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葬祭費及び高額療養費にかかる支給申請書内容点検等業務仕様書 

 

１ 業務の目的 

兵庫県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）に被保険者等から提出され

た葬祭費及び高額療養費にかかる支給申請書の内容の点検等を行うことにより、適正な保

険給付を図るものである。 

 

２ 委託期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

 

３ 履行場所 

兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目９番１－１２０１号（センタープラザ１２階） 

兵庫県後期高齢者医療広域連合事務所 他 

 

４ 業務内容 

以下の（１）及び（２）のとおりとする。 

なお、業務の詳細なスケジュールについては別紙１「年間スケジュール表」のとおりとす

るが、変更が生じる場合は処理月の前月１０日までに広域連合から受託者に通知する。 

（１）葬祭費支給申請書にかかる内容点検等 

ア 葬祭費支給申請書の内容点検 

① 広域連合は、毎月概ね１１日頃に以下の(a)から(c)の書類及び(d)の PDF ファイル

及び CSVファイルが格納されたハードディスク等のデータ保存媒体（以下「ハードデ

ィスク等」という。）を受託者に引き渡す。 

(a) 葬祭費支給申請書受付確認票（別紙２「様式」の①）・・・毎月１枚 

(b) 葬祭費支給申請書（別紙２「様式」の②）・・・毎月３，０００～４，５００枚

程度。保険者番号ごとに括束されており、被保険者番号順にソートされているが、

保険者番号によっては２～４束程度に分冊されているものもある。 

(c) 葬祭費支給申請書の添付書類・・・葬祭費支給申請書１枚につき１～２枚が添

付されている。 

(d) 葬祭費支給申請書入力内容一覧（別紙２「様式」の③及び別紙３「ファイルレ

イアウト」） 

② 受託者は、上記①で引き渡された葬祭費支給申請書及び添付書類について、葬祭費

支給申請書の内容自体に齟齬がないか、葬祭費支給申請書と添付書類の内容に整合性

はあるか、必要な書類が添付されているか等を点検し、必要があれば申請書に補記す

る。詳細な点検項目は、別紙４「葬祭費確認概要」及び別紙５「葬祭費確認項目」の

とおり。 

③ 受託者は、上記の②の点検の結果、葬祭費支給申請書及び添付書類に不備が認めら

れた場合、その葬祭費支給申請書及び添付書類を「不備のあった申請書類」として別
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束に束ね、保険者番号順、次に被保険者番号順にソートしておく。 

 

イ 葬祭費支給申請書と入力内容一覧の突合 

① 受託者は、上記アの点検を終えた後、不備の無かった葬祭費支給申請書及び不備の

あった葬祭費支給申請書の両方について、上記アの①で広域連合が提供した葬祭費支

給申請書入力内容一覧と突合し、以下の項目の内容が一致しているかを確認する。 

また、葬祭費支給申請書はあるが葬祭費支給申請書入力内容一覧に記載がないもの

又は葬祭費支給申請書はないが葬祭費支給申請書入力内容一覧に記載されているも

のがないかも確認する。 

（突合項目一覧） 

葬祭費支給申請書 葬祭費支給申請書入力内容一覧 

「振込先」欄の金融機関名 金融機関名 

「振込先」欄の本店・支店・出張所名 支店名 

「振込先」欄の支店名等の下部の左から

１～４ケタの数字 
金融機関コード 

「振込先」欄の支店名等の下部の左から

５～７ケタの数字 
店舗コード 

「預金種別」欄 種別 

「口座番号等」欄 口座番号 

「口座名義人（カタカナ）」欄 口座名義人（カナ） 

「申請者」欄の「住所」 申請者住所（漢字） 

「申請者」欄の「氏名」 申請者氏名（漢字） 

② 突合の結果、別紙２「様式」の④のとおり葬祭費突合結果不一致リストを作成する。 

不一致があったものについてはエラー箇所欄に該当箇所、エラー内容欄にデータと申

請書の内容を記載する。また、葬祭費支給申請書はあるが葬祭費支給申請書入力内容

一覧に記載がないもの又は葬祭費支給申請書はないが葬祭費支給申請書入力内容一

覧に記載されているものについては、エラー箇所欄に「アンマッチ」と記載し、デー

タ・申請書の有無をそれぞれ記載する。 

 

ウ 葬祭費支給申請書等の返却 

受託者は、上記アの①で引き渡しを受けた日から概ね６営業日後までに、葬祭費支給

申請書及び葬祭費支給申請書の添付書類、葬祭費支給申請書入力内容一覧が格納された

ハードディスク等を広域連合に返却する。 

返却の際、上記アの③で「不備のあった書類」として別に束ねた葬祭費支給申請書の

枚数を数えたうえで別紙２「様式」の①のとおり葬祭費支給申請書受付確認票を作成し、

これを添付すること。あわせて、上記イの②で作成した葬祭費突合結果不一致リストも

同時に提出すること。 
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なお、広域連合に葬祭費支給申請書等を返却する際、上記アの③で「不備のあった書

類」として別束に束ねたもの以外は、保険者番号別に括束、被保険者番号昇順でソート

されていなくてはならない。広域連合からの引き渡し時に分冊されていたものも、保険

者番号ごとで１束とした上で被保険者番号昇順でソートすること。 

 

エ データ修正入力 

① 広域連合は、受託者から提出された葬祭費突合点検結果不一致リストの内容を確認

し、データの修正入力の指示事項を同リストの「広域連合確認欄」に記入する（毎月

５０～１００件程度）。 

② 受託者は、葬祭費支給申請書を広域連合に返却した日から概ね２営業日後から２営

業日の間に、広域連合の事務所内に設置された端末２台を使用して、上記①の葬祭費

突合点検結果不一致リストの「広域連合確認欄」の指示事項に基づき、兵庫県後期高

齢者医療標準システム（以下「標準システム」という。）に入力されたデータの修正入

力を行う。 

データ修正入力については、広域連合事務所内に広域連合が設置した端末を用いて

実施するものとする。なお、端末を使用できる時間は、午前９時００分から午後５時

３０分までとする。 

 

（２）高額療養費支給申請書にかかる内容点検等 

ア 高額療養費支給申請書と入力内容一覧の突合 

① 広域連合は、毎月下旬に以下の(a)から(b)までの書類及び(c)の PDF ファイル及び

CSVファイルが格納されたハードディスク等を受託者に引き渡す。 

(a) 高額療養費支給申請書受付確認票（別紙２「様式」の⑤）・・・毎月１枚 

(b) 高額療養費支給申請書（別紙２「様式」の⑥）・・・毎月２，０００～７，００

０枚程度（月によって大きく変動する）。保険者番号ごとに括束されており、被

保険者番号順にソートされている。なお、高額療養費支給申請書にも添付資料が

ついているものもあるが、確認作業などは行わない。 

(c) 高額療養費支給申請書入力内容一覧（別紙２「様式」の⑦及び別紙３「ファイ

ルレイアウト」） 

② 受託者は、上記①で引き渡しを受けた高額療養費支給申請書と高額療養費支給申請

書入力内容一覧とを突合し、次頁の項目の内容が一致しているかを確認する。 

また、高額療養費支給申請書はあるが高額療養費支給申請書入力内容一覧に記載が

ないもの又は高額療養費支給申請書はないが高額療養費支給申請書入力内容一覧に

記載されているものがないかも確認する。 
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（突合項目一覧） 

高額療養費支給申請書の 

「振込先銀行口座」欄 

高額療養費支給申請書入力

内容一覧 

金融機関名 金融機関名 

本店・支店・出張所名 支店名 

「預金種別」欄 種別 

「金融機関コード」欄 金融機関コード 

「支店コード」欄 店舗コード 

「金融機関（ゆうちょ銀行以外）口座番号（7桁）」欄

又は「ゆうちょ銀行記号番号（13桁）」欄 
口座番号 

「口座名義人（カタカナ）」欄 口座名義人（カナ） 

 

② 突合の結果、別紙２「様式」の⑧のとおり高額療養費突合結果不一致リストを作成

する。不一致があったものについてはエラー箇所欄に該当箇所、エラー内容欄にデー

タと申請書の内容を記載する。また、高額療養費支給申請書はあるが高額療養費支給

申請書入力内容一覧に記載がないもの又は高額療養費支給申請書はないが高額療養

費支給申請書入力内容一覧に記載されているものについては、エラー箇所欄に「アン

マッチ」と記載し、データ・申請書の有無をそれぞれ記載する。 

 

イ 高額療養費支給申請書等の返却 

受託者は、上記アの①で引き渡しを受けた日から概ね５営業日後までに、高額療養費

支給申請書及び高額療養費支給申請書入力内容一覧が格納されたハードディスク等を

広域連合に返却する。 

返却の際、上記アの①で引き渡された高額療養費支給申請書受付確認票の写しを添付

すること。あわせて、上記アの②で作成した高額療養費突合結果不一致リストも同時に

提出すること。 

なお、引き渡した高額療養費支給申請書に関するデータ修正入力は、不要である。 

 

５ 費用負担 

（１）ハードディスク等については、受託者の負担とする。 

（２）高額療養費支給申請書及び葬祭費支給申請書の内容点検については、受託者の負担に

おいて履行場所及び点検に必要な物品を確保するものとする。 

（３）高額療養費支給申請書及び葬祭費支給申請書のデータ修正入力については、広域連合

事務所内に広域連合が設置した端末を用いて実施するものとする。また、受託者はデー

タ修正入力に係る設備使用料等として、年間 2,725円を広域連合に支払うものとする。 
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６ セキュリティ等 

受託者は、兵庫県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例（平成 19 年３月 29 日条例

第 19 号）、別記「個人情報取扱特記事項」、兵庫県後期高齢者医療広域連合情報セキュリ  

ティ基本方針及び兵庫県後期高齢者医療広域連合情報セキュリティ対策基準を遵守し、個

人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報保護に必要な措置を講じなくてはな

らない。 

これらの措置を講じるにあたり、以下の（１）から（７）の事項に留意しなくてはならな

い。 

（１）情報セキュリティ等に関する計画書の提出 

受託者は広域連合から最初に個人情報が提供される前に、次に掲げる事項が記載され

た書類を広域連合に提出しなくてならない。 

・当業務履行場所の住所、位置 

・受託者の通常の連絡先及び緊急時の連絡先 

・運搬要員及び運搬方法 

・運搬用の施錠可能なケースの施錠管理者 

・上記の「４ 業務内容」で示した業務ごとの業務役割分担図（統括責任者、システム

管理者、担当者等） 

・本業務で使用する電子機器（パソコン、ハードディスク等）の内容・構成、及び本

業務で使用する個人情報の外部出力にかかる状況を記録するためにインストールした

ソフトウェア等の名称 

・個人情報の盗難や紛失などの事故が発生した場合に備えた事業継続計画書 

 

（２）運搬方法 

申請書等の書類及びハードディスク等の搬出入及び搬送については、飛散、誤送、毀損、

紛失等が発生しないよう十分な対策を講じることとし、事前に広域連合に承認を得たう

えで以下のとおり行うものとする。 

・書類及びデータ保存媒体等の受渡しは原則として手渡し、または通信便事業者による

差出人及び受領人が特定でき配送状況が追跡できるセキュリティサービスが付加され

た配送にて行う。なお、電子データについては全てパスワード等を設定したうえで媒体

に保存すること。 

 

（３）業務履行場所 

本業務を広域連合事務所以外で履行する場合、履行場所の部屋にオートロック、暗証番

号、電子キー、生体認証等により関係者以外の立ち入りを禁止すること。また、入退室

管理簿等により、入退室した者を把握できるようにすること。 

 

（４）保管場所 

本業務を広域連合事務所以外で履行する場合、個人情報は、施錠が可能な保管庫に保管
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すること。 

作業のため個人情報をサーバ等のハードディスク（以下「電子機器」という。）に保存

する場合、当該機器は（３）の業務履行場所同様、入退室者が管理でき施錠された部屋

に設置し、移動が不可能なようにチェーンで固定する等の措置を講じること。 

 

（５）電子機器の管理 

・当該業務にかかる個人情報を保存した電子機器は、外部ネットワークに接続してはな

らない。 

・電子機器に個人情報にかかるデータを保存する場合は、全てパスワード等を設定し、

暗号化しなくてはならない。 

・業務に必要のある場合を除き、電子機器から個人情報にかかるデータを印刷及び外部

媒体に出力してはならない。これを担保するため、データの出力状況を全て記録し、これ

を適正に管理すること。また、この記録を契約終了または解除後５年間保管しておき、広

域連合の求めがあれば提供すること。 

 

（６）立入検査等の受入れ 

広域連合は、受託者の個人情報の管理状況を確認するため、随時、受託者の業務履行場

所等へ立入検査を実施できるものとし、受託者は、この立入検査に協力しなくてはなら

ない。 

 

（７）個人情報の廃棄 

受託者は、契約が終了もしくは解除されたときは、本業務に使用した個人情報を以下

のとおり確実に廃棄すること。 

・記録媒体を物理的に破壊する等、当該個人情報が判読、復元できないように確実な方

法により廃棄する。若しくは、サーバ等のハードディスクに記録された個人情報をデー

タ消去用ソフトウェア等によって、当該個人情報が判読、復元できないように確実に消

去しなければならない。 

・廃棄又は消去に際しては事前に広域連合に連絡し、広域連合から立会いを求められた

ときはこれに応じなければならない。 

・個人情報を廃棄したときは、完全に廃棄した旨の証明書（情報項目、媒体名、量、廃棄

又は消去の方法、責任者、立会者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面）を広域連合

に提出しなければならない。  

 

７ 目的外使用の禁止 

本業務の目的以外で、本業務のために広域連合が提供したデータ及び受託者が広域連合

に提出するために作成したデータ等を使用・複製すること及び第三者へ提供することを禁

止する。 
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８ 再委託の制限 

本業務の再委託は禁止する。ただし、上記６の（２）の配送にかかる業務は除く。 

 

９ 支払方法等 

本業務は単価契約とし、上記４の広域連合が受託者に毎月引き渡した葬祭費支給申請書

及び高額療養費支給申請書（いずれも添付書類は含まない）の枚数の実績に基づいて、そ

れぞれ１枚あたりの単価により委託料を支払うものとする。 

なお、それぞれの申請書の年間予定枚数は以下のとおりである。 

・ 葬祭費支給申請書 ４４，０００枚 

・ 高額療養費支給申請書 ６５，０００枚 

 

１０ その他 

 （１）本仕様書に基づき締結される業務委託契約の内容が履行されない状況が生じた場合

や、文書により業務改善を通知したものが一定期間過ぎても改善が図られないとき及

び、個人情報取扱特記事項に記載する情報の漏えい等が発生した場合は、広域連合は

契約を解除し、それによって生じた損害については受託者が賠償する責任を負うもの

とする。 

 

（２）この仕様書に定めのない事項又は作業内容に疑義が生じた場合は、広域連合及び受

託者の両者がその都度協議し定めるものとする。 
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個人情報取扱特記事項 

(個人情報を取扱う際の基本的事項)  

第１ 乙は、個人情報（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２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）第２条第８項に規定する

特定個人情報を含む。以下同じ。）保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害するこ

とのないよう、関係法令に従い、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による業務（以下「本件委託業務」という。）を処理するにあたって

知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならな

い。 

２ 乙は、本件委託業務に従事する者（以下「業務従事者」という。）が在職中及び退職後

においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約の契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 

（適正な管理） 

第３ 乙は、本件委託業務に係る個人情報の漏えい、き損、滅失又は改ざん（以下「漏え

い等」という。）の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

（業務従事者への監督及び教育） 

第４ 乙は、業務従事者に対し、個人情報の安全管理が図られるよう、個人情報の適正な

取扱いについて必要かつ適切な監督及び教育を行わなければならない。 

（再委託等の禁止又は制限） 

第５ 乙は、甲が同意した場合を除き、本件委託業務の処理を第三者に委託（以下「再委

託」という。）してはならない。 

２ 乙は、本件委託業務の処理を再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しよう

とする場合は、あらかじめ書面を甲に提出して甲の同意を得なければならない。 

３ 前項の場合、乙は、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、

甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。

４ 乙は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法並

びに秘密保持その他の安全管理措置について具体的に規定しなければならない。 

５ 乙は、再委託先に対して本件委託業務の処理を委託した場合は、その履行状況を管理・

監督するとともに、甲の求めに応じて、管理・監督の状況を甲に対して適宜報告しなけ

ればならない。 

（目的外利用及び提供の禁止） 

第６ 乙は、甲の同意がある場合を除き、本件委託業務の履行により知り得た個人情報を

この契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

別記
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（複写又は複製の禁止） 

第７ 乙は、甲の同意がある場合を除き、本件委託業務を処理するため甲から貸与された個

人情報が記録された資料等をこの契約の目的以外に複写し、又は複製してはならない。 

（個人情報の安全管理） 

第８ 乙は、本件委託業務を処理するにあたり、個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」

という。）を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業場所を

変更しようとするときも、同様とする。 

２ 乙は、甲が同意した場合を除き、個人情報を作業場所から持ち出してはならない。 

３ 乙は、個人情報を運搬する場合は、その方法（以下「運搬方法」という。）を特定し、

あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするとき

も、同様とする。 

４ 乙は、個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理し

なければならない。 

⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室

等に保管しなければならない。 

⑵ 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以

上の保護措置をとらなければならない。 

⑶ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバ

ックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点

検しなければならない。 

⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、

保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。 

（事故報告義務） 

第９ 乙は、本件委託業務の処理に関して個人情報の漏えい等の事態が生じ、又は生じる

おそれがあることを知ったときは、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場

所、発生状況等を速やかに甲に報告し、その指示に従わなければならない。この契約の

契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 

（検査等の実施） 

第 10 甲は、乙が本件委託業務を処理するにあたって取扱っている個人情報の取扱状況に

ついて、必要があると認めるときは、乙に対し報告を求め、又は検査することができる

ものとする。 

２ 乙は、甲から前項の指示があったときは、速やかに、これに従わなければならない。 

（契約の解除及び損害賠償） 

第 11 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除

及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 

（漏えい等が発生した場合の責任） 
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第 12 乙は、本件委託業務に係る個人情報の漏えい等の事態が発生した場合において、そ

の責めに帰すべき理由により甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しな

ければならない。 

（収集の制限） 

第 13 乙は、本件委託業務を処理するにあたって個人情報を収集するときは、当該業務を

処理するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 

（返還、廃棄又は消去）  

第 14 乙は、本件委託業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自ら作成し若しく

は取得した個人情報について、本件委託業務完了後速やかに甲の指示に基づいて返還、

廃棄又は消去しなければならない。  

２ 乙は、第１項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報

が判読、復元できないように確実な方法により廃棄しなければならない。  

３ 乙は、ハードディスク等に記録された第１項の個人情報を消去する場合、データ消去

用ソフトウエア等を使用し、当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しな

ければならない。 

４ 乙は、第１項の個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証

明書（情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者、廃棄又は消去

の年月日が記載された書面）を甲に提出しなければならない。  

５ 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければな

らない。 

 

 



申請書等
引き渡し日

申請書等返却・
点検結果報告日

申請書等
引き渡し日

申請書等返却・
点検結果報告日

第１回 4月13日(火) 4月21日(水) 4月23日(金) ～ 4月26日(月) 4月28日(水) 5月7日(金)

第２回 5月11日(火) 5月19日(水) 5月21日(金) ～ 5月24日(月) 5月28日(金) 6月7日(月)

第３回 6月11日(金) 6月21日(月) 6月23日(水) ～ 6月24日(木) 6月28日(月) 7月6日(火)

第４回 7月12日(月) 7月21日(水) 7月26日(月) ～ 7月27日(火) 7月29日(木) 8月6日(金)

第５回 8月11日(水) 8月19日(木) 8月24日(火) ～ 8月25日(水) 8月30日(月) 9月6日(月)

第６回 9月13日(月) 9月22日(水) 9月27日(月) ～ 9月28日(火) 9月29日(水) 10月6日(水)

第７回 10月13日(水) 10月21日(木) 10月25日(月) ～ 10月26日(火) 10月29日(金) 11月5日(金)

第８回 11月11日(木) 11月19日(金) 11月24日(水) ～ 11月25日(木) 11月30日(火) 12月7日(火)

第９回 12月13日(月) 12月20日(月) 12月22日(水) ～ 12月24日(金) 12月24日(金) 1月6日(水)

第１０回 1月12日(水) 1月20日(木) 1月24日(月) ～ 1月25日(火) 1月28日(金) 2月4日(金)

第１１回 2月14日(月) 2月22日(火) 2月24日(木) ～ 2月25日(金) 2月28日(月) 3月7日(月)

第１２回 3月11日(金) 3月22日(火) 3月23日(水) ～ 3月24日(木) 3月24日(木) 3月31日(木)

葬祭費及び高額療養費にかかる支給申請書内容点検等業務仕様書　別紙1

年間スケジュール表（案）

葬祭費支給申請書の内容点検 高額療養費支給申請書の内容点検

データ修正入力期間



葬祭費及び高額療養費にかかる支給申請書内容点検等業務仕様書 別紙 2_様式 

 

① 葬祭費支給申請書受付確認票 

 

 



葬祭費及び高額療養費にかかる支給申請書内容点検等業務仕様書 別紙 2_様式 

 

② 葬祭費支給申請書 
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③ 葬祭費支給申請書入力内容一覧



葬祭費及び高額療養費にかかる支給申請書内容点検等業務仕様書 別紙 2_様式 

 

④ 葬祭費突合結果不一致リスト 

令和〇 
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⑤ 高額療養費支給申請書受付確認票 



葬祭費及び高額療養費にかかる支給申請書内容点検等業務仕様書 別紙 2_様式 

 

⑥ 高額療養費支給申請書 
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⑦ 高額療養費申請書入力内容一覧 

 



葬祭費及び高額療養費にかかる支給申請書内容点検等業務仕様書 別紙 2_様式 

 

⑧ 高額療養費突合結果不一致リスト 

 

令和〇年〇〇月分 



葬祭費及び高額療養費にかかる支給申請書内容点検等業務仕様書 別紙 4-2 

 

兵庫県後期高齢者医療広域連合 

委 任 状 
 

令和 〇年 ○月 ○日 

 

委 

任 

者 

住  所 東京都八王子市●●町△△番△△号 

氏  名 広域 一郎               
 

 

電話番号 0３-××××-△△△△ 

被保険者

との続柄 
子 

生年

月日 

 
●●年●月●日 

下記の者を受任者とし、 

 

１．    葬祭費     の 申請 ・ 受領に関する権限 

  

２．その他（               ）に関する権限 

 

を委任します。 

 

受 

任 

者 
住  所 神戸市中央区三宮町１丁目９番１－１２０１号 

氏  名 広域 花子 
 

 

電話番号 （078）326－2649 

委任者 

との続柄 
母 

生年

月日 

 
●●年●月●日 

 

市区町職員 

記載欄 

本人確認欄 確認書類欄 意思確認 

・運転免許証 

・旅券（パスポート） 

・（       ） 
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確認内容

① 受付日
受付日が葬祭日の翌日から２年以内であることを確認、２年以上経過していた場合不
備とする。

① 受付日
死亡日≦葬祭日≦受付日であることを確認。違っていたら不備とする。
（例えば4/1死亡、4/3葬祭、4/2受付となっていた場合不備とする）

② 決定日
決定日が受付月の末日以外が記載されていた場合、不備とする。また、決定日が空欄
の場合、受付日の末日を補記する。

③ 保険者番号
保険者番号が空欄であった場合、不備とする。また束の中に別の保険者番号が混入し
ていた場合も、広域連合で確認を行うため不備とする。（例えば39281100の束の中に
39282041が混入していた場合不備）

④ 死亡者の氏名
申請書に記載の氏名と添付書類の死亡者で氏名が異なっている（同一人物と判断でき
ない場合）不備。あきらかに字体が違うだけ等、同一人物と判断できればOKとする。
（例えば１点しんにょうと２点しんにょうの差や高と髙の差などはOK）

⑤ 死亡の原因
死亡原因が交通事故（相手あり）となっているが、欄外等に経緯の記載がない場合不
備。（相手方から葬祭費用を受領している場合申請不可の旨申請時に説明する必要が
あるため）

⑥ 葬祭執行者

葬祭執行者（喪主）を確認するため、以下の書類のいずれかが必要となる。喪主である
旨の記載を確認することが原則だが、支払いが確認できるのみでも可としている。いず
れの場合も喪主のフルネームを確認する。添付資料に不備又は疑義があるものは不
備とする。
（１）会葬御礼ハガキ
死亡者名、喪主名を確認。喪主名が連名の場合（６）の申立書も合わせて必要。
「会葬」という文言がなくとも葬儀あるいはそれに類する行事を執行したことが読み取れ
ればOK、不明であれば不備とする。通夜ハガキの場合であっても、葬儀日程が明記さ
れていればOK。
（２）葬儀代の領収書
火葬のみの領収書は不可だが、葬儀代の領収書であればOK。
（３）振込用紙
葬儀会社宛の振込用紙の依頼者が喪主であればOK。
（４）葬儀代の請求書
喪主の氏名が記載されており、葬儀の日以降に発行されているものであればOK。
（５）葬祭証明書
葬祭証明書、葬祭執行証明書といった名前で、葬儀会社が発行されているものであれ
ばOK。ただし、葬儀の日以前に発行されていれば不備。
（６）葬祭費申立書
故人の氏名、喪主の氏名及び本人確認書類がそろっていればこの書類のみでOK。
（１）～（５）に記載の書類を添付しているが不完全であった場合もこの書類があれば
OK。
※添付書類はあくまで葬祭の執行を確認するものなので、申請書に記載の情報と若干
の差があってもOK。（例えば住所が違うなど）
ただし、申請書記載の喪主と同一人物と確認できない内容であれば不備とする。

⑦ 振込先

葬祭執行者と振込先が別人の場合、不備とするが、以下の場合はOKとする。
（１）葬祭執行者が受取を別人に委任している場合
委任状が添付されていることを確認し、葬祭費の受領を委任する旨の記名及び委任者
の本人確認書類の添付があることを確認する。委任状の添付がなくても葬祭執行者＝
申請者であって、申請者の身分証コピーが添付されていれば委任があったものとみな
しOKとしている。
委任状の様式は指定のフォーマット以外であっても、同等の内容があればOK。
（２）葬祭執行者が死亡していて相続人が受領する場合
葬祭執行者の相続人が受領するに当たり「後期高齢者医療受領申立書」という書類と
相続権があることを確認する書類（戸籍謄本のコピー、公正証書等）及び申立人の本人
確認書類が必要。不完全な場合、もしくは不明な場合不備とする。

⑦ 振込先 数字が不鮮明等で判読できない場合不備とする。

⑧ 申請者欄
住所、氏名等が不鮮明で判読できない場合不備とする。
住所の数字が漢数字とアラビア数字で異なるだけならOK。

項目
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確認内容項目

⑧ 申請者欄
申請者と葬祭執行者が別の場合も委任状が必要である旨申請書に記載してあるが、こ
ちらの委任状はなくても不備とはしない。


