、生年 月日 、個 人番 号及 び被保 険者 証の 番号
三 ・四 （略 ）
２～ ６ （略 ）

（高額 介護 サー ビス 費の 支給の 申請 ）
第 八十 三条 の四 高額 介護 サー ビス 費の支 給を 受け よう とす る要介 護被
保 険者 は、 次に 掲げる 事項 を記 載し た申 請書を 市町 村に 提出 しな けれ
ば なら ない。
一 当該 要介 護被 保険者 の氏 名、 性別 、生 年月日 、住 所及 び個 人番 号
並び に被 保険者 証の 番号
二 （ 略）
２ ・３ （略 ）

（ 特定 入所 者の負 担限 度額 に係 る市 町村 の認定 ）
第八 十三 条の 六 前 条の 規定 によ る市 町村 の認 定（以 下こ の条 にお いて
「認 定」 とい う。 ）を受 けよ うと する 要介 護被保 険者 は、 次に 掲げ る
事項 を記載 した 申請 書を 市町 村に提 出し なけ れば なら ない。
一 （ 略）
二 氏 名、 性別、 生年 月日 及び 住所
三 ～五 （ 略）

（高 額医 療合算 介護 サー ビス 費の 支給の 申請 ）
第 八十 三条 の四 の四 法第 五十 一条 の二 の規 定によ り高 額医 療合 算介 護
サ ービ ス費 の支給 を受 けよ うと する 被保 険者 は、次 に掲 げる 事項 を記
載 した 申請 書を、 計算 期間 にお いて 当該被 保険 者に 対し 介護 保険を 行
っ た市町 村に 提出 しな けれ ばなら ない 。た だし 、令第 二十 二条 の三 第
二項 ただ し書 又は同 条第 三項 ただ し書 に該当 する 場合 にあ って は、こ
の限り でな い。
一 当 該被 保険 者の氏 名、 性別 、生 年月 日、 住所及 び被 保険 者証
の 番号
二 当 該被保 険者 の合 算対 象者 （令第 二十 二条 の三 第二 項第四 号に 規
定す る合 算対象 者を いう 。以 下こ の条 にお いて同 じ。 ）の 氏名 、性
別、 生年 月日及 び被 保険 者証 の番 号
三 ・四 （ 略）
２ ～６ （ 略）

（ 高額 介護サ ービ ス費 の支 給の 申請）
第八 十三 条の 四 高 額介 護サ ービ ス費 の支 給を 受けよ うと する 要介 護被
保険 者は 、次に 掲げ る事 項を 記載 した申 請書 を市 町村 に提 出しな けれ
ばなら ない 。
一 当 該要 介護被 保険 者の 氏名 、性 別、 生年 月日及 び住 所並 びに 被保
険者 証の 番号
二 （略 ）
２・ ３ （略 ）
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２～６ （ 略）
７ 要 介護 被保 険者は 、認 定証 を破 り、汚 し、 又は 失っ たと きは、 直ち
に 、次 に掲 げる 事項を 記載 した 申請 書を 市町村 に提 出し て、 その 再交
付 を受 けなけ れば なら ない 。
一 氏名 、性 別、 生年月 日、 住所 及び 個人 番号
二 （略 ）
８～
（略 ）
（ 特定 入所 者の 負担 限度 額に関 する 特例 ）
第 八十三 条の 八 （略 ）
２ 前項 の規 定に よる 給付 を受け よう とす る要 介護 被保険 者は 、次 に掲
げる 事項 を記 載し た申請 書を 市町 村に 提出 しなけ れば なら ない 。
一 氏名、 生年 月日 及び 個人 番号
二 ～六 （ 略）
３ ・４ （略 ）

２～ ６ （略 ）
７ 要介 護被 保険者 は、 認定 証を 破り 、汚 し、 又は失 った とき は、 直ち
に、 次に 掲げる 事項 を記 載し た申 請書を 市町 村に 提出 して 、その 再交
付を受 けな けれ ばな らない 。
一 氏 名、 性別、 生年 月日 及び 住所
二 （ 略）
８～
（略 ）
10

（特 定入 所者 の負 担限度 額に 関す る特 例）
第八 十三 条の八 （ 略）
２ 前 項の 規定 によ る給付 を受 けよ うと する 要介護 被保 険者 は、 次に 掲
げ る事 項を 記載し た申 請書 を市 町村 に提 出し なけれ ばな らな い。
一 氏 名及 び生年 月日
二 ～六 （略 ）
３・ ４ （略 ）
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10

正

案

行

（ 電子 署名 等）
第四 条 （略 ）
一 （略 ）
二 電子 署名 に係る 地方 公共 団体 の認 証業務 に関 する 法律 第三 条第一
項に 規定す る電 子証 明書
三 ・四 （ 略）
２～６ （略）

現

○ 厚 生 労 働 省 の 所管 する 法令 に係 る 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 十 五 年 厚 生 省 令 第 四 十 号 ） （ 第 三 十 四 条 関 係 ）
（傍線の部分は改正部分）
改
（電 子署 名等 ）
第四 条 （略）
一 （ 略）
二 電 子署 名等 に係 る地 方公共 団体 情報 シス テム 機構の 認証 業務 に関
する 法律 第三 条第 一項 に規定 する 署名 用電 子証 明書
三 ・四 （略 ）
２～６ （略）
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現

行

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成十八年厚生労働省令第十九号）（第三十五条関係）
（傍線の部分は改正部分）
案

二 当該 申請に 係る 障害 者等 が障 害児で ある 場合 にお いて は、当 該障
害児の 氏名 、生 年月 日及 び当該 障害 児の 保護 者との 続柄
三 ～七 （略 ）
２～ ３ （略 ）

正

（支 給決 定の 申請 ）
第七 条 法第二 十条 第一 項の 規定に 基づ き支 給決 定の 申請を しよ うと す
る 障害 者又 は障 害児 の保 護者は 、次 の各 号に 掲げ る事 項を 記載し た申
請 書を 、市 町村 （特 別区 を含む 。以 下同 じ。 ）に 提出し なけ れば なら
な い。
一 当該 申請 を行 う障 害者又 は障 害児 の保 護者 の氏名 、居 住地 、生 年
月日 、個 人番 号（行 政手 続に おけ る特 定の個 人を 識別 する ため の番
号の利 用等 に関 する 法律 （平成 二十 五年 法律 第二 十七号 ）第 二条 第
五 項に 規定 する 個人番 号を いう 。以 下同 じ。） 及び 連絡 先
二 当 該申 請に 係る障 害者 等が 障害 児で ある場 合に おい ては 、当 該障
害児 の氏 名、 生年 月日 、個人 番号 及び 当該 障害 児の 保護 者との 続柄
三～ 七（ 略）
２～ ３ （略）

（ 支給 決定の 変更 の申 請）
第十 七条 法 第二十 四条 第一 項の 規定 に基 づき支 給決 定の 変更 の申 請を
しよ うと する支 給決 定障 害者 等は 、次の 各号 に掲 げる 事項 を記載 した
申 請書 を市 町村 に提 出しな けれ ばな らな い。
一 当 該申 請を行 う支 給決 定障 害者 等の 氏名 、居住 地、 生年 月日 及び
連絡 先
二 当該 申請 に係 る障 害者 等が障 害児 であ る場 合に おいて は、 当該 障
害児 の氏 名、生 年月 日及 び支 給決 定障 害者等 との 続柄
三～ 八 （ 略）

改

（支給 決定 の変 更の 申請 ）
第 十七 条 法第二 十四 条第 一項 の規 定に基 づき 支給 決定 の変 更の申 請を
し よう とす る支 給決定 障害 者等 は、 次の 各号に 掲げ る事 項を 記載 した
申 請書を 市町 村に 提出 しな ければ なら ない 。
一 当該 申請 を行 う支給 決定 障害 者等 の氏 名、居 住地 、生 年月 日、 個
人番 号及び 連絡 先
二 当 該申 請に 係る 障害 者等が 障害 児で ある 場合 にお いて は、当 該障
害 児の 氏名、 生年 月日 、個 人番 号及び 支給 決定 障害 者等 との続 柄
三 ～八 （ 略）

（ 申請 内容 の変 更の 届出）
第 二十 二条 令第 十五 条の 規定 に基づ き届 出を しよ うと する支 給決 定障

（ 支給 決定 の申請 ）
第七 条 法第 二十 条第 一項の 規定 に基 づき 支給 決定の 申請 をし よう とす
る 障害者 又は 障害 児の 保護 者は、 次の 各号 に掲 げる 事項を 記載 した 申
請書 を、 市町 村（特 別区 を含 む。 以下 同じ。 ）に 提出 しな けれ ばなら
ない 。
一 当 該申 請を 行う障 害者 又は 障害 児の 保護 者の氏 名、 居住 地、 生年
月 日及 び連絡 先

（ 申請内 容の 変更 の届 出）
第二 十二 条 令第十 五条 の規 定に 基づ き届出 をし よう とす る支 給決定 障
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２

害 者等 は、次 の各 号に 掲げ る事 項を記 載し た届 出書 に受 給者証 を添 え
て市 町村 に提 出し なけ ればな らな い。
一 当該 届出を 行う 支給 決定 障害 者等の 氏名 、居 住地 、生 年月日 及び
連絡先
二 当 該届 出に係 る障 害者 等が 障害 児で ある 場合に おい ては 、当 該障
害児 の氏 名、 生年 月日 及び支 給決 定障 害者 等と の続柄
三 ・四 （略 ）
（略 ）

２

（受 給者 証の再 交付 の申 請）
第 二十 三条 令 第十 六条の 規定 に基 づき 申請 をしよ うと する 支給 決定 障
害 者等 は、 次の各 号に 掲げ る事 項を 記載 した 申請書 を、 市町 村に 提出
し なけ れば ならな い。
一 当該 申請 を行 う支 給決 定障害 者等 の氏 名、 居住地 、生 年月 日及 び
連絡 先
二 当 該申 請に 係る 障害 者等が 障害 児で ある 場合 におい ては 、当 該障
害 児の 氏名 、生 年月日 及び 支給 決定 障害 者等と の続 柄
三 （ 略）
２・ ３ （略 ）

害者等 は、 次の 各号 に掲 げる事 項を 記載 した 届出 書に 受給 者証を 添え
て 市町 村に 提出 しな けれ ばなら ない 。
一 当 該届 出を 行う支 給決 定障 害者 等の 氏名、 居住 地、 生年 月日 、個
人番 号及 び連 絡先
二 当該 届出 に係 る障害 者等 が障 害児 であ る場合 にお いて は、 当該 障
害児 の氏 名、生 年月 日、 個人 番号及 び支 給決 定障 害者 等との 続柄
三 ・四 （ 略）
（ 略）

（ 受給 者証 の再 交付の 申請 ）
第二 十三 条 令第 十六 条の 規定に 基づ き申 請を しよ うとす る支 給決 定障
害者 等は 、次 の各 号に掲 げる 事項 を記 載し た申請 書を 、市 町村 に提出
しな ければ なら ない 。
一 当 該申 請を 行う 支給 決定障 害者 等の 氏名 、居 住地 、生 年月日 、個
人 番号 及び連 絡先
二 当 該申 請に係 る障 害者 等が 障害 児であ る場 合に おい ては、 当該 障
害児 の氏 名、 生年 月日 、個人 番号 及び 支給 決定 障害者 等と の続 柄
三 （略 ）
２・３ （ 略）

（特 例介 護給 付費 又は 特例訓 練等 給付 費の 支給 の申請 ）
第三 十一 条 特例介 護給 付費 又は 特例訓 練等 給付 費の 支給 を受け よう と
する支 給決 定障 害者 等は 、法第 三十 条第 一項 の規 定に基 づき 、次 の各
号 に掲 げる 事項を 記載 した 申請 書を 、市 町村 に提出 しな けれ ばな らな
い。
一 当 該申請 を行 う支 給決 定障害 者等 の氏 名、 居住 地、生 年月 日、 連
絡先 及び 受給者 証番 号（ 第十 四条 第三 号に 規定す る受 給者 証番 号を
いう 。以下 同じ 。）
二 当 該申 請に 係る 障害者 等が 障害 児で ある 場合に おい ては 、当 該障
害 児の 氏名、 生年 月日 及び 支給 決定障 害者 等と の続 柄
（ 略）
三

（ 特例 介護 給付 費又 は特 例訓練 等給 付費 の支 給の 申請 ）
第 三十一 条 特例 介護 給付 費又は 特例 訓練 等給 付費 の支 給を 受けよ うと
す る支 給決定 障害 者等 は、 法第 三十条 第一 項の 規定 に基 づき、 次の 各
号に 掲げ る事 項を 記載 した申 請書 を、 市町 村に提 出し なけ れば なら な
い。
一 当 該申 請を 行う 支給 決定障 害者 等の 氏名 、居 住地 、生 年月日 、個
人 番号 、連 絡先及 び受 給者 証番 号（ 第十四 条第 三号 に規 定す る受給
者証 番号 をい う。 以下 同じ。 ）
二 当該 申請 に係 る障 害者 等が障 害児 であ る場 合に おいて は、 当該 障
害児 の氏 名、 生年月 日、 個人 番号 及び 支給決 定障 害者 等と の続 柄
三 （略）
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２

（ 略）

２

（略 ）

（ 特定障 害者 特別 給付 費の支 給の 申請 等）
第三 十四 条の 三 特 定障 害者 特別 給付 費の支 給を 受け よう とす る特定 障
害者（ 法第 三十 四条 第一 項に規 定す る特 定障 害者 をいう 。以 下同 じ。
） は、 次の 各号 に掲げ る事 項を 記載 した 申請 書を市 町村 に提 出し なけ
れ ばな らな い。
一 当 該申請 に係 る特 定障 害者 の氏名 、居 住地 、生 年月 日及び 連絡 先

５

二 ・三 （略 ）
（略 ）

二・ 三 （略）
２ ・３ （ 略）
４ 特 定障害 者は 、前 項第 二号 に定め る期 間内 にお いて 、第一 項各 号に
掲 げる 事項 又は前 項第 一号 の特 定障 害者特 別給 付費 の額 の算 定のた め
に 必要な 事項 につ いて 変更 があっ たと きは 、次 の各号 に掲 げる 事項 を
記載 した 届出 書に受 給者 証を 添え て市 町村に 提出 しな けれ ばな らない
。
一 当 該届 出を 行う特 定障 害者 の氏 名、 居住 地、生 年月 日及 び連 絡先

５

２

（ 特定 障害 者特 別給 付費 の支給 の申 請等 ）
第 三十 四条の 三 特定 障害 者特 別給付 費の 支給 を受 けよ うと する特 定障
害 者（ 法第 三十四 条第 一項 に規 定する 特定 障害 者を いう 。以下 同じ 。
）は 、次 の各 号に 掲げ る事項 を記 載し た申 請書 を市町 村に 提出 しな け
れば なら ない。
一 当 該申 請に 係る 特定 障害者 の氏 名、 居住 地、 生年 月日 、個人 番号
及 び連 絡先
二 ・三 （ 略）
２・ ３ （略 ）
４ 特定 障害 者は 、前項 第二 号に 定め る期 間内に おい て、 第一 項各号 に
掲げ る事項 又は 前項 第一 号の 特定障 害者 特別 給付 費の 額の 算定の ため
に 必要 な事 項に つい て変 更があ った とき は、 次の 各号 に掲 げる事 項を
記 載し た届 出書 に受 給者証 を添 えて 市町 村に 提出し なけ れば なら ない
。
一 当該 届出 を行 う特 定障害 者の 氏名 、居 住地 、生年 月日 、個 人番 号
及び 連絡 先
二・三 （ 略）
（ 略）
（ 特例 特定 障害 者特 別給付 費の 支給 の申 請）
第三 十四 条の 四 特例 特定 障害者 特別 給付 費の 支給 を受 けよう とす る特
定障 害者 は、 次の 各号 に掲げ る事 項を 記載 した申 請書 を、 市町 村に 提
出し なけ ればな らな い。
一 当 該申 請を 行う 特定 障害者 の氏 名、 居住 地、 生年 月日 、個人 番号
、 連絡 先及 び受給 者証 番号
二 （ 略）
（略 ）

（ 地域 相談 支援給 付決 定の 申請 ）

（特 例特 定障 害者特 別給 付費 の支 給の申 請）
第三十 四条 の四 特 例特 定障害 者特 別給 付費 の支 給を受 けよ うと する 特
定 障害 者は 、次の 各号 に掲 げる 事項 を記 載し た申請 書を 、市 町村 に提
出 しな けれ ばなら ない 。
一 当 該申請 を行 う特 定障 害者の 氏名 、居 住地 、生 年月日 、連 絡先 及
び受 給者 証番号
二 （略）
（ 略）

２

（地 域相 談支 援給 付決定 の申 請）
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第三 十四 条の 三十 一 法 第五 十一 条の 六第 一項 の規定 に基 づき 地域 相談
支援 給付 決定 （法 第五 十一条 の五 第一 項に 規定 する地 域相 談支 援給 付
決定 をい う。以 下同 じ。 ）の 申請 をしよ うと する 障害 者は 、次の 各号
に掲げ る事 項を 記載 した申 請書 を、 市町 村に 提出し なけ れば なら ない
。
一 当 該申 請を行 う障 害者 の氏 名、 居住 地、生 年月 日及 び連 絡先

（ 地域相 談支 援給 付決 定の 変更の 申請 ）
第三 十四 条の 四十 四 法 第五 十一 条の 九第 一項の 規定 に基 づき 地域相 談
支援 給付決 定の 変更 の申 請を しよう とす る地 域相 談支 援給 付決定 障害
者 は、 次の 各号 に掲 げる 事項を 記載 した 申請 書を 市町 村に 提出し なけ
れ ばな らな い。
一 当 該申 請を行 う地 域相 談支 援給 付決定 障害 者の 氏名 、居住 地、 生
年月 日、 個人 番号 及び 連絡先
二～ 五（ 略）

２

２

（ 地域 相談 支援 給付 決定の 変更 の申 請）
第 三十 四条の 四十 四 法第 五十 一条の 九第 一項 の規 定に 基づき 地域 相談
支 援給 付決 定の変 更の 申請 をし よう とする 地域 相談 支援 給付 決定障 害
者 は、次 の各 号に 掲げ る事 項を記 載し た申 請書 を市町 村に 提出 しな け
れば なら ない 。
一 当 該申 請を 行う 地域 相談支 援給 付決 定障 害者 の氏名 、居 住地 、生
年 月日 及び 連絡 先
二 ～五 （略 ）

２

二～ 四 （略 ）
（略）

（申 請内容 の変 更の 届出 ）
第 三十 四条 の四 十八 令第 二十 六条 の七 の規定 に基 づき 申請 内容 の変更
の 届出 をし よう とす る地域 相談 支援 給付 決定 障害者 は、 次の 各号 に掲
げ る事 項を記 載し た届 出書 に地 域相談 支援 受給 者証 を添 えて市 町村 に
提出 しな けれ ばな らな い。
一 当該 届出を 行う 地域 相談 支援 給付決 定障 害者 の氏 名、 居住地 、生
年 月日 、個 人番 号及 び連絡 先
二 ・三 （略 ）
（略 ）

第三十 四条 の三 十一 法 第五十 一条 の六 第一 項の 規定に 基づ き地 域相 談
支 援給 付決 定（ 法第 五十 一条の 五第 一項 に規 定す る地 域相談 支援 給付
決 定を いう 。以 下同じ 。） の申 請を しよ うとす る障 害者 は、 次の 各号
に 掲げ る事項 を記 載し た申 請書 を、市 町村 に提 出し なけ ればな らな い
。
一 当該 申請を 行う 障害 者の 氏名、 居住 地、 生年 月日 、個 人番号 及び
連 絡先
二 ～四 （ 略）
（略 ）

２

（地域 相談 支援 受給 者証の 再交 付の 申請 ）
第 三十 四条 の五十 令 第二 十六 条の 八の規 定に 基づ き地 域相 談支援 受給

（ 申請 内容 の変更 の届 出）
第三 十四 条の 四十八 令 第二 十六 条の 七の 規定 に基づ き申 請内 容の 変更
の届 出を しよ うとす る地 域相 談支 援給付 決定 障害 者は 、次 の各号 に掲
げる事 項を 記載 した 届出 書に地 域相 談支 援受 給者 証を添 えて 市町 村に
提 出し なけ ればな らな い。
一 当 該届 出を行 う地 域相 談支 援給 付決 定障害 者の 氏名 、居 住地 、生
年月 日及 び連 絡先
二・ 三（ 略）
（略）

（ 地域 相談支 援受 給者 証の 再交 付の申 請）
第三 十四 条の 五十 令第 二十 六条 の八 の規 定に基 づき 地域 相談 支援 受給
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２

（ 特例 地域 相談 支援 給付 費の支 給の 申請 ）
第 三十四 条の 五十 三 特例 地域相 談支 援給 付費 の支 給を 受け ようと する
地 域相談 支援 給付 決定 障害 者は、 法第 五十 一条 の十 五第一 項の 規定 に
基づ き、 次の 各号 に掲げ る事 項を 記載 した 申請書 を、 市町 村に 提出し
なけ ればな らな い。
一 当 該申 請を 行う 地域 相談支 援給 付決 定障 害者 の氏 名、 居住地 、生
年 月日 、個人 番号 、連 絡先 及び 地域相 談支 援受 給者 証番 号（第 三十
四条 の四 十一 第二 号に 規定す る地 域相 談支 援受 給者 証番 号をい う。
以下 同じ 。）
二 （略 ）
（ 略）

者証の 再交 付の 申請 をし ようと する 地域 相談 支援 給付 決定 障害者 は、
次 の各 号に 掲げ る事 項を 記載し た申 請書 を、 市町 村に 提出し なけ れば
な らな い。
一 当 該申請 を行 う地 域相 談支 援給付 決定 障害 者の 氏名 、居住 地、 生
年月 日、 個人 番号 及び連 絡先
二（ 略）
２ ・３ （略 ）

（計 画相 談支 援給 付費 の支給 の申 請）
第三 十四 条の 五十四 法 第五 十一 条の十 七第 一項 の規 定に 基づき 計画 相
談支援 給付 費の 支給 を受 けよう とす る計 画相 談支 援対象 障害 者等 （同
項 に規 定す る計画 相談 支援 対象 障害 者等 をい う。以 下同 じ。 ）は 、次
の 各号 に掲 げる事 項を 記載 した 申請 書を 市町村 に提 出し なけ れば なら
な い。
一 当該 申請 を行 う計画 相談 支援 対象 障害 者等の 氏名 、居 住地 、生 年
月日 及び連 絡先
二 当 該申 請に 係る 計画相 談支 援対 象障 害者 等が障 害児 であ る場 合に
お いて は、当 該障 害児 の氏 名及 び生年 月日
２・ ３ （略 ）

２

者 証の 再交付 の申 請を しよ うと する地 域相 談支 援給 付決 定障害 者は 、
次の 各号 に掲 げる 事項 を記載 した 申請 書を 、市 町村に 提出 しな けれ ば
なら ない 。
一 当 該申 請を 行う 地域相 談支 援給 付決 定障 害者の 氏名 、居 住地 、生
年 月日 及び 連絡先
二 （略 ）
２・ ３（ 略）

（特 例地 域相 談支 援給付 費の 支給 の申 請）
第三 十四 条の五 十三 特 例地 域相 談支援 給付 費の 支給 を受け よう とす る
地 域相 談支 援給 付決 定障害 者は 、法 第五 十一 条の十 五第 一項 の規 定に
基 づき 、次 の各号 に掲 げる 事項 を記 載し た申 請書を 、市 町村 に提 出し
な けれ ばな らない 。
一 当該 申請 を行 う地 域相 談支援 給付 決定 障害 者の氏 名、 居住 地、 生
年月 日、 連絡先 及び 地域 相談 支援 受給 者証番 号（ 第三 十四 条の 四十
一第二 号に 規定 する 地域 相談支 援受 給者 証番 号を いう。 以下 同じ 。
）
二 （ 略）
（略 ）

（ 計画 相談 支援 給付 費の 支給の 申請 ）
第 三十四 条の 五十 四 法第 五十一 条の 十七 第一 項の 規定 に基 づき計 画相
談 支援 給付費 の支 給を 受け よう とする 計画 相談 支援 対象 障害者 等（ 同
項に 規定 する 計画 相談 支援対 象障 害者 等を いう。 以下 同じ 。） は、 次
の各 号に 掲げる 事項 を記 載し た申 請書を 市町 村に 提出 しな ければ なら
な い。
一 当 該申 請を 行う 計画 相談支 援対 象障 害者 等の 氏名、 居住 地、 生年
月日 、個 人番 号及 び連 絡先
二 当該 申請 に係 る計 画相 談支援 対象 障害 者等 が障 害児で ある 場合 に
おい ては 、当 該障害 児の 氏名 、生 年月 日及び 個人 番号
２・ ３ （ 略）
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（支 給認定 の申 請等 ）
第 三十 五条 法 第五十 三条 第一 項の 規定 に基づ き支 給認 定（ 法第 五十二
条 第一 項に 規定 する 支給認 定を いう 。以 下同 じ。） の申 請を しよ うと
す る障 害者 又は障 害児 の保 護者 は、次 の各 号に 掲げ る事 項を記 載し た
申請 書を 、市 町村 （精 神通院 医療 （令 第一 条の 二第三 号に 規定 する 精
神通 院医 療をい う。 以下 同じ 。） に係る 自立 支援 医療 費の 支給に 関し
ては、 都道 府県 とす る。 以下「 市町 村等 」と いう 。） に提 出しな けれ
ば なら ない 。
一 当 該申 請に 係る障 害者 等の 氏名 、性 別、居 住地 、生 年月 日、 個人
番号 及び 連絡 先
二 当該 申請 に係 る障害 者等 が障 害児 であ る場合 にお いて は、 当該障
害児 の保護 者の 氏名 、居 住地 、個人 番号 、連 絡先 及び 当該障 害児 と
の 続柄
三 ・四 （ 略）
五 支 給認 定基準 世帯 員（ 令第 二十 九条第 一項 に規 定す る支給 認定 基
準世 帯員 をい う。 以下 同じ。 ）の 氏名 及び 個人 番号
六～ 十 （略）
２～４ （ 略）
（ 支給 認定 の変 更の 申請 ）
第 四十五 条 法第 五十 六条 第一項 の規 定に 基づ き支 給認 定の 変更を 申請
し よう とする 支給 認定 障害 者等 （法第 五十 四条 第三 項に 規定す る支 給
認定 障害 者等 をい う。 以下同 じ。 ）は 、次 の各号 に掲 げる 事項 を記 載
した 申請 書に医 療受 給者 証を 添え て市町 村等 に提 出し なけ ればな らな
い。
一 当 該支 給認 定に 係る 障害者 等の 氏名 、性 別、 居住地 、生 年月 日、
個人 番号 及び 連絡 先
二 当該 支給 認定 に係 る障 害者等 が障 害児 であ る場 合にお いて は、 当
該障 害児 の保 護者の 氏名 、居 住地 、個 人番号 、連 絡先 及び 当該 障害
児と の続柄

（ 支給 認定 の申請 等）
第三 十五 条 法第五 十三 条第 一項 の規 定に 基づ き支給 認定 （法 第五 十二
条第 一項 に規 定する 支給 認定 をい う。 以下同 じ。 ）の 申請 をし ようと
する障 害者 又は 障害 児の 保護者 は、 次の 各号 に掲 げる事 項を 記載 した
申 請書 を、 市町 村（精 神通 院医 療（ 令第 一条 の二第 三号 に規 定す る精
神 通院 医療 をいう 。以 下同 じ。 ）に 係る 自立支 援医 療費 の支 給に 関し
て は、 都道府 県と する 。以 下「 市町村 等」 とい う。 ）に 提出し なけ れ
ばな らな い。
一 当該 申請に 係る 障害 者等 の氏 名、性 別、 居住 地、 生年月 日及 び連
絡先
二 当 該申 請に係 る障 害者 等が 障害 児で ある 場合に おい ては 、当 該障
害児 の保 護者 の氏 名、 居住地 、連 絡先 及び 当該 障害児 との 続柄

三・ 四 （略 ）
五 支 給認 定基 準世 帯員 （令第 二十 九条 第一 項に 規定す る支 給認 定基
準 世帯 員を いう 。以下 同じ 。） の氏 名
六 ～十 （ 略）
２～ ４ （略 ）

（支 給認 定の 変更 の申 請）
第四 十五 条 法第五 十六 条第 一項 の規定 に基 づき 支給 認定 の変更 を申 請
しよう とす る支 給認 定障 害者等 （法 第五 十四 条第 三項に 規定 する 支給
認 定障 害者 等をい う。 以下 同じ 。） は、 次の 各号に 掲げ る事 項を 記載
し た申 請書 に医療 受給 者証 を添 えて 市町 村等に 提出 しな けれ ばな らな
い。
一 当該 支給 認定 に係る 障害 者等 の氏 名、 性別、 居住 地、 生年 月日 及
び連 絡先
二 当 該支 給認 定に 係る障 害者 等が 障害 児で ある場 合に おい ては 、当
該 障害 児の保 護者 の氏 名、 居住 地、連 絡先 及び 当該 障害 児との 続柄
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（ 医療 受給 者証 の再 交付 の申請 ）
第四 十八 条 令第 三十 三条 第一項 の規 定に 基づ き申 請を しよ うとす る支
給 認定障 害者 等は 、次 の各 号に掲 げる 事項 を記 載し た申請 書を 、市 町
村等 に提 出し なけれ ばな らな い。
一 当該支 給認 定に 係る 障害 者等の 氏名 、性 別、 居住 地、 生年月 日、
個 人番 号及 び連 絡先
二 当 該支 給認 定に 係る障 害者 等が 障害 児で ある場 合に おい ては 、当
該障 害児 の保 護者 の氏 名、居 住地 、個 人番 号、 連絡 先及 び当該 障害
児と の続 柄
三
略
(）
２ ～５ （ 略）

（ 申請 内容 の変 更の 届出）
第四 十七 条 令第 三十 二条 第一項 の規 定に 基づ き届 出を しよう とす る支
給認 定障 害者 等は 、次 の各号 に掲 げる 事項 を記 載した 届出 書に 医療 受
給者 証を 添えて 市町 村等 に提 出し なけれ ばな らな い。
一 当 該支 給認 定に 係る 障害者 等の 氏名 、性 別、 居住 地、 生年月 日、
個 人番 号及 び連絡 先
二 当 該支 給認 定に係 る障 害者 等が 障害 児であ る場 合に おい ては 、当
該障 害児 の保 護者 の氏 名、居 住地 、個 人番 号、 連絡 先及び 当該 障害
児と の続 柄
三～ 五 （ 略）
２ ・３ （ 略）

三・四 （ 略）
２ ・３ （ 略）

（補 装具 費の 支給 の申 請）
第六 十五 条の七 法 第七 十六 条第 一項の 規定 に基 づき 補装 具費の 支給 を
受けよ うと する 障害 者又は 障害 児の 保護 者は 、補装 具の 購入 又は 修理
を 行お うと すると きに は、 市町 村に 対し 、あ らかじ め、 第一 号か ら第

三
略
(）
２～ ５ （略 ）

三 ～五 （ 略）
２・ ３ （略 ）

三 ・四 （略 ）
２・ ３ （略 ）

二

（医 療受 給者 証の 再交付 の申 請）
第四 十八条 令 第三 十三 条第 一項の 規定 に基 づき 申請 をしよ うと する 支
給 認定 障害 者等 は、 次の各 号に 掲げ る事 項を 記載し た申 請書 を、 市町
村 等に 提出 しなけ れば なら ない 。
一 当 該支 給認定 に係 る障 害者 等の 氏名、 性別 、居 住地 、生 年月日 及
び連 絡先
当該 支給 認定に 係る 障害 者等 が障害 児で ある 場合 にお いては 、当
該障害 児の 保護 者の 氏名 、居住 地、 連絡 先及 び当 該障害 児と の続 柄

（申 請内 容の 変更の 届出 ）
第四十 七条 令 第三 十二 条第一 項の 規定 に基 づき 届出を しよ うと する 支
給 認定 障害 者等 は、次 の各 号に 掲げ る事 項を 記載し た届 出書 に医 療受
給 者証 を添 えて市 町村 等に 提出 しな けれ ばなら ない 。
一 当 該支給 認定 に係 る障 害者 等の氏 名、 性別 、居 住地 、生年 月日 及
び連 絡先
二 当該 支給認 定に 係る 障害 者等 が障害 児で ある 場合 におい ては 、当
該 障害 児の 保護 者の 氏名、 居住 地、 連絡 先及 び当該 障害 児と の続 柄

（ 補装 具費 の支 給の 申請 ）
第 六十五 条の 七 法第 七十 六条第 一項 の規 定に 基づ き補 装具 費の支 給を
受 けよ うとす る障 害者 又は 障害 児の保 護者 は、 補装 具の 購入又 は修 理
を行 おう とす ると きには 、市 町村 に対 し、 あらか じめ 、第 一号 から 第

- 127 -

２

五 号ま でに掲 げる 事項 を記 載し た申請 書及 び第 六号 から 第八号 まで に
掲げ る添 付書 類を 提出 し、補 装具 の購 入又 は修 理が完 了し た後 に第 九
号及 び第 十号に 掲げ る書 類を 市町 村に提 出し なけ れば なら ない。 ただ
し、市 町村 は、 当該 添付書 類に より 証明 すべ き事項 を公 簿等 によ って
確 認す るこ とがで きる とき は、 当該 添付 書類 を、身 体障 害者 福祉 法第
十 五条 第四 項の規 定に 基づ き交 付を 受け た身体 障害 者手 帳に よって 当
該 申請に 係る 障害 者等 が補 装具の 購入 又は 修理 を必 要とす る者 であ る
こと を確 認す ること がで きる とき は、 第六号 に掲 げる 添付 書類 を、そ
れぞ れ省略 させ るこ とが でき る。
一 当 該申 請を 行う障 害者 又は 障害 児の 保護 者の氏 名、 居住 地、 生年
月 日及 び連絡 先
二 当 該申請 に係 る障 害者 等が 障害児 であ る場 合に おい ては、 当該 障
害児 の氏 名、生 年月 日及 び当 該障 害児 の保 護者と の続 柄
三～ 十 （略）
（ 略）

２

（ 高額 障害 福祉 サービ ス等 給付 費の 支給 申請 ）
第 六十五 条の 九の 二 高額 障害福 祉サ ービ ス等 給付 費の支 給を 受け よう
と する 支給決 定障 害者 等は 、次 の各号 に掲 げる 事項 を記 載した 申請 書
を市 町村 に提 出し なけれ ばな らな い。
一 当該 申請を 行う 支給 決定 障害 者等の 氏名 、居 住地 、生 年月日 、連
絡 先及 び受 給者 証番 号
二 ・三 （ 略）
四 当 該申 請を行 う支 給決 定障 害者 等と同 一の 世帯 に属 する 当該支 給
決定 障害 者等以 外の 支給 決定 障害 者等 、補 装具費 支給 対象 障害 者等
（法 第七 十六条 第一 項に 規定 する 補装 具費支 給対 象障 害者 等を いう
。） 、通所 給付 決定 保護 者（児 童福 祉法 第六 条の 二の二 第八 項に 規
定 する 通所 給付 決定保 護者 をい う。 ）又 は入所 給付 決定 保護 者（ 同
法 第二十 四条 の三 第六 項に 規定す る入 所給 付決 定保 護者を いう 。）
であ って 、同 一の 月に障 害福 祉サ ービ ス若 しくは 児童 福祉 法第 六条
の二 の二 第一項 に規 定す る障 害児 通所 支援 若しく は同 法第 二十 四条

五号ま でに 掲げ る事 項を 記載し た申 請書 及び 第六 号か ら第 八号ま でに
掲 げる 添付 書類 を提 出し 、補装 具の 購入 又は 修理 が完 了した 後に 第九
号 及び 第十 号に 掲げる 書類 を市 町村 に提 出しな けれ ばな らな い。 ただ
し 、市 町村は 、当 該添 付書 類に より証 明す べき 事項 を公 簿等に よっ て
確認 する こと がで きると きは 、当 該添 付書 類を、 身体 障害 者福 祉法 第
十五 条第 四項の 規定 に基 づき 交付を 受け た身 体障 害者 手帳 によっ て当
該 申請 に係 る障 害者 等が 補装具 の購 入又 は修 理を 必要 とす る者で ある
こ とを 確認 する こと がで きると きは 、第 六号 に掲 げる添 付書 類を 、そ
れ ぞれ 省略 させる こと がで きる 。
一 当該 申請 を行 う障 害者又 は障 害児 の保 護者 の氏名 、居 住地 、生 年
月日 、個 人番 号及び 連絡 先
二 当 該申 請に 係る 障害 者等が 障害 児で ある 場合 にお いて は、当 該障
害 児の 氏名 、生 年月日 、個 人番 号及 び当 該障害 児の 保護 者と の続柄
三 ～十 （ 略）
（略 ）

（高 額障 害福 祉サ ービ ス等給 付費 の支 給申 請）
第六 十五 条の九 の二 高 額障 害福 祉サー ビス 等給 付費 の支 給を受 けよ う
とする 支給 決定 障害 者等 は、次 の各 号に 掲げ る事 項を 記載 した申 請書
を 市町 村に 提出 しな けれ ばなら ない 。
一 当 該申 請を 行う支 給決 定障 害者 等の 氏名、 居住 地、 生年 月日 、個
人番 号、 連絡 先及 び受 給者証 番号
二・ 三 （略 ）
四 当該申 請を 行う 支給 決定 障害者 等と 同一 の世 帯に 属す る当該 支給
決 定障 害者 等以 外の 支給決 定障 害者 等、 補装具 費支 給対 象障 害者 等
（ 法第 七十六 条第 一項 に規 定す る補装 具費 支給 対象 障害 者等を いう
。） 、通 所給 付決 定保 護者（ 児童 福祉 法第 六条 の二 の二 第八項 に規
定す る通 所給 付決 定保 護者を いう 。） 又は 入所 給付決 定保 護者 （同
法第 二十 四条 の三第 六項 に規 定す る入所 給付 決定 保護 者を いう。 ）
であっ て、 同一 の月 に障 害福祉 サー ビス 若し くは 児童福 祉法 第六 条
の 二の 二第 一項に 規定 する 障害 児通 所支援 若し くは 同法 第二 十四条
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２

の二第 一項 に規 定す る指 定入所 支援 を受 けた 又は 補装具 を購 入若 し
く は修 理を した ものの 氏名 、生 年月 日、個 人番 号及 び受 給者 証番号
、 通所受 給者 証番 号（ 児童 福祉法 施行 規則 （昭 和二 十三 年厚生 省令
第十 一号 ）第 十八 条の 五第一 項第 一号 に規 定す る通 所受 給者証 番号
をい う。 ）、 入所 受給者 証番 号（ 同令 第二 十五条 の十 一第 三号 に規
定す る入 所受給 者証 番号 をい う。） 又は 介護 保険 法に よる被 保険 者
証 の番 号（ 介護 保険 法施行 規則 （平 成十 一年 厚生省 令第 三十 六号 ）
第 二十 五条第 一項 第四 号に 規定 する被 保険 者証 の番 号を いう。 ）
（略 ）
２

の二 第一 項に 規定 する指 定入 所支 援を 受け た又は 補装 具を 購入 若し
くは 修理 をした もの の氏 名、 生年 月日 及び 受給者 証番 号、 通所 受給
者証 番号 （児童 福祉 法施 行規 則（ 昭和二 十三 年厚 生省 令第 十一号 ）
第十八 条の 五第 一項 第一号 に規 定す る通 所受 給者証 番号 をい う。 ）
、 入所 受給 者証番 号（ 同令 第二 十五 条の十 一第 三号 に規 定す る入所
受給 者証 番号 をい う。 ）又は 介護 保険 法に よる 被保険 者証 の番 号（
介護 保険 法施 行規則 （平 成十 一年 厚生 省令 第三十 六号 ）第 二十 五条
第一 項第 四号に 規定 する 被保 険者 証の 番号を いう 。）
（略）
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正

案

現

○高齢者の医療の確保に関する法律施行規則（平成十九年厚生労働省令第百二十九号）（第三十七条関係）

改

行

（傍線の部分は改正部分）

（ 資格 取得 の届出 等）
第十 条 七十 五歳 に達 したた め、 被保 険者 の資 格を取 得し た者 は、 十四
日 以内に 、次 に掲 げる 事項 を記載 した 届書 を、 後期 高齢者 医療 広域 連
合に 提出 しな ければ なら ない 。
一 氏 名、 性別、 生年 月日 及び 住所

３

二 （ 略）
三 世帯 主であ る者 につ いて はそ の旨、 世帯 主で ない 者に ついて は世
帯主の 氏名 、性 別及 び生 年月日 並び に世 帯主 との続 柄
四 ・五 （ 略）
２ 後期 高齢 者医 療広 域連合 の区 域内 に住 所を 有する に至 った ため 、又
は 法第五 十五 条第 一項 本文 若しく は第 二項 の規 定の 適用を 受け なく な
った ため 、被 保険 者の資 格を 取得 した 者は、 十四 日以 内に 、次 に掲げ
る事 項を記 載し た届 書を 、後 期高齢 者医 療広 域連 合に 提出し なけ れば
な らな い。
一 氏 名、 性別、 生年 月日 、現 住所 及び 従前 の住所
二 ～四 （ 略）
（略 ）

３

（病 院等 に入 院、入 所又 は入 居中 の者 に関す る届 出）
第十 二条 被保 険者 は、 法第五 十五 条第 一項 本文 若しく は第 二項 の規 定
の 適用 を受 ける に至っ たと き、 又は 同項 の規 定の適 用を 受け るに 至っ
た 際現 に入 院等（ 同条 第一 項に 規定 する 入院 等をい う。 以下 この 項に
お いて 同じ。 ）を して いる 病院 等（同 条第 一項 に規 定す る病院 等を い

（資 格取 得の 届出 等）
第十 条 七十五 歳に 達し たた め、被 保険 者の 資格 を取 得した 者は 、十 四
日 以内 に、 次に 掲げ る事 項を記 載し た届 書を 、後 期高 齢者 医療広 域連
合 に提 出し なけ れば なら ない。
一 氏 名、 性別、 生年 月日 、住 所及 び行政 手続 にお ける 特定 の個人 を
識別 する ため の番 号の 利用等 に関 する 法律 （平 成二十 五年 法律 第二
十七 号） 第二 条第五 項に 規定 する 個人 番号（ 以下 「個 人番 号」 とい
う。）
二 （ 略）
三 世 帯主 であ る者に つい ては その 旨、 世帯主 でな い者 につ いて は世
帯主 の氏 名、 性別 、生 年月日 及び 個人 番号 並び に世 帯主 との続 柄
四・ 五 （略 ）
２ 後期 高齢者 医療 広域 連合 の区 域内に 住所 を有 する に至っ たた め、 又
は 法第 五十 五条 第一 項本 文若し くは 第二 項の 規定 の適 用を 受けな くな
っ たた め、 被保 険者 の資 格を取 得し た者 は、 十四 日以内 に、 次に 掲げ
る 事項 を記 載した 届書 を、 後期 高齢 者医療 広域 連合 に提 出し なけれ ば
な らない 。
一 氏名 、性 別、生 年月 日、 現住 所、 従前の 住所 及び 個人 番号
二～四 （ 略）
（ 略）
（ 病院 等に 入院 、入 所又は 入居 中の 者に 関す る届出 ）
第十 二条 被 保険 者は 、法 第五十 五条 第一 項本 文若 しく は第 二項の 規定
の適 用を 受け るに 至っ たとき 、又 は同 項の 規定 の適用 を受 ける に至 っ
た際 現に 入院 等（同 条第 一項 に規 定する 入院 等を いう 。以 下この 項に
おいて 同じ 。） をし てい る病院 等（ 同条 第一 項に 規定 する 病院等 をい
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２

（ 特別 の事 情に関 する 届出 ）
第十 六条 被 保険者 は、 後期 高齢 者医 療広 域連 合から 求め があ った 場合
にお いて 、令 第四条 に定 める 特別 の事 情があ ると きは 、直 ちに 、次に
掲げる 事項 を記 載し た届 書を、 後期 高齢 者医 療広 域連合 に提 出し なけ
れ ばな らな い。
一 被 保険 者証の 番号
二 氏名
三 （略 ）
２・ ３ （略）

２

う 。以 下この 項に おい て同 じ。 ）から 継続 して 他の 病院 等に入 院等 を
する こと によ りそ れぞ れの病 院等 の所 在す る場 所に順 次住 所を 変更 （
以下 この 項にお いて 「継 続住 所変 更」と いう 。） した とき は、十 四日
以内に 、次 に掲 げる 事項を 記載 した 届書 を、 後期高 齢者 医療 広域 連合
に 提出 しな ければ なら ない 。
一 被 保険 者証の 番号
二 氏名 、現 住所 及び 従前 の住所
三・ 四 （略 ）
五 世帯主 であ る者 につ いて はその 旨、 世帯 主で ない 者につ いて は世
帯 主の 氏名 、性 別及び 生年 月日 並び に世 帯主と の続 柄
（ 略）

（特 別の事 情に 関す る届 出）
第 十六 条 被保 険者は 、後 期高 齢者 医療 広域連 合か ら求 めが あっ た場合
に おい て、 令第 四条 に定め る特 別の 事情 があ るとき は、 直ち に、 次に
掲 げる 事項 を記載 した 届書 を、 後期 高齢者 医療 広域 連合 に提出 しな け
れば なら ない 。
一 被保 険者証 の番 号
二 氏 名及 び個 人番 号
三 （ 略）
２ ・３ （略 ）

（原爆 一般 疾病 医療 費の 支給等 に関 する 届出 ）
第 十七 条の 二 被 保険 者は 、原 子爆 弾被爆 者に 対す る援 護に 関する 法律
（ 平成 六年 法律第 百十 七号 ）に よる 一般 疾病医 療費 の支 給そ の他 第十
三 条各 号に定 める 医療 に関 する給 付（ 以下 この 条に おいて 「原 爆一 般
疾病 医療 費の 支給 等」と いう 。） を受 ける ことが でき る場 合で あっ て
、後 期高齢 者医 療広 域連 合か ら次に 掲げ る事 項を 記載 した届 書の 提出
の 求め があ った 場合 におい ては 、速 やか に、 当該届 書を 、後 期高 齢者
医 療広 域連 合に提 出し なけ れば なら ない 。
一 被 保険 者証の 番号

う。以 下こ の項 にお いて 同じ。 ）か ら継 続し て他 の病 院等 に入院 等を
す るこ とに より それ ぞれ の病院 等の 所在 する 場所 に順 次住所 を変 更（
以 下こ の項 にお いて「 継続 住所 変更 」と いう。 ）し たと きは 、十 四日
以 内に 、次に 掲げ る事 項を 記載 した届 書を 、後 期高 齢者 医療広 域連 合
に提 出し なけ れば ならな い。
一 被保 険者証 の番 号
二 氏 名、 現住 所、 従前 の住所 及び 個人 番号
三 ・四 （ 略）
五 世 帯主 である 者に つい ては その 旨、世 帯主 でな い者 につ いては 世
帯主 の氏 名、 性別 、生 年月日 及び 個人 番号 並び に世帯 主と の続 柄
（略 ）

（ 原爆 一般疾 病医 療費 の支 給等 に関す る届 出）
第十 七条 の二 被 保険 者は、 原子 爆弾 被爆 者に対 する 援護 に関 する 法律
（平 成六 年法律 第百 十七 号） によ る一般 疾病 医療 費の 支給 その他 第十
三 条各 号に 定め る医 療に 関する 給付 （以 下こ の条 にお いて 「原爆 一般
疾 病医 療費 の支 給等 」と いう。 ）を 受け るこ とが できる 場合 であ って
、 後期 高齢 者医 療広域 連合 から 次に 掲げる 事項 を記 載し た届 書の提 出
の 求めが あっ た場 合に おい ては、 速や かに 、当 該届 書を、 後期 高齢 者
医療 広域 連合 に提出 しな けれ ばな らな い。
一 被保険 者証 の番 号
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（ 住所 変更 の届出 ）
第二 十三 条 被保 険者 は、後 期高 齢者 医療 広域 連合の 区域 内に おい てそ
の住 所を 変更 したと きは 、十 四日 以内 に、次 に掲 げる 事項 を記 載した
届書を 、後 期高 齢者 医療 広域連 合に 提出 しな けれ ばな らな い。
一 被 保険 者証 の番 号
二 氏名
三 個人番号
四 変更 前及 び変 更後の 住所 並び に変 更の 年月日

（ 被保 険者 の氏 名変 更の 届出）
第 二十 二条 被保 険者 （被 保険 者で ない世 帯主 を含 む。 ）の 氏名に 変更
が あっ たと きは、 当該 被保 険者 は、 十四日 以内 に、 次に 掲げ る事項 を
記 載した 届書 を、 後期 高齢 者医療 広域 連合 に提 出し なけれ ばな らな い
。
一 被保険 者証 の番 号
二 個 人番 号
三 変 更前 及び 変更 後の氏 名

（ 被保 険者 証の再 交付 及び 返還 ）
第十 九条 被 保険 者証 の交付 を受 けて いる 者は 、当該 被保 険者 証を 破り
、汚 し、 又は失 った とき は、 直ち に、次 に掲 げる 事項 を記 載した 申請
書を後 期高 齢者 医療 広域 連合に 提出 して 、そ の再 交付 を申 請しな けれ
ば なら ない 。
一 被 保険 者証 の番号
二 氏名 、性 別、 生年 月日 、住所 及び 個人 番号
三 （略 ）
２・ ３ （ 略）

二 氏 名及 び個 人番 号
三 （ 略）
２ ・３ （略 ）

（住 所変更 の届 出）
第 二十 三条 被 保険者 は、 後期 高齢 者医 療広域 連合 の区 域内 にお いてそ
の 住所 を変 更した とき は、 十四 日以 内に 、次 に掲げ る事 項を 記載 した
届 書を 、後期 高齢 者医 療広 域連 合に提 出し なけ れば なら ない。
一 被保 険者 証の 番号
二 氏名
（ 新設 ）
三 変 更前 及び変 更後 の住 所並 びに 変更 の年 月日

（ 被保険 者の 氏名 変更 の届 出）
第二 十二 条 被保険 者（ 被保 険者 でな い世 帯主を 含む 。） の氏 名に 変更
があ ったと きは 、当 該被 保険 者は、 十四 日以 内に 、次 に掲げ る事 項を
記 載し た届 書を 、後 期高齢 者医 療広 域連 合に 提出し なけ れば なら ない
。
一 被 保険 者証の 番号
（新設 ）
二 変 更前 及び変 更後 の氏 名

（被保 険者 証の 再交 付及 び返還 ）
第 十九 条 被保 険者証 の交 付を 受け てい る者は 、当 該被 保険 者証を 破り
、 汚し 、又 は失っ たと きは 、直 ちに 、次 に掲げ る事 項を 記載 した 申請
書 を後 期高齢 者医 療広 域連 合に 提出し て、 その 再交 付を 申請し なけ れ
ばな らな い。
一 被保 険者証 の番 号
二 氏 名、 性別 、生 年月日 及び 住所
三 （ 略）
２・ ３ （略 ）

二 氏名
三 （略 ）
２・ ３ （略）
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（資 格喪 失の 届出）
第二十 六条 被 保険 者は 、被保 険者 の資 格を 喪失 したと きは 、十 四日 以
内 に、 次に 掲げ る事 項を 記載し た届 書を 、後 期高 齢者 医療広 域連 合に
提 出し なけ れば ならな い。
一 被 保険者 証の 番号
二 氏名 及び 個人 番号

（ 障害 状態 不該当 の届 出）
第二 十五 条 障害 認定 を受 けた被 保険 者（ 七十 五歳 未満の 者に 限る 。）
は、 令別 表に 掲げる 障害 の状 態に 該当 しなく なっ たと きは 、速 やかに
、次 に掲げ る事 項を 記載 した 届書を 、後 期高 齢者 医療 広域 連合に 提出
し なけ れば なら ない 。
一 被 保険 者証 の番 号
二 氏 名及び 個人 番号
三 （略 ）

（ 世帯 変更 の届 出）
第二 十四 条 第十 二条 及び 前条の 場合 を除 くほ か、 その 属する 世帯 又は
その 属す る世 帯の 世帯 主に変 更が あっ た被 保険 者は、 十四 日以 内に 、
次に 掲げ る事項 を記 載し た届 書を 、後期 高齢 者医 療広 域連 合に提 出し
なけれ ばな らな い。
一 被 保険 者証 の番 号
二 氏名
三 個人 番号
四 変更 の年 月日
五 変更後 の世 帯に おい て世 帯主と なる 場合 はそ の旨 、世 帯主と なら
な い場 合は 変更 後の世 帯主 の氏 名、 性別 、生年 月日 及び 個人 番号 並
び に世 帯主と の続 柄

五 世 帯主 とな る場 合は その旨 、世 帯主 とな らな い場 合は 世帯主 の氏
名 、性 別、 生年 月日及 び個 人番 号並 びに世 帯主 との 続柄

（ 資格 喪失 の届出 ）
第二 十六 条 被保 険者は 、被 保険 者の 資格 を喪 失した とき は、 十四 日以
内に 、次 に掲 げる 事項 を記載 した 届書 を、 後期 高齢者 医療 広域 連合 に
提出 しな ければ なら ない 。
一 被 保険 者証 の番 号
二 氏名

（障 害状態 不該 当の 届出 ）
第 二十 五条 障 害認 定を受 けた 被保 険者 （七十 五歳 未満 の者 に限 る。）
は 、令 別表 に掲げ る障 害の 状態 に該 当し なく なった とき は、 速や かに
、 次に 掲げ る事項 を記 載し た届 書を 、後期 高齢 者医 療広 域連 合に提 出
しな けれ ばな らな い。
一 被保 険者 証の番 号
二 氏名
三 （ 略）

（世 帯変 更の 届出）
第二十 四条 第 十二 条及 び前条 の場 合を 除く ほか 、その 属す る世 帯又 は
そ の属 する 世帯 の世帯 主に 変更 があ った 被保 険者は 、十 四日 以内 に、
次 に掲 げる 事項を 記載 した 届書 を、 後期 高齢者 医療 広域 連合 に提 出し
な けれ ばなら ない 。
一 被保 険者 証の 番号
二 氏名
（ 新設 ）
三 変 更の 年月日
四 変更後 の世 帯に おい て世 帯主と なる 場合 はそ の旨 、世帯 主と なら
ない 場合 は変更 後の 世帯 主の 氏名 、性 別及 び生年 月日 並び に世 帯主
との 続柄

四 世帯主 とな る場 合は その旨 、世 帯主 とな らな い場合 は世 帯主 の氏
名、 性別 及び生 年月 日並 びに 世帯 主と の続 柄
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（ 略）

三 ・四

（略 ）

（ 令第七 条第 三項 第一 号又は 第二 号の 規定 の適 用の申 請）
第三 十二 条 令第七 条第 三項 第一 号又 は第二 号の 規定 の適 用を 受けよ う
とする 被保 険者 は、 次に 掲げる 事項 を記 載し た申 請書を 後期 高齢 者医
療 広域 連合 に提 出しな けれ ばな らな い。
一 被 保険 者証の 番号
（新 設）
二 令第 七条 第三 項第一 号又 は第 二号 に規 定する 者に つい て前 条の 規
定に より 算定し た収 入の 額

三・四
（ 令第 七条 第三 項第 一号 又は第 二号 の規 定の 適用 の申 請）
第 三十 二条 令第 七条 第三 項第 一号又 は第 二号 の規 定の 適用 を受け よう
と する 被保 険者は 、次 に掲 げる 事項を 記載 した 申請 書を 後期高 齢者 医
療広 域連 合に 提出 しな ければ なら ない 。
一 被保 険者証 の番 号
二 個 人番 号
三 令 第七 条第 三項 第一 号又は 第二 号に 規定 する 者につ いて 前条 の規
定 により 算定 した 収入 の額

３

（食事 療養 標準 負担 額の 減額に 関す る特 例）
第 三十 七条 （略 ）
２ 前項 の規 定に よる 支給 を受け よう とす る被 保険者 は、 次に 掲げ る事
項 を記載 した 申請 書を 、後 期高齢 者医 療広 域連 合に 提出し なけ れば な
らな い。 この 場合 におい て、 限度 額適 用・ 標準負 担額 減額 認定 証の 交
付を 受けて いる 者は 、当 該限 度額適 用・ 標準 負担 額減 額認定 証を 添え
て 申請 しな けれ ばな らない 。
一 被 保険 者証の 番号
二 氏名
三～ 七 （略 ）
（略 ）

３

（生 活療養 標準 負担 額の 減額 に関す る特 例）
第 四十 二条 （ 略）
２ 前 項の規 定に よる 支給 を受け よう とす る被 保険 者は、 次に 掲げ る事
項 を記 載した 申請 書を 、後 期高 齢者医 療広 域連 合に 提出 しなけ れば な
らな い。 この 場合 にお いて、 限度 額適 用・ 標準 負担額 減額 認定 証の 交
付を 受け ている 者は 、当 該限 度額 適用・ 標準 負担 額減 額認 定証を 添え
て申請 しな けれ ばな らない 。
一 被 保険 者証の 番号

（ 食事 療養標 準負 担額 の減 額に 関する 特例 ）
第三 十七 条 （略 ）
２ 前項 の規定 によ る支 給を 受け ようと する 被保 険者 は、 次に掲 げる 事
項 を記 載し た申 請書 を、 後期高 齢者 医療 広域 連合 に提 出し なけれ ばな
ら ない 。こ の場 合に おい て、限 度額 適用 ・標 準負 担額減 額認 定証 の交
付 を受 けて いる者 は、 当該 限度 額適 用・標 準負 担額 減額 認定 証を添 え
て 申請し なけ れば なら ない 。
一 被保 険者 証の番 号
二 氏名及 び個 人番 号
三 ～七 （ 略）
（略 ）
（ 生活 療養 標準負 担額 の減 額に 関す る特例 ）
第四 十二 条 （略 ）
２ 前項 の規 定によ る支 給を 受け よう とする 被保 険者 は、 次に 掲げる 事
項を記 載し た申 請書 を、 後期高 齢者 医療 広域 連合 に提 出し なけれ ばな
ら ない 。こ の場 合に おい て、限 度額 適用 ・標 準負 担額 減額認 定証 の交
付 を受 けて いる 者は、 当該 限度 額適 用・ 標準負 担額 減額 認定 証を 添え
て 申請 しなけ れば なら ない 。
一 被保 険者 証の 番号
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（ 療養 費の 支給の 申請 ）
第四 十七 条 法第 七十 七条第 一項 の規 定に より 療養費 の支 給を 受け よう
とす る被 保険者 は、 次に 掲げ る事 項を記 載し た申 請書 を、 後期高 齢者
医療広 域連 合に 提出 しな ければ なら ない 。
一 被 保険 者証 の番 号
二 氏 名又 は個 人番号
三 ～九 （略 ）
２・ ３ （略 ）

３

２

（療養 費の 支給 の申 請）
第 四十 七条 法 第七十 七条 第一 項の 規定 により 療養 費の 支給 を受け よう
と する 被保 険者は 、次 に掲 げる 事項 を記 載した 申請 書を 、後 期高 齢者
医 療広 域連合 に提 出し なけ れば ならな い。
一 被保 険者 証の 番号
二 氏名
三 ～九 （ 略）
２ ・３ （略 ）

３

二 氏名
三～ 七 （略 ）
（略 ）

（特 別療 養費の 支給 の申 請）
第 五十 四条 法 第八 十二条 第一 項の 規定 によ り特別 療養 費の 支給 を受 け
よ うと する 被保 険者 は、 次に掲 げる 事項 を記 載し た申請 書を 、後 期高
齢 者医 療広 域連合 に提 出し なけ れば ならな い。
一 保険 者番 号及 び被 保険 者資格 証明 書の 記号 番号
二 氏名 及び 個人番 号
三～ 六 （ 略）
（ 略）

二 氏 名及 び個 人番 号
三 ～七 （ 略）
（略 ）

２

（移 送費 の支 給の申 請）
第六 十条 法第 八十 三条 第一 項の規 定に より 移送 費の 支給を 受け よう と
す る被 保険 者は 、次に 掲げ る事 項を 記載 した 申請書 を、 後期 高齢 者医
療 広域 連合 に提出 しな けれ ばな らな い。
一 被 保険者 証の 番号
二 氏名
三～ 七 （略）
２～４ （ 略）

（ 特別 療養 費の支 給の 申請 ）
第五 十四 条 法第八 十二 条第 一項 の規 定に より 特別療 養費 の支 給を 受け
よう とす る被 保険 者は、 次に 掲げ る事 項を 記載し た申 請書 を、 後期 高
齢者 医療広 域連 合に 提出 しな ければ なら ない 。
一 保 険者 番号 及び 被保険 者資 格証 明書 の記 号番号
二 氏名
三 ～六 （ 略）
（略 ）

（ 移送 費の 支給 の申 請）
第六 十条 法 第八 十三 条第 一項の 規定 によ り移 送費 の支 給を 受けよ うと
する 被保 険者 は、 次に 掲げる 事項 を記 載し た申 請書を 、後 期高 齢者 医
療広 域連 合に 提出し なけ れば なら ない 。
一 被 保険 者証 の番 号
二 氏 名及 び個 人番 号
三 ～七 （ 略）
２～ ４ （略 ）
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（限 度額 適用 認定 の申 請等）
第六 十七 条 令 第十 六条 第一 項第 一号ハ 若し くは ニ、 第二 号ハ若 しく は
ニ 、第 三号 ハ又 は第 四号 の規定 によ る後 期高 齢者 医療 広域 連合の 認定
（ 以下 この 条に おい て「 限度額 適用 認定 」と いう 。）を 受け よう とす
る 被保 険者 は、 次に掲 げる 事項 を記 載した 申請 書に 、第 三号 及び第 四
号 に掲げ る事 項を 証す る書 類を添 付し て、 後期 高齢 者医療 広域 連合 に
提出 しな けれ ばなら ない 。
一 被保険 者証 の番 号

（ 特定 疾病 認定 の申 請等 ）
第 六十 二条 令第 十四 条第 六項 の規定 によ る後 期高 齢者 医療 広域連 合の
認 定（ 以下 この条 にお いて 「特 定疾 病認定 」と いう 。） を受け よう と
する 被保 険者 は、 次に 掲げる 事項 を記 載し た申 請書を 、後 期高 齢者 医
療広 域連 合に提 出し なけ れば なら ない。
一 被 保険 者証 の番 号
二 特 定疾 病認 定を 受け ようと する 者の 氏名 及び 個人番 号
三 （ 略）
２～ ９ （略 ）

（特定 疾病 給付 対象 療養 に係る 後期 高齢 者医 療広 域連 合の 認定）
第 六十 一条 の二 令第 十四 条第 五項 の規定 によ る後 期高 齢者 医療広 域連
合 の認 定（ 以下 この条 にお いて 「認 定」 という 。） を受 けよ うと する
被 保険 者は、 次に 掲げ る事 項を 、健康 保険 法施 行令 （大 正十五 年勅 令
第二 百四 十三 号） 第四十 一条 第七 項に 規定 する厚 生労 働大 臣が 定め る
医療 に関 する給 付の 実施 機関 （以下 この 条に おい て「 実施 機関」 とい
う 。） を経 由し て、 後期 高齢者 医療 広域 連合 に申 し出 なけ ればな らな
い。
一 被 保険 者証の 番号
二 認定 を受 けよ うと する被 保険 者の 氏名 及び 個人番 号
三 （略 ）
２～８ （ 略）

（ 限度 額適 用認定 の申 請等 ）
第 六十七 条 令第 十六 条第 一項第 一号 ハ若 しく はニ 、第二 号ハ 若し くは
ニ 、第 三号ハ 又は 第四 号の 規定に よる 後期 高齢 者医 療広域 連合 の認 定
（以 下こ の条 にお いて「 限度 額適 用認 定」 という 。） を受 けよ うと す
る被 保険者 は、 次に 掲げ る事 項を記 載し た申 請書 に、 第三号 及び 第四
号 に掲 げる 事項 を証 する書 類を 添付 して 、後 期高齢 者医 療広 域連 合に
提 出し なけ ればな らな い。
一 被 保険 者証の 番号

（ 特定疾 病認 定の 申請 等）
第六 十二 条 令第十 四条 第六 項の 規定 による 後期 高齢 者医 療広 域連合 の
認定（ 以下 この 条に おい て「特 定疾 病認 定」 とい う。） を受 けよ うと
す る被 保険 者は 、次に 掲げ る事 項を 記載 した 申請書 を、 後期 高齢 者医
療 広域 連合 に提出 しな けれ ばな らな い。
一 被 保険者 証の 番号
二 特定 疾病 認定 を受け よう とす る者 の氏 名
三 （略 ）
２ ～９ （ 略）

（ 特定 疾病給 付対 象療 養に 係る 後期高 齢者 医療 広域 連合 の認定 ）
第六 十一 条の 二 令 第十 四条 第五 項の 規定 によ る後期 高齢 者医 療広 域連
合の 認定 （以下 この 条に おい て「 認定」 とい う。 ）を 受け ようと する
被保険 者は 、次 に掲 げる事 項を 、健 康保 険法 施行令 （大 正十 五年 勅令
第 二百 四十 三号） 第四 十一 条第 七項 に規 定す る厚生 労働 大臣 が定 める
医 療に 関す る給付 の実 施機 関（ 以下 この 条にお いて 「実 施機 関」と い
う 。）を 経由 して 、後 期高 齢者医 療広 域連 合に 申し 出なけ れば なら な
い。
一 被保険 者証 の番 号
二 認 定を 受け ようと する 被保 険者 の氏 名
三 （ 略）
２～ ８ （略 ）
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（高額 介護 合算 療養 費の 支給及 び証 明書 の交 付の 申請 等）
第 七十 一条 の十 法第 八十 五条 の規 定によ り高 額介 護合 算療 養費の 支給
を 受け よう とす る被保 険者 （令 第十 六条 の二第 三項 及び 第四 項に 規定
す る者 をいう 。以 下こ の条 にお いて「 申請 者」 とい う。 ）は、 次に 掲
げる 事項 を記 載し た申請 書を 後期 高齢 者医 療広域 連合 に提 出し なけ れ

（ 高額 介護 合算 療養 費の 支給の 申請 ）
第七 十一 条の 九 法第 八十 五条の 規定 によ り高 額介 護合 算療 養費の 支給
を 受けよ うと する 令第 十六 条の二 第一 項第 一号 に規 定する 基準 日被 保
険者 （以 下こ の条に おい て「 申請 者」 という 。） は、 次に 掲げ る事項
を記 載した 申請 書を 後期 高齢 者医療 広域 連合 に提 出し なけ ればな らな
い。
一 被 保険 者証 の番 号
二 申 請者の 氏名 及び 個人 番号
三～ 五 （略 ）
２～ ４ （略）

３

（ 高額 療養 費の支 給の 申請 ）
第七 十条 法 第八 十四 条の規 定に より 高額 療養 費の支 給を 受け よう とす
る被 保険 者は、 次に 掲げ る事 項を 記載し た申 請書 を、 後期 高齢者 医療
広域連 合に 提出 しな けれ ばなら ない 。
一 被 保険 者証 の番 号
二 個 人番 号
三 （略 ）
２ 前項 第三 号に 掲げる 額に つい ては 、同 項の申 請書 にそ の事 実を証 す
る書 類を添 付し なけ れば なら ない。
（ 略）

二 氏 名及 び個 人番 号
三 ・四 （ 略）
２ ～７ （略 ）

（ 高額 介護合 算療 養費 の支 給及 び証明 書の 交付 の申 請等 ）
第七 十一 条の 十 法 第八 十五 条の 規定 によ り高 額介護 合算 療養 費の 支給
を受 けよ うとす る被 保険 者（ 令第 十六条 の二 第三 項及 び第 四項に 規定
する者 をい う。 以下 この条 にお いて 「申 請者 」とい う。 ）は 、次 に掲
げ る事 項を 記載し た申 請書 を後 期高 齢者 医療 広域連 合に 提出 しな けれ

（高 額介 護合 算療 養費の 支給 の申 請）
第七 十一条 の九 法 第八 十五 条の規 定に より 高額 介護 合算療 養費 の支 給
を 受け よう とす る令 第十六 条の 二第 一項 第一 号に規 定す る基 準日 被保
険 者（ 以下 この条 にお いて 「申 請者 」と いう 。）は 、次 に掲 げる 事項
を 記載 した 申請書 を後 期高 齢者 医療 広域連 合に 提出 しな けれ ばなら な
い。
一 被保 険者 証の番 号
二 申 請者 の氏 名
三 ～五 （ 略）
２ ～４ （略 ）

３

（高額 療養 費の 支給 の申 請）
第 七十 条 法第 八十四 条の 規定 によ り高 額療養 費の 支給 を受 けよう とす
る 被保 険者 は、次 に掲 げる 事項 を記 載し た申請 書を 、後 期高 齢者 医療
広 域連 合に提 出し なけ れば なら ない。
一 被保 険者 証の 番号
（新 設）
二 （ 略）
２ 前 項第二 号に 掲げ る額 につ いては 、同 項の 申請 書に その事 実を 証す
る 書類 を添 付しな けれ ばな らな い。
（略 ）

二 氏名
三・ 四 （略 ）
２～ ７ （略）
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（特別 の事 情に 関す る届 出）
第 七十 三条 被保 険者 は、 後期 高齢 者医療 広域 連合 が後 期高 齢者医 療給
付 の全 部又 は一 部の支 払を 一時 差し 止め ている 場合 にお いて 、令 第十
七 条にお いて 準用 する 令第 四条に 定め る特 別の 事情 がある とき は、 直
ちに 、次 に掲 げる 事項を 記載 した 届書 を、 後期高 齢者 医療 広域 連合に
提出 しなけ れば なら ない 。
一 被 保険 者証 の番 号
二 氏 名及 び個 人番 号
三 （ 略）

ばなら ない 。た だし 、次 項第四 号に 掲げ る額 が零 であ る場 合にあ って
は 、こ の限 りで ない 。
一 被 保険 者証 の番号
二 申 請者の 氏名 及び 個人 番号
三～ 五 （略 ）
２～ ４ （略）

（ 特別 の事情 に関 する 届出 ）
第七 十三 条 被保険 者は 、後 期高 齢者 医療 広域連 合が 後期 高齢 者医 療給
付の 全部 又は一 部の 支払 を一 時差 し止め てい る場 合に おいて 、令 第十
七 条に おい て準 用す る令第 四条 に定 める 特別 の事情 があ ると きは 、直
ち に、 次に 掲げる 事項 を記 載し た届 書を 、後 期高齢 者医 療広 域連 合に
提 出し なけ ればな らな い。
一 被保 険者 証の 番号
二 氏名
三 （ 略）

ば なら ない。 ただ し、 次項 第四 号に掲 げる 額が 零で ある 場合に あっ て
は、 この 限り でな い。
一 被保 険者証 の番 号
二 申 請者 の氏 名
三 ～五 （ 略）
２～ ４ （略 ）
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