
 

新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則による様式規程 

平成２１年３月２６日 

訓令第１号 

新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則（平成２０年新潟県後期高

齢者医療広域連合規則第１号）第３６条の規定に基づき、後期高齢者医療に関する申請書、

証明書その他の書類の様式を、別表のとおり定める。 

附 則 

１ この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 改正前の新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則に定める様式に

よる用紙については、その用紙の残存するものについては、これを適宜修正して使用す

ることができる。 

附 則（平成２１年６月３０日訓令第２号） 

この規程は、平成２１年６月３０日から施行し、改正後の新潟県後期高齢者医療広域連

合後期高齢者医療に関する規則による様式規程は同年６月１６日（様式第５７号は、同年

５月１８日）から適用する。 

附 則（平成２１年６月３０日訓令第３号） 

この規程は、平成２１年７月１日から施行する。 

附 則（平成２１年１０月７日訓令第４号） 

この規程は、平成２１年１０月７日から施行する。 

附 則（平成２１年１２月１０日訓令第５号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２２年２月８日訓令第６号） 

この規程は、平成２２年２月８日から施行する。 

附 則（平成２２年４月１５日訓令第３号） 

この規程は、平成２２年４月１５日から施行する。 

附 則（平成２２年５月２６日訓令第４号） 

この規程は、平成２２年５月２６日から施行する。 

附 則（平成２２年６月４日訓令第５号） 

この規程は、平成２２年６月４日から施行する。 

附 則（平成２２年６月１８日訓令第６号） 

この規程は、平成２２年６月１８日から施行する。 

附 則（平成２２年１２月１日訓令第８号） 

この規程は、平成２２年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月２２日訓令第１号） 

この規程は、平成２３年３月２２日から施行する。 

附 則（平成２４年３月５日訓令第１号） 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年９月１日訓令第１号） 

この規程は、平成２５年９月１日から施行する。 

 



 

附 則（平成２６年４月１日訓令第１号） 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年５月２２日訓令第２号） 

この規程は、平成２６年８月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月１９日訓令第１号） 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月１６日訓令第２号） 

この規程は、平成２８年１月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２８日訓令第１号） 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２８年４月２２日訓令第２号） 

この規程は、平成２８年５月１日から施行する。 

  附 則（平成２８年７月８日訓令第３号） 

この規程は、平成２８年８月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月３１日訓令第１号） 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年８月２８日訓令第２号） 

この規程は、平成２９年９月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２７日訓令第１号） 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２７日訓令第１号） 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年７月３１日訓令第２号） 

この規程は、平成３０年８月１日から施行する。 

附 則（平成３０年１２月２８日訓令第３号） 

この規程は、公布の日から施行し、改正後の新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療に関する規則による様式規程の規定は、平成３０年８月１日から適用する。 

附 則（平成３１年３月２８日訓令第１号） 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月３１日訓令第１号） 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

 

別表 

様式の名称 規則事項 様式番号 

高齢者の医療の確保に関する法律第９９条第２項の被扶養者で

あった被保険者に該当する旨の証明書交付申請書 

第１条の２第１項 様式第１号 

高齢者の医療の確保に関する法律第９９条第２項の被扶養者で

あった被保険者に該当する旨の証明書 

第１条の２第２項 様式第２号 

後期高齢者医療障害認定申請書 第２条第１項 様式第３号 



 

後期高齢者医療障害認定申請却下通知書 第２条第２項 様式第４号 

後期高齢者医療被保険者資格に係る届書 第３条 様式第５号 

高齢者の医療の確保に関する法律第 55 条・第 55 条の 2(病院等

に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)該当・非該当届書 

第４条 様式第６号 

後期高齢者医療被保険者証の返還を求める通知書 第５条 様式第７号 

後期高齢者医療特別の事情(発生)届書 第６条 様式第８号 

後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書 第７条 様式第９号 

後期高齢者医療認定証明書交付申請書 第９条第１項 様式第１０号 

後期高齢者医療負担区分等証明書交付申請書 第１０条第１項 様式第１１号 

後期高齢者医療負担区分等証明書 第１０条第２項 様式第１２号 

後期高齢者医療基準収入額適用申請書 第１１条第１項 様式第１３号 

後期高齢者医療（基準収入額適用、一部負担金減額・免除・徴収

猶予、食事療養標準負担額差額、生活療養標準負担額差額、療

養費、特別療養費、移送費、特定疾病の認定、限度額適用・標準

負担額減額の認定、限度額適用の認定、高額療養費、葬祭費）

不支給、不承認決定通知書 

第１１条第２項 様式第１４号 

後期高齢者医療一部負担金減額(免除、徴収猶予)申請書 第１２条第１項 様式第１５号 

後期高齢者医療一部負担金減額証明書 第１２条第２項 様式第１６号 

後期高齢者医療一部負担金減額免除証明書 第１２条第２項 様式第１７号 

後期高齢者医療一部負担金減額徴収猶予証明書 第１２条第２項 様式第１８号 

後期高齢者医療食事療養標準負担額差額支給申請書 第１３条第１項 様式第１９号 

後期高齢者医療食事療養標準負担額差額支給決定通知書 第１３条第２項 様式第２０号 

後期高齢者医療食事療養標準負担額差額支給決定通知書 第１３条第２項 様式第２０号-２ 

後期高齢者医療生活療養標準負担額差額支給申請書 第１４条第１項 様式第２１号 

後期高齢者医療生活療養標準負担額差額支給決定通知書 第１４条第２項 様式第２２号 

後期高齢者医療第三者の行為による被害届 第１５条 様式第２３号 

後期高齢者医療療養費支給申請書 第１６条第１項 様式第２４号 

後期高齢者医療診療内容明細書 第１６条第２項 様式第２５号 

後期高齢者医療領収明細書 第１６条第２項 様式第２６号 

後期高齢者医療療養費支給決定通知書 第１６条第３項 様式第２７号 

後期高齢者医療療養費支給決定通知書 第１６条第３項 様式第２７号-２ 

後期高齢者医療療養費支給決定通知書 第１６条第３項 様式第２７号-３ 

後期高齢者医療特別療養費支給申請書 第１７条第１項 様式第２８号 

後期高齢者医療特別療養費支給決定通知書 第１７条第２項 様式第２９号 

後期高齢者医療移送費支給申請書 第１８条第１項 様式第３０号 

後期高齢者医療移送費支給決定通知書 第１８条第２項 様式第３１号 

後期高齢者医療移送費支給決定通知書 第１８条第２項 様式第３１号-２ 

後期高齢者医療特定疾病認定申請書 第１９条第１項 様式第３２号 

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書 第２０条第１項 様式第３３号 



 

後期高齢者医療限度額適用認定申請書 第２２条の２第１項 様式第３３号-２ 

後期高齢者医療高額療養費支給申請書 第２３条第１項 様式第３４号 

後期高齢者医療高額療養費支給決定通知書 第２３条第２項 様式第３５号 

後期高齢者医療高額療養費支給決定通知書 第２３条第２項 様式第３５号-２ 

後期高齢者医療高額療養費支給決定明細書 第２３条第２項 様式第３６号 

後期高齢者医療葬祭費支給申請書 第２４条第１項 様式第３７号 

後期高齢者医療葬祭費支給決定通知書 第２４条第２項 様式第３８号 

後期高齢者医療葬祭費支給決定通知書 第２４条第２項 様式第３８号-２ 

後期高齢者医療給付の一時差止通知書 第２５条 様式第３９号 

後期高齢者医療給付一時差止解除通知書 第２６条 様式第４０号 

後期高齢者医療給付の一時差止に係る後期高齢者医療給付か

らの滞納額控除通知書 

第２７条 様式第４１号 

後期高齢者医療保険料額決定通知書 第２８条第１項 様式第４２号 

後期高齢者医療仮徴収額決定通知書 第２８条第２項 様式第４３号 

後期高齢者医療仮徴収額変更決定通知書 第２８条第３項 様式第４４号 

後期高齢者医療暫定保険料額決定通知書 第２８条第４項 様式第４５号 

後期高齢者医療保険料額変更決定通知書 第２８条第５項 様式第４６号 

後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書 第２９条第１項 様式第４７号 

後期高齢者医療保険料徴収猶予決定通知書 第２９条第２項 様式第４８号 

後期高齢者医療保険料徴収猶予却下通知書 第２９条第２項 様式第４９号 

後期高齢者医療保険料徴収猶予取消通知書 第２９条第３項 様式第５０号 

後期高齢者医療保険料徴収猶予理由消滅申告書 第２９条第４項 様式第５１号 

後期高齢者医療保険料減免申請書 第３０条第１項 様式第５２号 

後期高齢者医療保険料減免決定通知書 第３０条第２項 様式第５３号 

後期高齢者医療保険料減免却下通知書 第３０条第２項 様式第５４号 

後期高齢者医療保険料減免取消通知書 第３０条第３項 様式第５５号 

後期高齢者医療保険料減免理由消滅申告書 第３０条第４項 様式第５６号 

後期高齢者医療の賦課資料について 第３１条 様式第５７号 

後期高齢者医療簡易申告書 第３２条 様式第５８号 

後期高齢者医療保険料修正申出書 第３３条第１項 様式第５９号 

後期高齢者医療保険料修正決定通知書 第３３条第２項 様式第６０号 

高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書 

交付申請書 
第２３条の３第１項 様式第６１号 

高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書 

交付申請書 
第２３条の３第１項 様式第６１号-２ 

後期高齢者医療高額介護合算療養費等支給決定通知書 第２３条の３第２項 様式第６２号 

後期高齢者医療高額介護合算療養費等支給決定通知書 第２３条の３第２項 様式第６２号-２ 

高額介護合算療養費等支給決定通知書 第２３条の３第２項 様式第６３号 

後期高齢者医療自己負担額証明書 第２３条の３第３項 様式第６４号 



 

後期高齢者医療保険料減免変更決定通知書 第３０条第５項 様式第６５号 

後期高齢者医療高額療養費（外来年間合算）支給申請書兼自己

負担額証明書交付申請書 

第２３条の２第１項 様式第６６号 

後期高齢者医療高額療養費（外来年間合算）支給決定通知書 第２３条の２第２項 様式第６７号 

後期高齢者医療高額療養費（外来年間合算）支給決定通知書 第２３条の２第２項 様式第６７号-２ 

後期高齢者医療高額療養費（外来年間合算）不支給決定通知書 第２３条の２第２項 様式第６８号 

後期高齢者医療高額療養費（外来年間合算）自己負担額証明書 第２３条の２第３項 様式第６９号 

様式 （省略） 


