
号 H25. 4. 81出目胆皿陣隅祖ロ V~J-]f.刊v，且Z |障問阿出目胆凪開眼|吉田
..~. UI 1J.d.I":7MーヨE、，_ t:r. '7吾司~，-_.、~ 吾園 大介

吉田 大介
.... J 1--，，，.. .... 

県及び市町村田 民孟LF、岨刀岸 |保険局国民健こかかる受講者保険局国民健康保険 太田 ~~宏
び講師の依頼について 課指導調査係

H25.4.12 管理課長、 康保険課長

保国発0418第1号 |国民健康保険組合の規約の変更
H25. 4. 181'(地区拡張)に係る認可について 課国民健康保険組合吉田 大介 H25. 4.1 

果険局国民健保険
長野県健康福祉部健康

課国民健康保険組合 吉田 大介 H25.4.19 
福祉政策課長

、府県民生
下目7 宮田 竜一

岬司L問、1岳民田耳"'"

宮田 竜一
保険局国民健
康保険課長

I日酔争 Fヨ『軍司巨司
H25.5.14 療費共同事業負担金の交付申請等

阿，f'，X1ロu •旦"高山:E/.lR. 1司"事民
富田 竜一 H25.5.1 

について = ・知
課財政第一係

平成25年度における国民健 果
保険局国民健康保険H25. 5. 14 険診療施設の整備に係る助成につ ~回~畠n. I= 竹内紘季

H25. 5.141保健施設分)受付基準 lの一部改 1:;1セJZn官民l.<E凪障問|竹内 紘季
"唱巳 .. ミ

H25. 5. 141盟三宮竺!干I~V.l 1車E宇*1-月ヲ~~ L;~I'~~n.;ま凪胆皿陣隅|梨本 篤史 保険局国民健
康保険課長

H25. 5. 141旦交品25E77ーで至，iE5EEE'‘|課国民健康保険組合|言回 大介
保険局国民健

H25. 5.141金等補助金(出産育児 |康保険課長

H25. 5. 171付費等負坦金等の事業婁緒報告に lzvtZLE空白雪皿1車問|宮田 章一 保険局国民健
H25. 5. 171 (局)国民健康保険主 | 康保険課長



H25.5 紘季

1号 H25.5 石井和久

H25. 5. 301三元fF巾即史ytU2Lτ_-:'::"I~P~~里民...1求刑""1大橋 史明

H25. 6. 131付費等負担金等の追加室付につい |ZYtLPL史民""1車問畏|宮田 竜一

隆行

H25.7.3 "'え"'j;;I 1-J司~'i凶匝~J;'\;lÆ/JR.~陪民や守 ¥ -rJt.J J""' I-'XJ剛 k出J;.\;;-Ilæ珂司~ I"' I-'~主
君嶋隆行

の減免に対する財政支援の基準に 謀財政第二係
ついて

国民健康保険組合の規約の変更 保険局国民健保康険組保険
H25.7.8 

(地区拡張)に係る認可について |課係 国民健康 合 吉田 大介

H25. 7. 9 金国民及健び康調保整険交の付療金養に給係付る費疑等義負照担会 保険局国民健康保険
坂本貴志ニ，固 ~，宣言、4- J<o-t= 

隆行

H25. 7. 231出産費用の報告及び公表について I~'句正町面法出 E胆皿陣隅 青木穂高

保国発0730第1号 間 7.301事業実績通知書」における特別事場開民健康保険竹内紘季

H25.5.221社会保険診療報酬支払 |保険局国民健
基金理事長 |康保険課長

保険局国民健
康保険課長

H25. 5. 301課(部)長 |保険局国民健
康保険課長

I (Jiijl ~á':ill)ji*I!U I保険局国民健H25. 6. 131 (局)国民健康保険主 康保険課長

保険局国民健
H25. 5. 141 (局)国民健康保険主 |康保険課長

H25.7.3 (局)国民健康保険主
保険局国民健

管課(部)長
康保険課長

.，..司直"目白事~-'I;:::;-'I，L企nJロ n。 J'"再.o.s;;呈lrI'" 

H25. 5.1 

ISF. """岳民高司'''''

都道府県民生主管部
保険局国民健H25. 7. 10 (局)国民健康保険主
康保険課長

管課(部)長

都道府県民生主管部 J田島全 E主恒百聞

H25.7. 

H25.7. 



の減免措置に対する財 青木穂高
しについて 課企画法令係

H25. 8. 61士2交えニ立安里塁壁空室堕号体連
保険局国民健康保険
= ~鼻・雫宅宜，~ 大橋史明

H25. 8. 21笠旦乏世立歪ZZ222T号、、空EfTPロ|課国民健康保険組合|吉田 大介

穂高

H25. 8. 131円fEETE5F?TEY2Ezr-pfF-|課国民健康保険組合 l吉田 大介

H25. 7. 251医療費支援金及び国民健康保険介 lZRD22LE25r皿陣眠|武藤敬宏

H25. 8. 201合会等補助金の第2・四半期にお|去

H25. 9. 51安定負担金(保険者支援分)の交 lZVJ22』 E255ま鳳障問 l武藤敬宏

敬宏

1号 H25. 9 史明

保国発0926第1号 H25.9.251平成25年度国民健康保険料(税) I保険局国民健康保険
賦課状況等の調査について 1課財政第二係

敬宏

H25.7.31 
|管(部J 長

|都(局道)府国民県健民康生保主険管部主管
保険局国民健

H25. 8. 5 課(部)長
康保険課長

I~警在自警土A里民健

保険局国民健
H25.7.2 局)国民健康保険主

課(部)長
康保険課

H25.8.21|北海道保健福祉部長

H25. 8. 91京企都画課府健長康福祉部医療

都道府県民生主管部

I~局)H25. 7. 24 国民健康保険主管課 康保険課
(部)長

園、，、 昌口

言)国民健康保険主管
保険局国民健H25. 8. 191課(部)長
康保険課長

H25. 9. 41~宮」直同時4園陸姐 |保険局国民健
康保険課長

1 (rni) êlIt\';íllfflti*~3õ 1保険局国民健H25. 8. 11 (局)国民健康保険主 康保険課長

H25.9. 

保険局国民健
康保険課長



国民健康保険組合の規約の変更 課係保険国局民国民健保康険組保険 千葉県健康福祉部保険 保険局国民健保国発1008第1号 H25.10.8 
(地区拡張)に係る認可について

健康 合 吉田大介 H25. 10. 1 
指導課長 康保険課長

国民健康保険組合の規約の変更 課係保険国局民国民健保康険組保険 保険局国民健保国発1011第1号 H25. 10. 11 
(地区拡張)に係る認可について

健康 合 吉田大介 H25.10目 11群馬県健康福祉部長
康保険課長

平成25年度(平成24年度から
の繰越分)高齢者医療制度円滑運

都道府県民生主管部
営事業費補助金の事業実績報告に 保険局国民健康保険 保険局国民健保国発1021第1号 H25目 10.21
ついて(国保ヘルスアップ事業評 課監理係

大橋史明 H25. 10. 18 (局)国民健康保険主管
康保険課長

価事業のデー空活用システムの機
課(部)長

器調達等事業分)

国民健康保険組合の規約の変更 保険局国民健保康険保組険合 大阪府福祉部国民健康 保険局国民健
保国発1022第1号 H25.10.22 

(地区拡張)に係る認可について 課係 国民健康 吉田大介 H25.10.22 
保険課長 康保険課長

平災成害2臨5年時度特例国補民健助金康保の険交付(組申合請)に 都道府県民生主管部
保険局国民健康保険 保険局国民健

保田発1028第1号 H25.10.25 君嶋隆行 H25.10.23 (局)国民健康保険主
訂つ版い)て1【交付申請書作成要領(改 課財政第二係

管課(部)長
康保険課長

保国発1114第1号 H25. 11. 14 |全取喪扱事い業所等l、所(回属答す)る組合員の
九ついて

保課険局国民健康保険 白根 史貴 H25. 11. 14 東京都福当祉部保長健局地域 |保庫険担局陪理国E民健

取I配偶い者等かにらの暴力を受けた者の 保険局国民健康保険
|都険(道局主府)管長課県民(生部国主民)健長管部康保

保険局国民健
保国発1118第1号 H25. 11. 18 扱 ついて』の一部改正に

課企画法令係
青木穂高 H25. 11. 8 

康保険課長
ついて

平の成繰越2分5)年高度齢{者平成医療2制4年度度円か滑運b 

都道府県民生主管部
保国発1203第1号 H25. 11. 11 

営事業費補助金の第3・四半期に 保険局国民健康保険
大橋史明 H25. 11. 11 (局)国民健康保険主管

保険局国民健
おける交付について(国保ヘルス 課監理係 康保険課長

アシスッ子プ事ム業の評価事ら業‘のデ一業分書)活用
課(部)長

平成25年度国民健康保険保険基
保険局国民健康保険

|羽ド(山局)県民生主管部
保険局国民健

保国発1203第2号 H25. 11. 21 盤安定負担金の第3・四半期にお
課財政第二係

武藤敬宏 H25. 11. 20 
国(部民健)康長保険主管課 康保険課長

ける交付について

保国発1206第1号 H25.12.6 
海外療養費の不正請求対策等につ 保険局国民健康保険

青木穂高 H25. 11. 22 l都管(課道局府)(部国県民民)健生長主康保宮前険主 保険局国民健
いて 課企画法令係 康保険課長

保国発1206第2号 H25.12.6 
海外療養費の不正請求対策等につ

|課保険企局画法国令民健係康保険 青木穂高 H25. 11. 22 地方厚生(支)局長 I保康保険局険国課民長健
いて
平成25年度特別調整交付金(その

保険局国民健康保険 都管(局課道府)(部国県民民)健長生康主保官司険i主 保険局国民健
保国発1206第3号 H25. 12. 6 |基他特準別等のに事情がある場合)の交付 課財政第二係

伊藤政広 H25.12.5 
康保険課長

ついて



平の成繰越2分5)年高度齢(者平成医療2制4年度度円か滑運b 

保田発1213第1号 H25. 12. 13 
営事業費補助金の交付申請につい 保険局国民健康保険

大橋史明 H25. 12. 12 
公益社団法人国民健 保険局国民健

て(国保ヘルスアップ事業評価事 課監理係 康保険中央会会長 康保険課長

轄業産育の警児デ一一議時宮金活菌用等システムの機器調

補民健助康金保(険国組保組合合出 保険局国民健康保険 都道府県民健生主管部 保険局国民健保国発1216第1号 H25. 12. 13 
高四額半期医療に費お共け同る事交業付分に) の第4 ・

課国民健康保険組合 吉田大介 H25. 12. 12 (局)国民康保険主
康保険課長

ついて
係 管課(部)長

平成25年度国等(課民の健変長通康更保知申険請療(養2給回 保険局国民健康保険 l都管(課道局府)(県部国民民)生健長主康管部 保険局国民健保園発1218第1号 H25. 12. 18 等負担金 宮田竜一 H25. 12. 17 保険主
付目費)について ) 課財政第一係 康保険課長

国民健康保険の療養給付費等負担 保険局国民健康保険
|都管(道課局府)(部県国)民民健生長主康管部 保険局国民健

保国発1219第1号 H25. 12. 18 
金及び調整交付金の算定について 課企画法令係

青木穂高 H25. 12. 12 保険主
康保険課長

係国(通民る健事知務康)保処険理関の係適正国庫化補に助つ金い等てに

I川l都(管局道局謀府国部県毘民民民生健健長主康康曽部

保険局国民健康保険 保険局国民健
保国発1219第2号 H25. 12. 18 

課財政第二係
君嶋隆行 H25. 12. 13 保険主

康保険課長

平成25年度国民健康保険基準給付 保険局国民健康保険
管部

保険局国民健
保国発1219第3号 H25. 12. 19 

費基礎調査について 課指導調査係
鈴木章二 H25. 12. 19 保険主

康保険課長

平別分成調)整の2補交5年助付度金基準国(保民に健険者康機保険組合特
保険局国民健保康険組保険 l都管(課道局府)(県部国民民)生健長主康管部 保険局国民健

保国発1220第1号 H25.12.20 能強化 課係 国民健康 合 石井和久 H25.12.20 保険主
康保険課長

ついて

国民健康保険組合の規約の変更 課係保険国局民国民健保康険保組険 大阪府福祉部国民健康 保険局国民健
保国発1225第1号 H25.12.24 

(地区拡張)に係る認可について
健康 合 吉田大介 H25.12.19 

保険課長 康保健課長

国民健康保険組合の規約の変更 保課係険国局民国民健保康険保組険 京都府健康福祉部医療 保険局国民健
保園発1225第2号 H25.12.24 

(地区拡張)に係る認可について
健康 合 吉田大介 H25. 12. 18 

企画課長 康保険課長

国民健康保険組合の規約の変更 保険局国民健保康険保組険 大阪府福祉部国民健康 保険局国民健
保国発1225第3号 H25.12.24 

(地区拡張)に係る認可について 課係 国民健康 合 吉田大介 H25. 12. 18 
保険課長 康保険課長

平成26年度成国(通民に健知当康た)保っ険の保険者 保険局国民健康保険 都道府県民生主管部 保険局国民健
保国発1226第1号 H25.12.26 等項のに予算編 ての留意事 課指導調査係

白根 史貴 H25.12.26 
(局)長 康保険課長

ついて

平成25年度特別調整交付金(その
都道府県民生主管部

他特別の事情がある場合)の交付 保険局国民健康保険 保険局国民健
保国発1227第1号 H25.12.26 

基準における申請要件の追加につ 課財政第二係
伊藤政広 H25.12.26 局)国民健康保険主

康保険課長
いて

管課(部)長

平産成育児2一5年時度金等国補民健助康金保(険出組産合育児出 保険局国民健康保険 都道府県民生主管部
保険局国民健

保菌発0106第1号 H26. 1. 6 
一時金補助金分)の変更交付申請

課国民健康保険組合 吉田大介 H26. 1. 6 (局)国民健康保険主
康保険課長

について
係 管課(部)長



平別主成調あ整る2補場5年助合度金)国の(交民そ健付の他基康保特準別険に組ロ特
保険局国民健保康険組保険合

|都管(道課局府)(部県国民民)健生長主康管保部険主 保険局国民健保国発0117第1号 H26.1. 17 の事情 課係 国民健康 吉田大介 H25.12.20 
康保険課長

ついて

国民健康保険組合の規約の変更 保険局国民健保康険保組険 保険局国民健保国発0124第1号 H26.1. 24 
(地区拡張)に係る認可について 課係 国民健康 合 吉田大介 H26. 1. 14 群馬県健康福祉部長

康保険課長

|都(局道)府国民県健民康生保主管険部主管平成25年度国民健康保険団体連
保険局一国民健康保険 保険局国民健

保国発0127第1号 H26. 1. 27 合会等補助金(東日本大震災対応
課監理係

大橋史明 H26. 1. 27 課(部)長
康保険課長

分)の交付申請について

都公康(局益保道)社府険国民団申県法健安民全生康人会保主国長管険部民主健管

平成25年度国民健康保険団体連
保険局国民健康保険 保険局国民健

保国発0129第1号 H26. 1. 29 合会等補助金の交付額変更申請に
課監理係

大橋史明 H26. 1. 29 課(部)長
康保険課長

ついて 公益社~団法市d人o..A国'"民健

平の繰成越2分5)年高度齢(者平成医療2制4度年度円か滑運b 

保国発0131第1号 H26. 1. 31 営事業費補助金の事業実績報告に 保険局国民健康保険
大橋史明 H26. 1. 31 公益社団法人 国民健 保険局国民健

ついて(国保へルスアップ事業評 課監理係 康保険中央会会長 康保険課長

価事業のデ一分台)活用システムの機

平産成育児25 floFx国補民健助康金保(険出組産合育出 保険局国民健康保険 都道府県民生主管部
一時金等 児 保険局国民健

保国発0204第1号 H26. 1. 20 
一に時お金け補る助交金付分に) の第4・四半期

課国民健康保険組合 吉田大介 H26. 1. 17 (局)国民健康保険主
康保険課長

ついて
係 管課(部)長

運平成営事2業5年費補度高助齢金者(市医療町村制保度険円滑
保険局国民健康保険

都道府県民生主管部
保険局国民健

保国発0206第1号 H26.2.5 宮田竜一 H26.2.3 (局)国民健康保険主
者の交、付国保申組請合にが実施す軍る事E 業官分相)、課財政第一係

管課(部)長
康保険課長

ついて

平成25年度金(課等国長民の健通変康更知保)申険療に養つ給い 保険局国民健康保険 |都管(道課局府)(部国県民民)健生長康主管部 保険局国民健
保国発0206第2号 H26.2.5 

付て費(補等負足担) 請 課財政第一係
富田竜一 H26.2.4 保険主

康保険課長

平成25年度国民健康保険保険基盤
保険局国民健康保険

1都(道局府)県民生主管部
保険局国民健

保国発0214第1号 H26. 1. 30 安定負担金の第4四半期における
課財政第二係

武藤敬宏 H26. 1. 30 
国(部民健)康長保険主管課 康保険課長

交付等について

平成25年度国民健康保険(組合)
保険局国民健康保険

|都(道局府)県民生主管部
保険局国民健

保国発0218第1号 H26.2.18 災害臨時特例補助金の第4・四半 武藤敬宏 H26.2.14 
期における交付について

課財政第二係 国(部民健)康長保険主管課 康保険課

消費税率の引上なげに伴う消費税の 保険局国民健康保険
.県民生主管部

保険局国民健
保国発0220第1号 H26. 2. 20 

円滑かつ適正転嫁について 課企画法令係
岡 野可奈美 H26.2.18 (局)国民健康保険主

康保険課長
管課(部)長



平成25年度国民健康保険団体連
保険局国民健康保険

(局)国府県民健民生康主保管険部主管
保険局国民健

保国発0307第1号 H26. 2. 21 合会等補助金の第4・四半期にお
課監理係

大橋史明 H26. 2. 7 課(部)長
康保険課長

ける交付について

l都公康(課益保道)社険府国団県民中健法央民会生人康会王保長険国官部民主健管
平成25年度国民健康保険団体連
合会等補助金(東日本大震災対応 保険局国民健康保険 保険局国民健

保国発0307第2号 H26.2.3 
分)の第4・四半期における交付 課監理係

大橋史明 H26.2.3 課(部l:畏
康保険課長

について 公康益保社険団申法安全人会長国民健

平の営事成繰越業2分5)年高度齢(者平成医療2制4度年度円か滑運b 

保国発0307第3号 H26.2.12 
費補助金の第4・四半期に 保険局国民健康保険

大橋史明 H26.2.7 
公益社団法人 国民健 保険局国民健

おける交付について(国保ヘルス 課監理係 康保険中央会会長 康保険課長

アシスッテプ事ム業評価事E 業-のデ-~分活)用
平成25年度国民健康保険療養給

都道府県民生主管部
付費等負担金等の平成26年3月 保険局国民健康保険 保険局国民健

保国発0317第1号 H26.3.17 
における交付について(課長通 課財政第一係

宮田竜一 H26. 3. 17 (局)国民健康保険主
康保険課長

知)
管課(部)長

|叩運係営る臨基準時6特額年度例に高交齢付者金の医療制度円滑 保険局国民健康保険 都課(局道()部府国)長県民健民生主管部 保険局国民健
保国発0328第1号 H26.3.28 国庫補助に

課監理係
大橋史明 H26.3.27 康保険主管

康保険課長
ついて

平成25年度国民健康保険財政調
整交付金、国民健康保険老人保健

都道府県民生主管部
医療費拠出金財政調整交付金、国

保国発0331第1号 H26.3.20 民健康保険後期高齢者医療費支援
保険局国民健康保険

武藤敬宏 H26.3.19 
(局) 保険局国民健

課財政第二係 国民健康保険主管課 康保険課長
金財政調整交付金及び国民健康保

(部)長
険介護納付金財政調整交付金の第
4四半期における交付について

保国発0331第2号 H26. 3. 31 犯罪被害による傷(病通の知保険給付の
取扱いについて ) 

|課保険企局画法国令民健係康保険 青木穂高 H26.3.28 都主道管課府県(部国民)健長康保険 |保康保険局険課国民長健

保国発0331第3号 H26.3.31 犯罪被害による傷病の保険給付の 保険局国民健康保険
青木穂高 H26.3.28 日日日本本本歯薬医剤師科会師医長師会会長長

保険局国民健
取扱いについて(通知) 課企画法令係 康保険課長

一富び決部民健算改康正に保おに険つけ団るい体勘て連定科合会の予算及 保険局国民健康保険 都主(道局管課府)県(部民国生)民健主長管康部保険 保険局国民健
保国発0331第4号 H26.3.31 目等の例の

課企画法令係
青木穂高 H26. 3. 31 

康保険課長

l国民健保(康険照会保適険用)組除l 合の組合員ド係 保険局国民健康保険 東京都福祉保健局地域 保険局国民健
保国発0331第5号 H26.3.31 る健康 外の承回認答の要否に 課指導調査係

白根史貴 H26.3.28 
保健担当部長 康保険課長

ついて について


