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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）第百四十六条の規定に基づき、地方公務員等
共済組合法施行規程の一部を改正する命令を次のように定める。
平成三十年六月二十九日

地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令

総理府
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地方公務員等共済組合法施行規程（昭和三十七年文部省令第一号）の一部を次のように改正する。
自治省

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の
傍線を付した部分のように改める。
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改 正 後

［第一章・第二章 同上］

目次
第三章

［第一章・第二章 略］

目次
第三章 組合員等（第九十条―第百条の七）
附則

［第四章～第六章

同上］

改

正 前

組合員等（第九十条―第百条の六）

［第四章～第六章 略］

（離婚時みなし被保険者期間を有する者の届出等）

附則
（離婚時みなし被保険者期間を有する者の届出等）

第九十一条の二 ［同上］

死亡届書を組合に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該組合員たる離婚時みな

時みなし被保険者期間を有する者であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した

は、この限りでない。

し被保険者期間を有する者であつた者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるとき

死亡届書を組合に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該組合員たる離婚時みな

時みなし被保険者期間を有する者であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した

組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者が死亡した場合には、当該組合員たる離婚 ２ 組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者が死亡した場合には、当該組合員たる離婚

第九十一条の二 ［略］
２

し被保険者期間を有する者であつた者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるとき

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

一 組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者であつた者の氏名、生年月日、住所及び

は、この限りでない。
組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者であつた者の氏名、生年月日、住所及び

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。）又は基礎年

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

一

金番号

第百二条 ［同上］

（支払未済の給付）

［３ 同上］

［二・三 同上］

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
略］

人番号」という。）又は基礎年金番号
［二・三
［３ 略］
（支払未済の給付）

号及び第二号に掲げる書類については、組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該

（令第二十三条の三第二項の規定の適用を受けるための申請等）

［３ 同上］

［一～五 同上］

前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、第一 ２ 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を添えなければならない。

第百二条 ［略］
２

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、当該書類の添付を省略することができ
る。
［一～五 略］
（令第二十三条の三第二項の規定の適用を受けるための申請等）

［３ 略］

十一号の二による基準収入額適用申請書にその事実を証明する証拠書類を添えて、組合に提出

令第二十三条の三第二項の規定の適用を受けようとする組合員は、別紙様式第二 第百四条の二 令第二十三条の三第二項の規定の適用を受けようとする組合員は、別紙様式第二

十一号の二による基準収入額適用申請書にその事実を証明する証拠書類を添えて、組合に提出

第百四条の二

しなければならない。

（食事療養標準負担額の減額に関する特例）

［２ 同上］

しなければならない。ただし、組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証拠書類
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、当該証拠書類の添付を
省略することができる。
［２ 略］
（食事療養標準負担額の減額に関する特例）
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第百六条の五 ［略］
［２ 同上］

第百六条の五 ［同上］

関する事実を証明する書類を添付しなければならない。ただし、組合が番号利用法第二十二条

第百十条の四 ［同上］

（月間の高額療養費の決定の請求等）

関する事実を証明する書類を添付しなければならない。

前項の請求書には当該支払つた食事療養標準負担額及び食事療養標準負担額の減額の認定に ３ 前項の請求書には当該支払つた食事療養標準負担額及び食事療養標準負担額の減額の認定に

［２ 略］
３
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。
（月間の高額療養費の決定の請求等）

（特定疾病給付対象療養に係る組合の認定）

［３ 同上］

［一・二 同上］

前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、第二号に掲げる書類 ２ 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

第百十条の四 ［略］
２
については、組合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、当該書類の添付を省略することができる。
［一・二 略］
［３ 略］
（特定疾病給付対象療養に係る組合の認定）

第二十三条の三の四第一項第五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

認定を受けようとする者（その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員）が令

第百十条の四の二 ［同上］

第二十三条の三の四第一項第五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

認定を受けようとする者（その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員）が令 ２

第百十条の四の二 ［略］
２

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。

第百十条の六 ［同上］

（限度額適用・標準負担額減額の認定）

［３～７ 同上］

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、組合が番号
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］
（限度額適用・標準負担額減額の認定）

三号若しくは第四号、第四項第三号若しくは第四号若しくは第五項第三号のいずれかに掲げる

する書類を添付しなければならない。

区分に該当することを証明する書類又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当することを証明

三号若しくは第四号、第四項第三号若しくは第四号若しくは第五項第三号のいずれかに掲げる

前項の書類には、認定を受けようとする者が令第二十三条の三の四第一項第五号、第三項第 ２ 前項の書類には、認定を受けようとする者が令第二十三条の三の四第一項第五号、第三項第

第百十条の六 ［略］
２

区分に該当することを証明する書類又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当することを証明

第百十条の七 ［同上］

（高額介護合算療養費の決定の請求等）

［３～７ 同上］

する書類を添付しなければならない。ただし、組合が番号利用法第二十二条第一項の規定によ

略］

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］

（高額介護合算療養費の決定の請求等）

該証明書を除く。）をそれぞれ添付しなければならない。ただし、組合が番号利用法第二十二

証明書（同項第三号に掲げる額に関する証明書について、組合が不要と認める場合における当

明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。

該証明書を除く。）をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証

証明書（同項第三号に掲げる額に関する証明書について、組合が不要と認める場合における当

前項の申請書には、令第二十三条の三の六第一項第二号から第七号までに掲げる額に関する ２ 前項の申請書には、令第二十三条の三の六第一項第二号から第七号までに掲げる額に関する

第百十条の七
２

条第一項の規定により当該証明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 き及び記 載すべき額 が零である 証明書に ついて、前項の申請書にその旨を記載したとき
は、当該証明書の添付を省略することができる。
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らない。

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

３ 申請者が、令第二十三条の三の七第一項第五号又は第二項第三号若しくは第四号のいずれか ３ 申請者が、令第二十三条の三の七第一項第五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

（埋葬料及び家族埋葬料）

［４～６ 同上］

らない。ただし、組合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］
（埋葬料及び家族埋葬料）
とする者は、次に掲げる事項を記載した埋葬料請求書又は家族埋葬料請求書に市町村長の埋葬

許可証又は火葬許可証の写し（法第六十五条第二項の規定により埋葬料の支給を受けようとす

とする者は、次に掲げる事項を記載した埋葬料請求書又は家族埋葬料請求書に市町村長の埋葬

法第六十五条又は第六十六条の規定により埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けよう 第百十二条 法第六十五条又は第六十六条の規定により埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けよう

許可証又は火葬許可証の写し（法第六十五条第二項の規定により埋葬料の支給を受けようとす

に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、死亡の事実を証明す

る者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類）を添えて、組合

第百十二条

る者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類）を添えて、組合

（傷病手当金）

［一～七 同上］

る書類をもつて埋葬許可証又は火葬許可証の写しにかえることができる。

に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、死亡の事実を証明す
る書類又は法第百四十四条の三十三第一項第二号の規定に基づき組合の委託を受けて地方公務
員等共済組合法施行規則（昭和三十七年自治省令第二十号）第二条の十第二項に掲げる事務を
行う社会保険診療報酬支払基金が、地方公共団体情報システム機構から住民基本台帳法（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（以下「機構保存本
人確認情報」という。）の提供を受けることができるときは、当該機構保存本人確認情報をも
［一～七 略］

つて、埋葬許可証又は火葬許可証の写しにかえることができる。
（傷病手当金）

［一～十二 同上］

項を記載した傷病手当金請求書を組合に提出しなければならない。

法第六十八条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 第百十三条 法第六十八条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

項を記載した傷病手当金請求書にその事実を証明する書類を添えて、組合に提出しなければな

第百十三条

らない。ただし、第六号に掲げる事実を証明する書類については、組合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、当該書類の添付を省略することができる。
［一～十二 略］

（退職年金の決定の請求）

［２ 同上］

［２ 同上］

第百二十八条 ［同上］

（退職年金の決定の請求）

［２ 略］
第百二十八条 ［略］

うものとする。この場合において、これらの事項（前項の規定により提出された書類により確

存本人確認情報の提供を受け、第一項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行

な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項（前項の規定により

下「機構保存本人確認情報」という。）の提供を受け、第一項第一号に掲げる事項その他必要

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（以

組合は、第一項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保 ３ 組合は、第一項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から住民基

［２ 略］
３

認できる事項を除く。）について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その請求

提出された書類により確認できる事項を除く。）について確認を行うことができなかつた場合

（ 三歳に 満たない 子を養 育する組 合員等の 給付算定 基礎額 の計算の 特例を受 ける場合 の申出

［４ 同上］

とができる。

には、組合は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めるこ

者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

［４ 略］
（三 歳に満たな い子を養育 する組合員 等の給付 算定基礎額の計算の特例を受ける場合の申出

-5-

等）
第百三十一条

等）

［２・３ 同上］

［五・六 同上］

定する事由が生じた場合にあつては、当該事由が生じた年月日

四 地方公務員等共済組合法施行規則（昭和三十七年自治省令第二十号）第二条の六の四に規

［一～三 同上］

ることによつて行うものとする。

法第七十九条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出す 第百三十一条 法第七十九条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出す

ることによつて行うものとする。
略］

地方公務 員等共済組 合法施行 規則第二条 の六の四に規定する事由が生じた場合にあつて

［一～三
四
は、当該事由が生じた年月日
［五・六 略］
［２・３ 略］

備考 表中の [ の]記載は注記である。
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附

則

この命令は、平成三十年七月二日から施行する。
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