
国民健康保険 認定申請書

被保険者証記号番号

住　　所 板野郡板野町

氏　　名       印 生年月日 男 ・ 女

氏　　名 生年月日 男 ・ 女

個人番号 電話番号

世帯主（組合員）との続柄 届 出 人

長期入院

名　 称

所在地

名　 称

所在地

名　 称

所在地

名　 称

所在地

名　 称

所在地

　下記に掲げる当該認定を受けようとする者の属する世帯の世帯主（組合員）

市区町村長が 及びその世帯に属する被保険者に＿＿年度の市（区）町村民税が課されない

ことを証明する。

証明する欄

板野町長

備考　　「市区町村長が証明する欄」は、保険者が市区町村であって、当該事実を公簿等によって確認する

　 ことができるときは、省略できる。

入院をした保険医療機関等

　　　　　年　　　月　　　日から

　　　　　年　　　月　　　日まで

　　　　　年　　　月　　　日から

　　　　　年　　　月　　　日まで

申請日の前１年間の入院期間（日数）

申請日の前１年間の入院期間（日数）

　　　　　年　　　月　　　日まで

　　　　　年　　　月　　　日から

　　　　　年　　　月　　　日まで

申請日の前１年間の入院期間（日数）

入院をした保険医療機関等

日　間

入院をした保険医療機関等

　　　　　年　　　月　　　日から

③

④

　　　　　年　　　月　　　日から

　　　　　年　　　月　　　日まで

入院をした保険医療機関等

入院をした保険医療機関等

①

②

申請日の前１年間の入院期間（日数）

昭・平・令　　  年　　  月　　  日

昭・平・令　　  年　　  月　　  日

申請日の前１年間の入院期間（日数）

世　帯　主

（組合員）

減額対象者

   令和　　　年　　　月　　　日

（一般・退職）

⑤

日　間

日　間

日　間

　　　　板野　-　

該当・非該当

限度額適用
標準負担額減額

限度額適用・標準負担額減額



介護保険　適用除外 　届

記号 番号

住所

氏名

上記のとおり届出します。

平成　　　年　　　月　　　　日

　住所

　氏名 印

　電話番号

板野町長　　殿

名称

　　昭和・平成　　　　　年　　　　月　　　　日

世帯主

（届出人）

介護保険法施行法第１１条第１項の
規定の適用を受けるに至った（適用
を受けなくなった）年月日

入所又は入院中の
（入所又は入院して
いた）施設

所在地

該当

区
分

処　　理

非該当 電算入力

・ 受付

（国民健康保険法施行規則第５条の４）

被保険者証記号番号 板野

該当被保険者

生年月日 　　昭和・平成　　　　　年　　　　月　　　　日

該当

非該当

該当

非該当



（一般・退職）

国民健康保険 長期該当認定申請書

被保険者証記号番号

住　　所 板野郡板野町

氏　　名 生年月日 男 ・ 女

氏　　名 生年月日 男 ・ 女

世帯主（組合員）との続柄

長期該当日

名　 称

所在地

名　 称

所在地

名　 称

所在地

名　 称

所在地

名　 称

所在地

平成　　　年　　　月　　　日

　下記に掲げる当該認定を受けようとする者の属する世帯の世帯主（組合員）

市区町村長が 及びその世帯に属する被保険者に＿＿年度の市（区）町村民税が課されない

ことを証明する。

証明する欄

板野町長　　中　島　　勝　　

備考　　「市区町村長が証明する欄」は、保険者が市区町村であって、当該事実を公簿等によって確認する

　 ことができるときは、省略できる。

　　平成　　　年　　　月　　　日まで

　　平成　　　年　　　月　　　日から

　　　　板野　-　

日　間

昭・平　　年　　月　　日

昭・平　　年　　月　　日

   平成　　　年　　　月　　　日

日　間

日　間

日　間

　　平成　　　年　　　月　　　日から

入院をした保険医療機関等

申請日の前１年間の入院期間（日数）

世　帯　主

（組合員）

減額対象者

　　平成　　　年　　　月　　　日まで

申請日の前１年間の入院期間（日数）

入院をした保険医療機関等

①

②

申請日の前１年間の入院期間（日数）

③

④

入院をした保険医療機関等

申請日の前１年間の入院期間（日数）

⑤

入院をした保険医療機関等

申請日の前１年間の入院期間（日数）

　　平成　　　年　　　月　　　日まで

　　平成　　　年　　　月　　　日まで

　　平成　　　年　　　月　　　日まで

　　平成　　　年　　　月　　　日から

入院をした保険医療機関等

　　平成　　　年　　　月　　　日から

　　平成　　　年　　　月　　　日から

標準負担額減額
限度額適用・標準負担額減額



被保険者証記号番号

住　　所 板野郡板野町

氏　　名 生年月日 男 ・ 女

氏　　名 生年月日 男 ・ 女

世帯主（組合員）との続柄

長期入院

名　 称

所在地

名　 称

所在地

名　 称

所在地

名　 称

所在地

名　 称

所在地

平成　　　年　　　月　　　日

　下記に掲げる当該認定を受けようとする者の属する世帯の世帯主（組合

市区町村長が 員）及びその世帯に属する被保険者に＿＿年度の市（区）町村民税が課さ

れないことを証明する。

証明する欄

板野町長　　中　島　　勝　　

備考　　「市区町村長が証明する欄」は、保険者が市区町村であって、当該事実を公簿等によって確認する

　 ことができるときは、省略できる。

国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請書

　　　　板野　-　

該当・非該当

世　帯　主

（組合員）

減額対象者

申請日の前５年間の入院期間（日数）

入院をした保険医療機関等

申請日の前４年間の入院期間（日数）

入院をした保険医療機関等

　　平成　　　年　　　月　　　日から

　　平成　　　年　　　月　　　日まで

③

④

　　平成　　　年　　　月　　　日から

　　平成　　　年　　　月　　　日まで

　　平成　　　年　　　月　　　日から

　　平成　　　年　　　月　　　日まで

申請日の前１年間の入院期間（日数）

申請日の前３年間の入院期間（日数）
　　平成　　　年　　　月　　　日から

　　平成　　　年　　　月　　　日まで

⑤

   平成　　　年　　　月　　　日

入院をした保険医療機関等

申請日の前２年間の入院期間（日数）

入院をした保険医療機関等

①

②

入院をした保険医療機関等

　　平成　　　年　　　月　　　日から

　　平成　　　年　　　月　　　日まで



板野 申請日　　平成　　　年　　　月　　　日

住 所 徳島県板野郡板野町 TEL　６７２-

氏 名 生年月日 　　　 年　　　月　　　　日 男　・　女

氏 名 生年月日 年　　　月　　　　日 男　・　女

交付年月日 平成　　　年　　　月　　　日

交付年月日 平成　　　年　　　月　　　日

　　平成　　　年　　　月　　　日から （　　　　日間）

　　平成　　　年　　　月　　　日から （内　長期該当　　　日間）

標準負担額 （780円/日）　　　　　　　　　　　円（　　　　日間）

減額後標準負担額 （650円/日）　　　　　　　　　　　円（　　　　日間）

　※　入院期間の欄は、差額支給の対象である期間を記載すること。

　※　差額支給振込口座　〔金融機関〕　　　　　　　〔支店名〕　　　　　　　〔　普通　当座　〕　〔番号〕

　　　　　　　　　　　　　　　　〔名義人フリガナ〕

　※　差額支給額　　一般→減額（\780-\650=\130）/日　＋　一般→長期（\780-\500=\230）/日

　　　　　　　　　　　￥　　　　　　　（\130×　　日）　＋　￥　　　　　　　（\280×　　日）　＝　￥

　※　差額支給額　　減額→長期（\650-\500＝\150）/日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥　　　　　　　　　　　　（\150×　　　日）

※　

判定

被保険者証記号番号

世帯主との続柄

長期該当年月日

平成　　　年　　　月　　　日

平成　　　年　　　月　　　日

食事療養を受けた保健医療機関等

世　帯　主

減額対象者

国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書

入院期間（日数：差額対象期間）

名称

所在地

減額認定証の交付

を受けている者

発行年月日

非課税世帯につき上記決定額を支給　・課税世帯につき支給不可

入院期間に受けた食事療養に対し

支払った額、食事療養を受けた日数

減額認定証の交付申請又は提出ができなかった理由

差額支給決定額 　　　　　　　　　　　円

担
当
者



板野 申請日　　平成　　　年　　　月　　　日

住 所 徳島県板野郡板野町 TEL　６７２-

氏 名 生年月日 　　　 年　　　月　　　　日 男　・　女

氏 名 生年月日 年　　　月　　　　日 男　・　女

交付年月日 平成　　　年　　　月　　　日

交付年月日 平成　　　年　　　月　　　日

　　平成　　　年　　　月　　　日から （　　　　日間）

　　平成　　　年　　　月　　　日から （内　長期該当　　　日間）

標準負担額 （260円/食）　　　　　　　　　　　円（　　　　食分）

減額後標準負担額 （210円/食）　　　　　　　　　　　円（　　　　食分）

　※　入院期間の欄は、差額支給の対象である期間を記載すること。

　※　差額支給振込口座　〔金融機関〕　　　　　　　〔支店名〕　　　　　　　〔　普通　当座　〕　〔番号〕

　　　　　　　　　　　　　　　　〔名義人フリガナ〕

　※　差額支給額　　一般→減額（\260-\210=\50）/食　＋　一般→長期（\260-\160=\100）/食

　　　　　　　　　　　￥　　　　　　　（\50×　　食）　＋　￥　　　　　　　（\100×　　食）　＝　￥

　※　差額支給額　　減額→長期（\210-\160＝\50）/食

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥　　　　　　　　　　　　（\50×　　　食）

※　

判定 非課税世帯につき上記決定額を支給　・課税世帯につき支給不可

入院期間に受けた食事療養に対し

支払った額、食事療養を受けた日数

減額認定証の交付申請又は提出ができなかった理由

差額支給決定額 　　　　　　　　　　　円

食事療養を受けた保健医療機関等

国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書

入院期間（日数：差額対象期間）

名称

所在地

減額認定証の交付

を受けている者

世　帯　主

減額対象者

被保険者証記号番号

世帯主との続柄

長期該当年月日

平成　　　年　　　月　　　日

平成　　　年　　　月　　　日

発行年月日

担
当
者


