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都道府県民生主管部

保国発0401第1号 H26.4.1 
平成26年度における直営診療施 保険局国民健康保

竹内紘季 H26.3.27 
（局） 国民健康保

設の整備に係る助成について 険課施設係 国民健康保険主管課 険課長
（部）長

都道府県及び市町村の国民健康
保険局国民

保国発0403第1号 H26.4.3 
保険担当職員を対象とした研修 保険局国民健康保

伊藤寛人 H26.4.2 
都道府県及び地方厚生

健康保険課
開催に係る受講者の推薦につい 険課指導調査係 局

長
て

国民健康保険組合の規約の変 保険局国民健康保
大阪府福祉部国民健

保険局国民

保国発0404第1号 H26.4.3 更（地区拡張）に係る認可につい 険課国民健康保険 吉田 大介 H26.4.1 
康保険課長

健康保険課
て 組合係 長
平成26年度国民健康保険晶額

保険局国民健康保
都道府県民生主管部 保険局国民

保国発0404第2号 H26.4.4 医療費共同事業負担金の交付
険課財政第一係

j度遺悠樹 H26.4.4 （局）国民健康保険主 健康保険課
申請等について（課長通知） 管課（部）長 長
平成26年度国民健康保険療養

保険局国民健康保
都道府県民生主管部 保険局国民

保国発0410第1号 H26.4.10 給付費等負担金等の当初交付
険課財政第一係

渡遺悠樹 H26.4.10 （局）国民健康保険主 健康保険課
申請について（課長通知） 管課（部）長 長
平成26年度国民健康保険組合

保険局国民健康保 都道府県民生主管部 保険局国民
出産育児一時金等補助金（出産

保国発0421第1号 H26.4.18 
育児一時金補助金分）の交付申

険課国民健康保険 吉田大介 H26.4.17 （局）国民健康保険主 健康保険課

請について
組合係 管課（部）長 長

平成26年度都道府県及び市町村
都道府県、地方厚生

国保主管課職員研修にかかる受 保険局国民健康保
局、国民健康保険料 保険局国民

保国発0424第1号 H26.4.24 
講者の決定及び講師の依頼につ 険課指導調査係

伊藤寛人 H26.4.24 （税）収納率向上アドバ 健康保険課
イザ一、国民健康保険 長

いて
中央会

国民健康保険の保健事業に対す 保険局国民健康保
都道府県民生主管部 保険局国民

保国発0425第1号 H26.4.24 
る助成について 険課施設係

竹内紘季 H26.4.16 （局）国民健康保険主 健康保険課
管課（部）長 長

「国民健康保険調整交付金（総
保険局国民健康保

都道府県民生主管部 保険局国民
保国発0425第2号 H26.4.24 合保健施設分）交付基準Jのー

険課施設係
竹内紘季 H26.4.23 （局）国民健康保険主 健康保険課

部改Eについて 管課（部）長 長
国民健康保険組合の被保険者l』

保険局国民健康保 都道府県民生主管部 保険局国民
係る地方税法の規定による市町

保国発0425第3号 H26.4.25 
村民税の課税標準額の調査につ

険課国民健康保険 石井和久 H26.4.25 （局）国民健康保険主 健康保険課

いて（通知）
組合係 管課（部）長 長

平成26年度国民健康保険療養
保険局国民健康保

都道府県民生主管部 保険局国民
保国発0514第1号 H26.5.14 給付費等負担金等の交付につい

険課財政第一係
j度遺悠樹 H26.5.13 （局）国民健康保険主 健康保険課

て（課長通知） 管課（部）長 長



平成25年度国民健康保険療養
保険局国民健康保

都道府県民生主管部 保険局国民
保国発0515第1号 H26.5.15 給付費等負担金等の事業実績

険課財政第一係
j度遺悠樹 H26.5.15 （局）国民健康保険主 健康保険課

報告について（課長通知） 管課（部）長 長
被保険者資格の喪失後L受けた

保険局国民健康保
都道府県民生主管部 保険局国民

保国発0515第3号 H26.5.15 療養に係る療養費請求権の消滅
険課企画法令係

岡野可奈美 H26.5.15 国民健康保険主管課 健康保険課
時効の起算日について （部）長 長
国民健康保険組合被保険者の

保険局国民健康保 都道府県民生主管部 保険局国民
保国発0519第1号 H26.5.19 

課税標準額の調査に係る調査対
険課国民健康保険 石井和久 H26.5.19 （局）国民健康保険主 健康保険課

象組合員名簿からの抽出人数等
組合係 管課（部）長 長

について
国民健康保険組合被保険者の 保険局国民健康保 都道府県民生主管部 保険局国民

保国発0519第2号 H26.5.19 課税標準額の調査に係る調査対 険課国民健康保険 石井和久 H26.5.19 （局）国民健康保険主 健康保険課
象組合員の抽出手順等について 組合係 管課（部）長 長

国民健康保険法による被用者保
険等保険者拠出金の算定等に関

保国発0526第1号 H26.5.26 
する省令に規定する市町村の区 保険局国民健康保

竹内紘季 H26.5.20 
社会保険診療報酬支 国民健康保

分に応じた退職被保険者等に係 険課調整係 払基金理事長 健課長
る保険料の平均収納割合につい
て

国民健康保険組合の規約の変 保険局国民健康保
千葉県健康福祉部保

保険局国民
保国発0530第1号 H26.5.30 更（地区拡張）に係る認可につい 険課国民健康保険 吉田大介 H26.5.30 

険指導課長
健康保険課

て 組合係 長

平成26年度（平成25年度からの
繰越分）高齢者医療制度円滑運
営事業費補助金の交付申請につ 都道府県民生主管部
いて（70歳代前半の被保険者等

保険局国民健康保
（局）国民健康保険主管 保険局国民

保国発0602第1号 H26.6.2 の一部負担金等の軽減特例措
険課監理係

大橋史明 H26.6.2 課（部）長 健康保険課
置の段階的見直しに伴うシステ 公益社団法人国民健 長
ム改修事業分）（KDBシステムの 康保険中央会会長
機能拡充のためのシステム改修
事業（国保）分）

平成26年度国民健康保険組合
保険局国民健康保 都道府県民生主管部 保険局国民

保国発0606第1号 H26.5.15 
出産育児一時金等補助金の第

険課国民健康保険 吉田大介 H26.5.14 （局）国民健康保険主 健康保険課1・四半期における交付額につい
組合係 管課（部）長 長

て

国民健康保険組合の規約の変 保険局国民健康保
京都府健康福祉部医

保険局国民
保国発0620第1号 H26.6.20 更（地区拡張）に係る認可につい 険課国民健康保険 吉田大介 H26.6.19 健康保険課

て 組合係
療企画課長

長



平成26年度（平成25年度からの
繰越分）高齢者医療制度円滑運
営事業費補助金の交付決定につ 都道府県民生主管部
いて（70歳代前半の被保険者等

保険局国民健康保
（局）国民健康保険主管 保険局国民

保国発0630第1号 H26.6.30 の一部負担金等の軽減特例措
険課監理係

大橋史明 H26.6.6 課（部）長 健康保険課
置の段階的見直しに伴うシステ 公益社団法人国民健 長
ム改修事業分） (KDBシステムの 康保険中央会会長
機能拡充のためのシステム改修
事業（国保）分）

平成26年度国民健康保険組合
保険局国民健康保 都道府県民生主管部 保険局国民

保国発0716第1号 H26.7.16 
出産育児一時金等補助金（国保

険課国民健康保険 吉田大介 H26.7.15 （局）国民健康保険主 健康保険課
組合高額医療費共同事業分）の
交付申請について

組合係 管課（部）長 長

東日本大震災Lより被災した被 都道府県民生主管部
保険局国民

保国発0716第2号 H26.7.16 
保険者に係る国民健康保険料 保険局国民健康保

磯部真光 H26.7.14 
（局）

健康保険課
（税）の減免に対する財政支援の 険課財政第二係 国民健康保険主管課
基準について （部）長

長

平成26年度国民健康保険（組
都道府県民生主管部

保険局国民
保国発0716第3号 H26.7.16 合）災害臨時特例補助金の交付

保険局国民健康保
磯部真光 H26.7.10 

（局）
健康保険課

申請について
険課財政第二係 国民健康保険主管課

長
（部）長
都道府県民生主管部

平成26年度国民健康保険団体
保険局国民健康保

（局）国民健康保険主管 保険局国民
保国発0801第1号 H26.8.1 連合会等補助金の交付申請につ

険課監理係
大橋史明 H26.8.1 課（部）長 健康保険課

いて 公益社団法人国民健 長
康保険中央会会長

国民健康保険組合の規約の変 保険局国民健康保
京都府健康福祉部医

保険局国民
保国発0814第4号 H26.8.14 更（地区拡張）に係る認可につい 険課国民健康保険 吉田 大介 H26.8.12 健康保険課

て 組合係
療企画課長

長
国民健康保険組合の規約の変 保険局国民健康保

京都府健康福祉部医
保険局国民

保国発0814第5号 H26.8.14 更（地区拡張）に係る認可につい 険課国民健康保険 吉田大介 H26.8.12 健康保険課
て 組合係 療企画課長

長
国民健康保険組合の規約の変 保険局国民健康保

京都府健康福祉部医
保険局国民

保国発0814第6号 H26.8.14 更（地区拡張）に係る認可につい 険課国民健康保険 吉田大介 H26.8.12 健康保険課
て 組合係

療企画課長
長



平成26年度国民健康保険組合
出産育児一時金等補助金（国保 保険局国民健康保 都道府県民生主管部 保険局国民

保国発0827第1号 H26.7.31 組合高額医療費共同事業分）の 険課国民健康保険 吉田 大介 H26.7.28 （局）国民健康保険主 健康保険課
第2・四半期における交付につい 組合係 管課（部）長 長

て

都道府県民生主管部
平成26年度国民健康保険団体

保険局国民健康保
（局）国民健康保険主管 保険局国民

保国発0829第1号 H26.8.14 連合会等補助金の第2・四半期
険課監理係

大橋史明 H26.8.13 課（部）長 健康保険課
における交付について 公益社団法人国民健 長

康保険中央会会長

平成26年度国民健康保険財政
調整交付金、国民健康保険後期

都道府県民生主管部
高齢者医療費支援金財政調整

保険局国民健康保 （局）
保険局国民

保国発0901第1号 H26.9.1 交付金及び国民健康保険介護納
険課財政第二係

武藤敬宏 H26.7.30 
国民健康保険主管課

健康保険課
付金財政調整交付金（直営診療 長
施設整備分を除く）の第2四半期

（部）長

における交付

平成26年度（平成25年度からの
繰越分）高齢者医療制度円滑運
営事業費補助金の交付申請及び 都道府県民生主管部
交付額変更申請について（70歳

保険局国民健康保
（局）国民健康保険主管 保険局国民

保国発0901第2号 H26.9.1 代前半の被保険者等の一部負
険課監理係

大橋史明 H26.9.1 課（部）長 健康保険課
担金等の軽減特例措置の段階 公益社団法人国民健 長
的見直しに伴うシステム改修事 康保険中央会会長
業分）（高額療養費見直しに伴う
システム改修事業（国保）分）

平成26年度国民健康保険保険
都道府県民生主管部

保険局国民
保国発0905第1号 H26.9.5 基盤安定負担金（保険者支援

保険局国民健康保
武藤敬宏 H26.9.4 

（局）
健康保険課

分）の交付申請等について
険課財政第二係 国民健康保険主管課

長
（部）長

平成26年度国民健康保険（組
保険局国民健康保

福島県民生主管部 保険局国民
｛呆国発0916第1号 H26.9.16 合）災害臨時特例補助金の第2・

険課財政第二係
武藤敬宏 H26.8.5 （局） 健康保険課

四半期における交付について 国民健康保険主管課 長
東日本大震災により被災した国

都道府県民生主管部 保険局国民
民健康保険の被保険者に対する 保険局国民健康保

保国発0929第1号 H26.9.29 
一部負担金の支払いの免除の要 険課企画法令係

大江裕貴 H26.9.29 （局）国民健康保険主 健康保険課

件に関する取扱いについて
管課（部） 長



平成26年度（平成25年度からの
繰越分）高齢者医療帝lj度円滑運
営事業費補助金の第3・四半期 都道府県民生主管部
における交付について（70歳代

保険局国民健康保
（局）国民健康保険主管 保険局国民

保国発0930第1号 H26.9.9 前半の被保険者等の一部負担
険課監理係

大橋史明 H26.9.8 課（部）長 健康保険課
金等の軽減特例措置の段階的 公益社団法人国民健 長
見直しに伴うシステム改修事業 康保険中央会会長
分）（高額療養費見直しに伴うシ
ステム改修事業（国保）分）

都道府県民生主管部
保険局国民

平成26年度国民健康保険料 保険局国民健康保 （局）
保国発1001第1号 H26.10.1 

（税）賦課状況等の調査について 険課財政第二係
武藤敬宏 H26.9.30 

国民健康保険主管課
健康保険課

（部）長
長

国民健康保険組合の規約の変 保険局国民健康保
大阪府福祉部国民健

保険局国民
保国発1007第1号 H26.10.7 更（地区拡張）に係る認可につい 険課国民健康保険 吉田大介 H26.10.2 

康保険課長
健康保険課

て 組合係 長
平成26年度国民健康保険（組

都道府県民生主管部 保険局国民
保国発1028第1号

合）災害臨時特例補助金の交付 保険局国民健康保
磯部真光 H26.10.27 （局）国民健康保険課 健康保険課

申請について【交付申請書作成 険課財政第二係
要領（改訂版）】

（部）長 長

国民健康保険団体連合会が行う
保険局国民健康保

都道府県民生主管部
国民健康保

保国発1031第1号 H26.10.31 収益事業に係る法人税法上の取
険課企画法令係

大江 裕貴 H26.10.29 （局）国民健康保険主
険課長

扱いについて 管課（部）長
『国民健康保険団体連合会Lお

保険局国民健康保
都道府県民生主管部

国民健康保
保国発1031第2号 H26.10.31 ける経理事務についてJ等のー 大江裕貴 H26.10.29 （局）国民健康保険主

部改正について
険課企画法令係

管課（部）長
険課長

平成26年度国民健康保険保険
都道府県民生主管部

保険局国民
保国発1202第1号 H26.l2.2 基盤安定負担金の第3・四半期

保険局国民健康保
武藤敬宏 H26.11.19 

（局）
健康保険課

における交付について
険課財政第二係 国民健康保険主管課

長
（部）長

被保険者資格喪失後の受診l、よ
保険局国民健康保

都道府県民生主管部 保険局国民
保国発1205第1号 H26.12.5 り発生する返還金の保険者間で

険課企画法令係
大江 裕貴 H26.12.4 （局）国民健康保険主 健康保険課

の調整について 管課（部）長 長
国民健康保険関係国庫補助金

保険局国民健康保
都道府県民生主管部 保険局国民

保国発1211第1号 H26.12.10 等に係る事務処理の適正化につ
険課財政第二係

磯部真光 H26.12.5 （局）国民健康保険課 健康保険課
いて（通知） （部）長 長



平成26年度国民健康保険組合
出産育児一時金等補助金（国保 保険局国民健康保 都道府県民生主管部 保険局国民

保国発1211第2号 H26.12.11 組合高額医療費共同事業分）の 険課国民健康保険 吉田大介 H26.12.10 （局）国民健康保険主 健康保険課
第4・四半期における交付につい 組合係 管課（部）長 長

て

国民健康保険団体連合会の予
保険局国民健康保

都道府県民生主管部 厚生労働省

保国発1212第1号 H26.12.12 算及び決算における勘定科目等
険課企画法令係

大江 裕貴 H26.12.11 （局）国民健康保険主 国民健康保
の例の一部改正について 管課（部）長 険課長
平成26年度国民健康保険療養

保険局国民健康保
都道府県民生主管部 保険局国民

保国発1217第1号 H26.12.17 給付費等負担金等の変更申請に
険課財政第一係

j度遺悠樹 H26.12.17 （局）国民健康保険主 健康保険課
ついて（課長通知） 管課（部）長 長
平成26年度特別調整交付金（そ

保険局国民健康保
都道府県民生主管部 保険局国民

保国発1222第1号 H26.12.19 の他特別の事情がある場合）の
険課財政第二係

伊藤政広 H26.12.19 （局）国民健康保険主 健康保険課
交付基準等について 管課（部）長 長

平成26年度国民健康保険基準 保険局国民健康保
都道府県民生主管部 保険局国民

保国発1224第1号 H26.12.24 
給付費基礎調査について 険課指導調査係

鈴木章二 H26.12.24 （局）国民健康保険主 健康保険課
管課（部）長 長

平成26年度国民健康保険組合
保険局国民健康保 都道府県民生主管部 保険局国民

保国発0107第1号 H27.1.7 
出産育児一時金等補助金（出産

険課国民健康保険 吉田大介 H27.1.7 （局）国民健康保険主 健康保険課
育児一時金補助金分）の変更交

組合係 管課（部）長 長
付申請について
平成27年度国民健康保険の保

保険局国民健康保 都道府県民生主管部
保険局国民

保国発0114第1号 H27.1.14 険者等の予算編成に当たっての
険課

白根史貴 H27.1.14 
（局）長

健康保険課
留意事項について（通知） 長
住所地特例対象者であって介護

都道府県民生主管部 保険局国民
保国発0122第1号 H27.1.22 

保険料等の徴収方法が特別徴 保険局国民健康保
大江 裕貴 H27.1.22 （局）国民健康保険主 健康保険課

収から普通徴収へ変更となった 険課企画法令係
管課（部）長 長

者への対応について（依頼）
平成26年度国民健康保険組合 保険局国民健康保 都道府県民生主管部 保険局国民

保国発0130第1号 H27.1.16 出産育児一時金等補助金の第 険課国民健康保険 吉田大介 H27.1.16 （局）国民健康保険主 健康保険課
4・四半期における交付について 組合係 管課（部）長 長
平成26年度国民健康保険組合 保険局国民健康保 新潟県民生主管部 保険局国民

保国発0130第2号 H27.1.30 出産育児一時金等補助金の第 険課国民健康保険 吉田大介 H27.1.16 （局）国民健康保険主 健康保険課
4・四半期における交付について 組合係 管課（部）長 長

都道府県民生主管部
平成26年度国民健康保険団体

保険局国民健康保
（局）国民健康保険主幹 保険局国民

保国発0202第1号 H27.2.2 連合会等補助金の交付額変更
険課監理係

大橋史明 H27.1.30 課（部）長 健康保険課
申請について 公益社団法人国民健 長

康保険中央会会長



平成26年度国民健康保険団体
保険局国民健康保 公益社団法人国民健

保険局国民

保国発0202第2号 H27.2.2 連合会等補助金（東日本大震災
険課監理係

大橋史明 H27.2.2 
康保険中央会会長

健康保険課
対応分）の交付申請について 長
平成26年度国民健康保険療養

保険局国民健康保
都道府県民生主管部 厚生労働省

保国発0203第1号 H27.2.2 給付費等負担金等の変更申請に
険課財政第一係

渡遺悠樹 H27.2.2 （局）国民健康保険主 保険局国民
ついて（補足）（課長通知） 管課（部）長 健康保険長
国民健康保険組合の規約の変 保険局国民健康保

京都府健康福祉部医
保険局面民

保国発0203第2号 H27.2.3 更（地区拡張）に係る認可につい 険課国民健康保険 吉田大介 H27.2.2 
療企画課長

健康保険課
て 組合係 長
平成26年度国民健康保険組合 保険局国民健康保 都道府県民生主管部 保険局国民

保国発0206第1号 H27.2.6 特別調整補助金（保険者機能強 険課国民健康保険 石井和久 H27.2.5 （局）国民健康保険主 健康保険課
化分）の交付基準について 組合係 管課（部）長 長

平成26年度国民健康保険組合
保険局国民健康保 都道府県民生主管部 保険局国民

保国発0206第2号 H27.2.6 
特別調整補助金（その他特別の

険課国民健康保険 石井和久 H27.2.5 （局）国民健康保険主 健康保険課
事情がある場合）の交付基準に

組合係 管課（部）長 長
ついて

平成26年度国民健康保険（組
都道府県民生主管部

保険局国民
保国発0220第1号 H27.2.20 合）災害臨時特例補助金の第4・

保険局国民健康保
武藤敬宏 H26.12.10 

（局）
健康保険課

険課財政第二係 国民健康保険主管課
四半期における交付について

（部）長
長

平成26年度国民健康保険保険
都道府県民生主管部

保険局国民
保国発0223第1号 H27.2.23 基盤安定負担金の第4四半期に

保険局国民健康保
武藤敬宏 H27.1.23 

（局）
健康保険課

おける交付等について
険課財政第二係 国民健康保険主管課

長
（部）長

住所地特例対象者であって介護
保険料等の徴収方法が特別徴

都道府県民生主管部
収から普通徴収へ変更となった 保険局国民健康保 国民健康保

保菌発0226第1号
者等への対応について（平成27 険課企画法令係

大江 裕貴 H27.2.26 （局）国民健康保険主
険課長

年10月開始分の追加対応及び平
管課（部）長

成28年10月開始分）（依頼）
都道府県民生主管部

平成26年度国民健康保険団体
保険局国民健康保

（局）国民健康保険主管 保険局国民
保国発0227第1号 H27.2.20 連合会等補助金の第4・四半期

険課監理係
大橋史明 H27.2.16 課（部）長 健康保険課

における交付について 公益社団法人国民健 長
康保険中央会会長

平成26年度国民健康保険療養

保国発0313第1号 H27.3.13 
給付費等負担金等の平成27年 保険局国民健康保

渡遺悠樹 H27.3.13 
都道府県国民健康保 国民健康保

3月における交付について（課長 険課財政第一係 険主管課（部）長 険課長
通知）



都道府県及び市町村の国民健康
保険局国民

保国発0313第2号 H27.3.13 
保険担当職員を対象とした研修 保険局国民健康保

伊藤寛人 H27.3.13 
都道府県、地方厚生

健康保険課
開催に係る受講者の推薦につい 険課指導調査係 （支）局
て

長

平成26年度国民健康保険団体
保険局国民

連合会等補助金（東日本大震災 保険局国民健康保 公益社団法人国民健
保国発0313第3号 H27.2.20 

対応分）の第4・四半期における 険課監理係
大橋史明 H27.2.16 

康保険中央会会長
健康保険課

交付について
長

「保険者協議会についてJ(通知） 保険局国民健康保 都道府県民生主管部
厚生労働省

保国発0326第1号 H27.3.26 
を定める件について 険課企画法令係

大江裕貴 H27.3.24 
（局）長

国民健康保
険課長

保国発0326第2号 H27.3.26 
平成27年度概算療養給付費等 保険局国民健康保

神谷政美 H27.3.24 
社会保険診療報酬支 保険局国民

拠出金の算定について 険課調整係 払基金理事長 健康保険課
平成26年度国民健康保険財政
調整交付金、国民健康保険後期

都道府県民生主管部
高齢者医療費支援金財政調整 保険局国民健康保 国民健康保

保国発0331第1号 H27.3.30 
交付金及び国民健康保険介護納 険課財政第二係

武藤敬宏 H27.3.10 （局）国民健康保険主
険課長

付金財政調整交付金の第4四半
管課（部）長

期における交付について
難病の患者九対する医療等l、関 都道府県民生主管部

保園発0331第2号 H27.3.31 
する法律における食事（生活）療 保険局国民健康保

川村亮太 H27.3.30 
（局） 国民健康保

養に係る 険課企画法令係 国民健康保険主管課 険課長
患者負担額の取扱いについて （部）長

後発医薬品の使用促進について 保険局国民健康保
都道府県民生主管部 保険局国民

保国発0331第3号 H27.3.31 
（伺い） 険課企画法令係

大江 裕貴 H27.3.30 （局）国民健康保険主 健康保険課
管課（部）長 長




