
■ 押印廃止となる様式（2022年4月1日現在）

NO, 様     式     名 提出先（担当名）

1 出産費・家族出産費・附加金請求書（全額負担） 給付担当

2 出産費・家族出産費請求書（直接支払制度　差額請求用） 給付担当

3 出産費・家族出産費　直接支払制度利用者用　附加金請求書 給付担当

4 出産費・家族出産費・附加金支給申請書（受取代理用） 給付担当

5 高額療養費・附加給付請求書 給付担当

6 【治療用装具用】療養費・家族療養費請求書（コルセット、サポーター等） 給付担当

7
【治療用装具用】療養費・家族療養費請求書（小児弱視等メガネ・義眼・コンタクトレン
ズ）

給付担当

8 【治療用装具用】療養費・家族療養費請求書（弾性着衣） 給付担当

9 療養費・家族療養費請求書（立替払い） 給付担当

10 傷病手当金・附加金請求書 給付担当

11 労務不能証明書 給付担当

12 埋葬料・家族埋葬料請求書 給付担当

13 災害見舞金請求書【火災用】一式 給付担当

14 　　　　　　　〃【自然災害用】一式 給付担当

15 損害割合調査票＜記入例＞損害割合調査票 給付担当

16 短期給付金支給証明発行申請書 給付担当

17 医療費変換請求に係る受領証明発行申請書 給付担当

18 損害賠償申告書【自損の交通事故用】 給付担当

19 記入例　損害賠償申告書【自損の交通事故用】 給付担当

20 損害賠償申告書【相手がいる交通事故用】 給付担当

21 記入例　損害賠償申告書【相手がいる交通事故用】 給付担当

22 損害賠償申告書【相手不明の交通事故用】 給付担当

23 記入例　損害賠償申告書【相手不明の交通事故用】 給付担当

24 損害賠償申告書【交通事故以外の第三者加害用】 給付担当

25 記入例　損害賠償申告書【交通事故以外の第三者加害用】 給付担当

26 特定疾病認定申請書 給付担当

27 被扶養配偶者人間ドック検診費請求書 助成担当

28 がん検診費等請求書 助成担当

29 脳ドック検診費請求書 助成担当

30 任意継続組合員人間ドック検診費請求書 助成担当

31 任意継続組合員がん検診費等請求書 助成担当

32 任意継続組合員脳ドック検診費請求書 助成担当

33 社内レクリエーション行事助成申請書 助成担当

34 参加者名簿（社内レク） 助成担当

35 サークルレクリエーション行事事前承認申請書・概算払請求書 助成担当

36 サークルレクリエーション行事精算請求書 助成担当

37 参加者名簿（サークルレク・事前承認申請時） 助成担当

38 受領証 助成担当

39 参加者名簿兼受領書（地方大会・精算時） 助成担当

40 参加者名簿兼受領書（全国大会・精算時） 助成担当

41 共済貸付各種証明書等発行依頼書 貸付・みらい担当

42 臨時弁済申込書 貸付・みらい担当

43 普通貸付(一般)申立書 貸付・みらい担当

44 普通貸付(物資)申立書 貸付・みらい担当

45 特別貸付(教育)申立書 貸付・みらい担当

46 特別貸付(医療)申立書 貸付・みらい担当

47 住宅貸付(一般)申立書 貸付・みらい担当



NO, 様     式     名 提出先（担当名）

48 住宅貸付(特別)申立書 貸付・みらい担当

49 自動車・バイクの所有に関する申立書 貸付・みらい担当

50 電化製品に関する申立書 貸付・みらい担当

51 同種商品購入（車両等、電化製品以外）に関する申立書 貸付・みらい担当

52 リフォーム等に関する申立書 貸付・みらい担当

53 旅行に関する申立書 貸付・みらい担当

54 支払事実届出書 貸付・みらい担当

55 取得（工事）完了届出書 貸付・みらい担当

56 貸与・譲渡承認願 貸付・みらい担当

57 代理権限証書交付申請書 貸付・みらい担当

58 土地等の先行取得に関する確認証明書　発行申請書 貸付・みらい担当

59 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」発行申請書 貸付・みらい担当

60 団信保険脱退届出書 貸付・みらい担当

61 特別貸付（結婚）申立書 貸付・みらい担当

62 住宅建築届 貸付・みらい担当

63 産前産後休業期間掛金免除申出書 標準報酬・任継担当

64 産前産後休業に関する所属長の証明書 標準報酬・任継担当

65 育児休業等期間掛金免除申出書 標準報酬・任継担当

66 育児休業に関する所属長の証明書 標準報酬・任継担当

67 任意継続組合員となるための申出書 標準報酬・任継担当

68 任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書 標準報酬・任継担当

69 相続人代表者選定届 標準報酬・任継担当

70 氏名等変更届出書 標準報酬・任継担当

71 振込口座・住所　新規・変更届出書 標準報酬・任継担当

72 介護保険第２号被保険者　資格喪失・資格取得　届出書 標準報酬・任継担当

73 任意継続掛金納入方法変更申出書 標準報酬・任継担当

74 任意継続掛金払込遅延事由書 標準報酬・任継担当

75 共済掛金自動払込届出書 標準報酬・任継担当

76 証明書発行申請書 被扶養者担当

77 一部負担金等　免除　申請書 被扶養者担当

■ （参考）2021年6月9日に押印廃止済みの様式（2022年3月8日追加掲載）

NO, 様     式     名 提出先（担当名）

1 【認定用】被扶養者申告書 被扶養者担当

2 【取消用】被扶養者申告書 被扶養者担当

3 扶養事実申立書[認定用] 被扶養者担当

4 生計同一に関する申立書 被扶養者担当

5 雇用保険受給に関する調査票 被扶養者担当

6 遺族年金受給に関する調査票 被扶養者担当

7 事実申立書 被扶養者担当

8 限度額適用認定申請書 被扶養者担当

9 限度額適用・標準負担額減額認定申請書 被扶養者担当

10 組合員証等再交付申請書 被扶養者担当

11 組合員証等返納票兼亡失届 被扶養者担当

12 特定疾病治癒届 被扶養者担当

13 国民年金第3号被保険者該当申立書 被扶養者担当

14 国民年金第3号被保険者住所変更届 被扶養者担当

■ （参考）2021年7月1日に押印廃止済みの様式（2022年3月8日追加掲載）

NO, 様     式     名 提出先（担当名）

1 標準報酬産前産後休業終了時改定申出書 標準報酬・任継担当

2 標準報酬育児休業等終了時改定申出書 標準報酬・任継担当


