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令和３年度におけるマイナンバーカード取得促進策等の具体的な事務内

容について 

 

後期高齢者医療制度の運営につきましては、平素より格別の御高配を賜り、厚

く御礼申し上げます。 

令和３年度におけるマイナンバーカードの取得促進の取組のうち、マイナン

バーカードを取得されていない方に対して後期高齢者医療広域連合（以下「広域

連合」という。）から交付申請書等を送付いただく取組については、「令和３年度

におけるマイナンバーカードの取得促進策及びマイナンバーカードの被保険者

証利用の促進等について」（令和３年７月 30 日付け事務連絡。以下「７月 30 日

事務連絡」という。）により実施方法の概要をお示ししたところです。 

今般、具体的な実施方法やスケジュール等について下記のとおりまとめまし

たので、内容を御了知の上、都道府県におかれては貴都道府県内の市町村（特別

区を含む。以下同じ。）に対して周知いただき、取組が確実に実施されるよう御

協力をお願いいたします。 

この点については、市町村や広域連合など関係者が多岐にわたるため、都道府

県におかれては必要な広域調整・連携を図っていただき、円滑かつ確実にマイナ

ンバーカードの取得促進等の取組が実施できるようお願いいたします。 

また、広域連合におかれましては、既に貴都道府県内の市町村と調整を始めて

いるところと認識しておりますが、適宜、説明会を実施していただくなど、スケ

御中 



ジュールに沿って事務が進行できるよう、御協力をお願いいたします。なお、市

町村等との調整状況については、後日、報告いただくことを予定していることを

申し添えます。 

 

記 

 

 

１ 郵送書類の規格等について 

被保険者に対して郵送する交付申請書等の印刷仕様書（概要版）は、９月上

旬にお示しする予定であるが、概ね次のような仕様を想定している。 

（１）交付申請書 

次の項目を印刷した交付申請書（宛名台紙つき）とし、宛名台紙と交付申

請書のマッチングミスによる個人情報漏洩防止の観点から、Ａ３サイズの用

紙に交付申請書（Ａ４）と宛名台紙を印刷し、中央に切り取り用のミシン目

を入れる等の対応を講じること。帳票イメージについては別紙１～２を参照

すること。 

①申請書ＩＤ 

マイナンバーカードの交付申請に際し、申請者を特定する 23 桁の数字

（個人番号とは無関係な番号である。） 

②４情報 

氏名（漢字及びかな）、生年月日、性別、住所 

③ＱＲコード 

スマートフォンのカメラで読み取ることにより、マイナンバーカードの

交付申請用ＷＥＢサイトへアクセスすることができる二次元バーコード

を印字する。ＱＲコードの中には申請書ＩＤの情報が含まれ、ＵＲＬは被

保険者ごとに異なる。 

※ＱＲコードは、（株）デンソーウェーブの登録商標である。 

④視覚障がい者用音声案内用コード 

「音声コード（Uni-Voice）」対応の携帯電話、同コードに対応したアプ

リケーションをインストールしたスマートフォンで読み込むことで同コ

ード内に収められた文字情報を音声で読み上げることができる２次元バ

ーコード。具体的に収める文字情報は現在検討中。 

 

なお、地方公共団体情報システム機構（以下「Ｊ－ＬＩＳ」という。）は交

付申請書に印字されている申請書ＩＤ等を機械により自動読み取りしてい

る。当該項目等の印字位置が極端にずれた場合等、Ｊ－ＬＩＳでの申請書受



付に通常より時間がかかる場合があるため、お示しする印刷仕様での対応を

なされない場合、個別に厚生労働省に連絡されたい。 

 

 

（２）返信用封筒 

Ｊ－ＬＩＳ個人番号カード交付申請書受付センター宛ての料金受取人払

いの返信用封筒とする。封筒規格は下記のとおり。また、帳票イメージにつ

いては、別紙４のとおり。 

・用紙種類及び坪量 ： 白晒クラフト、80.0g/m2 

・刷色数      ： 展開時 表面 1色、裏面 1色 

（＝中面の透け防止用地紋印刷） 

・仕上寸法     ： 縦 105.0mm×横 220.0mm×フラップ 30.0mm 

・糊加工      ： 両面テープまたは水糊 

・整理番号     ： ００５ 

・承認番号     ： 川崎東局承認 28 

・差出有効期限   ： 2023 年 1 月 20 日まで  

           

（３）マイナンバーカード取得促進・被保険者証利用申込推進用リーフレット 

７月 30 日事務連絡で、高齢者の方にわかりやすい、今回の取得促進策等

に特化したリーフレットを厚生労働省において作成し、ＰＤＦ等の電子媒体

で提供することとしていたが、当該リーフレットについては令和３年 11 月

中にお示しする予定である。なお、サイズは７月 30 日事務連絡でお示しし

たとおりＡ３両面カラーとする予定。 

 

（４）送付用封筒 

料金別納又は料金後納とする。裏面に「交付申請書在中」の点字加工を施

すとともに、視覚しょうがい者用音声コードを印刷する。封筒規格は下記の

とおり。また、帳票イメージは別紙３のとおり。 

・用紙種類及び坪量 ： 白晒クラフト、100.0g/m2 

・刷色数      ： 表面 2色、裏面 1色 

・仕上寸法     ： 縦 120.0mm×横 235.0mm×フラップ 35.0mm 

・特殊加工     ： 点字、音声コード 

 

２ 事務処理手順 

事務の全体概要は別紙５～８参照のこと。 

当該概要に記載する事務手順のうち、市町村と広域連合の手順について以下



で説明する（番号は別紙５のフローの番号と対応する。）。 

なお、説明中の時期は、別紙８に基づく予定時期であり、修正がありうるこ

とに留意されたい。 

（１）市町村の住民制度担当課において実施する事務処理について 

⓪ カード管理システムに登録している情報が最新化できていない（住民基

本台帳の異動が反映できていない等）場合には、令和３年 10 月末までに

適宜更新・修正を行っていただきたい。 

※昨年度市町村がＪ－ＬＩＳへ委託した交付申請書再送付を行った際と

同様の事務処理。 

具体的には次の処理をお願いしたい。この処理は、７月 30 日事務連絡

の１の（４）の③の作業の処理期間を短縮するために、あらかじめ申請書

送付対象者のデータの整備を行うものであり、以降の作業における負担を

減らし、処理を円滑に行うためにも、可能な限り本作業を行っていただき

たい。 

ア 転入時、氏名変更時等にカード管理システムの送付先情報の登録を実

施しているかどうかを改めて確認し、その取扱いが徹底されていない市

町村にあっては、カード管理システムの送付先情報の最新化（４情報の

更新及び申請書ＩＤの付番）を実施すること。 

【（３）において居所情報の取り込みも行う場合】 

イ 居所登録がされている住民については、カード管理システムに最新の

居所情報を登録すること。 

ウ ＤＶ被害等により居所登録がされている住民については、交付申請書

の送付対象から除外するため、次の処理のいずれかを実施すること。 

なお、「i」の処理を実施した場合は、引き抜き作業をしない限り、市

町村庁舎に配送されることになるが、 

「ⅱ」の処理を実施した場合は、当該対象者が後期高齢者医療の被保

険者であることが広域連合で実施する突合処理で判明した場合、最初か

ら送付対象外として扱われ、申請書の印刷対象とはならないという違い

がある。 

ⅰ カード管理システムの送付先住所を市町村庁舎住所とする。 

ⅱ ＤＶ被害者等であることを後期高齢者医療担当課に連携し、同課又

は広域連合において後期高齢者医療広域連合電算処理システム（以下

「標準システム」という。）の「該当１」フラグ（広域連合で個人情報

の取扱いに注意が必要な対象者に対して登録しているフラグ）を設定

する。 

なお、郵便番号が「999‐9999」となっている対象者については、広



域連合のツール実行処理において送付対象外として扱われる。 

 

⑤⑥⑦ Ｊ－ＬＩＳから令和３年 12 月中旬と令和４年１月初旬にそれぞれ

配信される発送対象者ファイルを市町村の住基ネットコミュニケーショ

ン・サーバー（以下「市町村ＣＳ」という。）から取り出し、（１）⓪ア～

ウの処理を行うこと。令和３年 10 月末までに（１）⓪ア～ウの処理を行

っている場合も、再確認を行うことで、データの最新化と送付先情報の連

携をお願いしたい。 

 

⑩ 令和４年１月中旬と１月末にそれぞれ配信される印刷用ファイル（ＣＳ

Ｖ形式で居所登録者ファイルとそれ以外のファイルに分割されている。）

を市町村の市町村ＣＳから取り出し、圧縮解凍後、速やかに後期高齢者医

療担当課に引き渡すこと。 

  なお、Ｊ－ＬＩＳからは以下３つのＣＳＶファイルが圧縮されて 1つの

ファイルとして連携されるが、広域連合のシステムにアップロードすると

きにはファイルを解凍した状態でアップロードしていただくよう、御留意

いただきたい。 

・通常の印刷対象者のファイル 

・居所登録者のファイル（居所登録のファイル作成を希望しなかった市町

村の場合は、ヘッダー情報のみのファイル） 

・その他のファイル（今回の事業では使用しないヘッダー情報のみのファ

イル） 

 

（２）市町村の後期高齢者医療担当課において実施する事務処理について 

⑪ 住民制度担当課から受領した印刷用ファイルを標準システムの窓口端

末を通じて広域連合へ送信する（オンラインファイル連携ツールで「その

他」の区分を指定してアップロードすることを想定）。 

 

（３）広域連合において実施する事務処理について 

⑫⑬⑭ 国民健康保険中央会から本年 11 月下旬に提供されるツールを使用

し、標準システムの被保険者情報と突合を行い、送付対象者を特定するこ

と。また、当該ツールには次の機能を実装予定である。 

・各市町村から送付される印刷用ファイルを 1つに結合する機能 

・後期高齢者医療制度の被保険者と印刷用ファイルに記載の個人を名寄せ

突合する機能 

・突合した結果、資格喪失者などの被保険者資格がない者や、ＤＶ被害者



など送付すべきでない者を印刷用ファイルから除外する機能 

ツールの仕様については令和３年 10 月中に、国民健康保険中央会から

お示しする予定。 

 

⑮～⑱ ツール実行後に出力された印刷用ファイルを印刷事業者に提供し、

上記１で示した交付申請書等を印刷、封入・封緘、送付すること。なお、

印刷用ファイルはＪ－ＬＩＳの固有仕様となっているため、その仕様を十

分に理解して宛名印字など作業を行うことができる印刷事業者を選定す

る必要があり、調達仕様書のひな形を踏まえて事前に十分な調整を行うこ

と。 

なお、印刷用ファイルには、被保険者番号の情報は含まれないため、封

入・封緘後は被保険者番号をキーとした引き抜きは行えないことに留意す

ること。 

 

（４）留意事項 

○送付対象者について 

・今回の事業では迅速な実施を目的とし、有資格者であっても確実に本人と

特定できない場合は送付対象外としている（※）。 

※ Ｊ－ＬＩＳから連携される印刷用ファイルには被保険者番号や個人

番号等の個人を特定できる情報は含まないため、氏名や住所等で突合す

る必要があるが、字形の違い等により突合しないことが想定される。 

ツールにより突合しなかった対象者については、迅速な事業実施や事

務負担軽減の観点から手作業による突合事務は設けないこととし、送付

して差し支えないことがツールの突合処理で確認できた対象者にのみ

交付申請書を送付することとしている。 

 

○被保険者からの問合せ対応について 

７月 30 日事務連絡でお示ししたとおりだが、「近隣には届いているが自分

には届いていないのはなぜか」などの個別の照会が広域連合に対して行われ

る可能性があることについて留意すること。この場合は送付除外ファイル等

のデータ項目を参照のうえ、下記対応を検討いただきたい。 

・標準システムのツールを実行した結果、出力されるファイルの内容を確

認し、送付対象となったか、除外されたのかを確認した上で、回答する。 

※名寄せが成功した対象者については、「送付候補者ファイル」としてＣ

ＳＶファイルが出力されている。この中には、Ｊ－ＬＩＳから連携さ

れたデータで後期高齢者医療の被保険者として突合された対象者全



員が含まれている（資格喪失やＤＶ対象等の理由により除外されたも

のも含む）。 

・このファイルには申請書ＩＤと後期の被保険者番号が紐づけて出力され

ている（ただし、複数の候補者が名寄せの結果が該当している場合、該

当した人数分、候補者が出力されている）。 

・なお、Ｊ－ＬＩＳから送付されてきたが後期高齢者医療の被保険者と突

合されなかった対象者等を確認する場合は別のファイルを確認するこ

とになる。 

・「送付候補者ファイル」は広域連合単位で出力される。市町村単位に分割

配信するようなことはツールでは行わないが、広域連合が個別に市町村

ごとに分割し、市町村と連携することで、個別照会への対応を市町村と

分担しても差し支えない。 

宛先不明等で広域連合に返送された交付申請書については、４情報を一覧

化して、個別の照会に備えることが望ましい。当該交付申請書は、３か月程

度保管したのちに、４情報等が分からないよう処理した上で廃棄すること。 

「近隣には届いているが自分には届いていないのはなぜか」などの照会を

含む問合せ対応におけるＱ＆Ａ集については、被保険者の混乱を招かないよ

うに関係者と充分に内容をすり合わせたうえで令和３年 11 月中目途にはお

示ししたい。 

なお、問合せ対応の中で、被保険者がマイナンバーカード申請を希望され

た場合は、市町村の住民制度担当課を紹介し、申請手続の支援を行うこと。 

 

〇市町村との調整について 

広域連合にあっては、既に市町村と調整を始めていると認識しているが、

年度内の実施に向けて、市町村の後期高齢者医療担当課に対して説明会を開

催するなど準備を進めること。 

その際、作業内容について、市町村の住民制度担当課とも十分に連携し、

適切にデータ整備やスクリーニング作業など担当事務が実施されるようお

願いしたい。 

この点については、市町村や広域連合など関係者が多岐にわたるため、都

道府県にあっては必要な広域調整・連携を図り、マイナンバーカードの取得

促進とともに、被保険者証としての利用申込が確実かつ円滑に推進されるよ

う取り組むこと。 

※市町村の住民制度担当課に対しては、総務省住民制度課マイナンバー制度

支援室からも同じ７月 30 日事務連絡が送付されている。 

そのためには広域連合独自の取組に加え、市町村における後期高齢者医療



担当課と住民制度担当課が連携した取組が必要である。７月 30 日事務連絡

においても例示しているが、上記の説明会等の際にこの点についても市町村

に再度の周知をお願いしたい。 

これらの点に係る市町村等との調整状況について、今後調査を行うことを

考えているので協力をお願いしたい。 

 

〇財政措置について 

マイナンバーカードの交付申請書等の送付に要する経費については、基本

的に全額、特別調整交付金で措置する。 

また、広域連合等におけるその他の被保険者証利用申込の推進に係る取組

については、令和３年８月５日付事務連絡「令和３年度におけるマイナンバ

ーカードの被保険者証利用の申込（利用申込）支援事業に係る調査について」

等で示したとおり、令和３年度社会保障・税番号制度システム整備費等補助

金で措置することとしている。 

 

３ スケジュール 

７月 30 日事務連絡においてお知らせしたとおり、Ｊ－ＬＩＳにおける送付

対象者の抽出処理を２回に分けて実施することを踏まえた、現在のスケジュー

ルは下記のとおりである。なお、調整を行う中でスケジュールに変更があり得

ることに留意されたい。適宜別紙５～８も参照されたい。 

また、２回に分けて行う発送対象者ファイルの配信スケジュールの詳細な割

り振りについては、10 月中旬には厚生労働省からお示しする予定である。 

スケジュールは１週間ごとに作業を整理しているが、スクリーニング作業は

市町村の作業体制に応じて異なるほか、広域連合への送付や広域連合における

ツール適用を速やかに行うことで発送までの期間を短縮することが可能であ

る。 

なお、お示ししているスケジュールは関係各所と協議の上、広域連合及び市

町村における作業時間を最大限確保できるよう調整したものであり、これ以上

の前倒しは困難である旨改めて申し添える。 

 

（１）市町村の住民制度担当課におけるデータ事前整備等： 令和３年８月～ 

※転居・婚姻時にカード管理システムの送付先情報の登録を実施しているかど

うかを改めて確認し、実施していない場合には、可能な限り、カード管理シ

ステムの送付先情報の最新化を実施すること。 

なお、この作業は、既存住基システムの仕様によっては、自動で行うこと

ができる場合があるので、適宜、既存住基システム保守事業者に問い合わせ



ること。また、大量に送付先情報を登録・連携する場合は、処理日の３週間

前を目途に事前にＪ－ＬＩＳまで知らせること。 

（２）国民健康保険中央会からのツール配付：  令和３年 11 月末 

（３）対象者抽出１回目 

① 市町村への発送対象者ファイルの配信： 令和３年 12 月中旬～ 

② 市町村への印刷用ファイルの配信：   令和４年１月中旬～ 

③ 広域連合への印刷用ファイルの配信：  令和４年１月中旬～ 

（４）対象者抽出２回目  

① 市町村への発送対象者ファイルの配信： 令和４年１月初旬～ 

② 市町村への印刷用ファイルの配信：   令和４年１月末～ 

③ 広域連合への印刷用ファイルの配信：  令和４年１月末～２月初旬 

（５）交付申請書の発送 

   上記（３）②、（４）②で配信された印刷用ファイルを基に広域連合にお

いて、対象者の突合、交付申請書等の印刷、送付を行うことになるが、令和

４年２月頃の発送をお願いする。 

   また、今後、各広域連合の交付申請書等の発送スケジュールを照会し、そ

の結果、対象者からの照会が極端に集中すると想定される場合、発送スケジ

ュールについて個別相談する場合があることに留意されたい。 

（６）その他 

   個別市町村への発送対象者ファイル及び印刷用ファイルの様式や配信日、

申請書再送付対象者一覧の参照方法、各項目の確認・対応方法については、

Ｊ－ＬＩＳより令和３年 10 月中にお示しする。 
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（別紙１） 宛名台紙イメージ 

宛名台紙のイメージを以下(次ページ)に示す。なお、以下に示すイメージは、 

今後、変更される可能性がある。 

 

 

（申請書の手続き内容・状況等の問合先） 
（通知差出人及び通知送付に関する問い合わせ先） 

○○後期高齢者医療広域連合 

TEL ○○○○ 

〇郵送によりマイナンバーカードを申請する場合には、同封の封筒と交付申請書

をご利用ください。その他の申請方法については、同封のパンフレットをご確認くだ

さい。 

〇マイナンバーカードの申請には、スマートフォンやタブレットによるオンライン申請が

便利です。顔写真データをご準備のうえ、同封の交付申請書にある交付申請用

QR コードを読み取ってください。 

 

 

（申請書の手続き内容・状況等の問い合わせ先） 

マイナンバー総合フリーダイヤル：0120-95-0178 

マイナンバーカード交付申請書送付のご案内 

 

本通知は、○○後期高齢者医療広域連合から送付しています。同封の申請書の返信先は、地方公共団

体情報システム機構（J-LIS）宛てとなりますので、ご注意ください。 

令和 3 年 10 月 31 日時点でマイナンバーカードをお持ちでない方に、交付申請書をお送りしております。 

その後申請された方については、申請不要となりますのでよろしくお願いいたします。 

マイナンバーカードを取得すると次のようなメリットがありますので、是非、ご申請の手続きをお願いします。 

・身分証明書になります。 

・各種証明書をコンビニで取得できます（※市区町村によってサービス内容が異なります）。 

・対応している医療機関で被保険者証としても使用できます。 

・オンラインで確定申告や、各種行政手続きができます。 

 

 

〇郵送によりマイナンバーカードを申請する場合には、同封の封筒と交付申請書をご利用ください。その他の

申請方法については、同封のパンフレットをご確認ください。 

 

〇マイナンバーカードの申請には、スマートフォンやタブレットによるオンライン申請が便利です。顔写真データ 

をご準備のうえ、同封の交付申請書にある交付申請用 QR コードを読み取ってください。 

〒〇〇〇―〇〇〇〇 

東西県南北市〇△町１－１ 

 

後期 花子様 

※ なお、マイナンバーカードを申請した場合、申請状況の問い合わせに必要なあなたの申請書ＩＤは 

【1000 0000 0000 0000 0000 000】です。 
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（別紙２） 交付申請書イメージ 

交付申請書のイメージを以下(次ページ)に示す。なお、以下に示すイメージは、 

今後、変更される可能性がある。

 

こうき はなこ 

○○後期高齢者医療広域連合 

TEL ○○○○ 
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（別紙３） 送付用封筒イメージ 

封筒のイメージを以下に示す。なお、以下に示すイメージは、今後、変更され

る可能性がある。①送付用封筒の表面は穴あき封筒となる（穴あきは２か所）。 

 

 

点字 

音声コード 

 

※音声コードと点字は、「申請書在中」である旨を記す。 

 

 

〒〇〇〇―〇〇〇〇 

東西県南北市〇△町１－１ 

後期 花子様 

 

マイナンバーカード交付申請書 在中 

転 送 不 要 

○○後期高齢者医療広域連合 

返還先：〒〇〇〇－〇〇〇〇 ○○郵便局 私書箱○号  

※私書箱は、各広域連合で設置要 
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（別紙４）返信用封筒イメージ  

 

 

 

０
０
５

 
2

8
 



別紙５ マイナンバーカード取得促進に関する事務概要

市町村CS

市区町村J-LIS

カード
管理システム

①申請書候補者抽出
（予定）

印刷業者

⑯印刷用データか
ら申請書を印刷

⑰封入・封緘

住民

一覧（通知予定）
ファイル

【住民担当課】

⓪事前のデータ整備

⑧印刷データ作成

【後期担当課】

広域連合

後期高齢者医療広域連合
電算処理システム
（標準システム）

⑫市区町村分のファイルを結合

⑭資格喪失、DV対象除外
送付先対象判定

⑬後期の被保険者とマッチング
（名寄せ）

⑪広域連合に
アップロード

印刷用ファイル
（引き抜き後）

⑲宛先不明で返送された
申請書を受領

印刷用ファイル
（居所登録）

⑩ファイル
取り出し

⑮視覚障害者用
コード作成用データ
からコードを生成

印刷用ファイル

統合端末/既存住基システム

⑤申請書ＩＤ付番

⑥居所登録された住所を連携

スクリーニング作業

⑦４情報の更新

②選定

③突合

④発送対象者
ファイル送付

⑨印刷データ送信

〇75歳以上へのマイナンバーカード申請書作成業務の全体概要は以下のとおり。

⑱発送

・印刷用ファイル
・印刷用ファイル
（居所登録）
・その他ファイル

⑳J-LISへ
申請書提出

㉑市区町村の
住民担当課から

カード交付

㉒被保険者証
の利用申込

（市区町村内
で一気通貫で

申込）

市区町村

中央会ツールで対応
（ツール概要は
別紙6、7）

印刷用ファイ
ル（居所登
録）へのデー
タ出力は、希
望する市区
町村のみ実
施する。

これらのファイルに
マイナンバーは項目として存

在しない。

その他のファイル

ヘッダー情報の
みのファイル



別紙６ ツール概要（１／２）

広域連合

④印刷用ファイルと送付候補者ファイルのマッチング
（5情報-a）

②ファイル結合・
ファイル整形 ③被保険者抽出、

DV情報

マッチングなし

未突合被保険者
ファイル
（CSV）

J-LIS作成ファイルと広域連合側の対象データ
を突合した結果、
突合されなかった対象者（主に以下のような対
象者を想定）
・氏名カナに「＊」が設定されている外国人
・生活保護対象者
・住登外者（他市町村住所地特例者等）
・その他5情報のいずれかに不備がある対象者
⇒これらの対象者は、送付対象外。

後期高齢者医療の被保険者（特定の生年月
日以降かつ、特定の日以降、資格喪失していな
い被保険者を抽出。

④以下5項目でマッチング
氏名カナ、性別、生年月日、住所、氏名漢字

⑤以下4項目でマッチング（氏名外字対策）
氏名カナ、性別、生年月日、住所

⑥以下5項目でマッチング（住所外字対策）
氏名カナ、性別、生年月日、氏名漢字、郵便番号

⑦以下4項目でマッチング（⑤⑥の組み合わせを除外）
氏名カナ、性別、生年月日、郵便番号

⑧以下3項目でマッチング
氏名カナ、性別、生年月日

市区町村

印刷用ファイル

①オンラインファ
イル連携機能で

アップロード

名寄せ用ファイル

J-LISのファイルはヘッダ、データ１（宛名）、データ２（申請情報）という
特殊なデータ構造になっているため、名寄せが可能となるようにデータを整形。
名寄せ用エリアに各種情報を編集

⑤印刷用ファイルと送付候補者ファイルのマッチング
（4情報-a）

送付候補者
ファイル1

マッチングなし

⑥印刷用ファイルと送付候補者ファイルのマッチング
（５情報-b）

マッチングなし

⑦印刷用ファイルと送付候補者ファイルのマッチング
（4情報-b）

⑧印刷用ファイルと送付候補者ファイルのマッチング
（3情報）

マッチングなし

マッチングあり

マッチングあり

マッチングあり

マッチングあり

送付候補者
ファイル2

送付候補者
ファイル3

送付候補者
ファイル4

送付候補者
ファイル5

未突合者ファイル
（CSV）

マッチングなし 該当広域の被保険者だが突合の結果、突合対象となるデータ
が存在しなかった被保険者
・住所地特例者
・市町村のスクリーニングで除去された資格喪失者等

後期被保険者
ファイル

マッチングあり

処理後もサーバ上に残すファイル

【凡例】

印刷用ファイル
（居所登録）

次ページへ

印刷用ファイル
（全市区町村）



別紙７ ツール概要（２／２）

広域連合市区町村
前ページから

送付候補者
ファイル1

送付候補者
ファイル5

～

印刷業者へ

送付候補者ファイル（全体）の中から以下の条件に該当する対象者を除外し、残った候補者について
印刷用ファイル（引き抜き後）に出力する。

(a)郵便番号にALL9が設定されている対象者
(b)標準システムで追加情報該当者フラグ１、自己情報提供不可フラグ、不開示該当フラグの

いずれかが設定されている対象者
(c)資格喪失している対象者
(d)１（J-LIS）：N（標準システム）のマッチングでそのいずれかの対象者について(b)もしくは

(c)に該当する対象者が含まれている場合（※）
(e)N（J-LIS）：N（標準システム）のマッチングでJ-LIS側の候補者の方が少なくかつ、

標準システム側の対象者について(b)もしくは(c)に該当する対象者が含まれている場合、
そのグループ全て（※）

(f)N（J-LIS）：N（標準システム）のマッチング で標準システムの候補者の方が少ない場合、
そのグループ全て（※）

※ J-LISから市区町村を経由して受領した印刷用ファイルと標準システムの被保険者情報を名寄せ
突合した結果、全ての対象者が１：１で突合されるとは限らず、結果として、１：NやN：Nで候
補者が突合される場合がある。(d)、(e)、(f)はその場合の除外条件を示している。

⑨ファイル１～ファイル5をマージ

⑩送付対象外者除外

印刷用ファイル
（引き抜き後）

送付除外
ファイル

作業はなし

送付候補者
ファイル（全体）

印刷用ファイル
（全市区町村）

前ページから

送付候補者
ファイル
（退避用）

名寄せはされたが最終的に除外さ
れた対象者が出力される。

名寄せされた全ての対象者が出力される。
（最終的には送付していない人も含む）

ツールについては今後、国保中央会から説明する予定



別紙８ 全体スケジュールについて

〇 スケジュール中の○番号は１.のフローの○番号に対応したものとなる。

〇 対象者数が多いことから、③以降の各処理は2回に分けて実施する。

スケジュール中の（1回目）（2回目）はそれぞれ（１）（２）と省略して記載している。

1回目と2回目がどの広域連合になるかは別途、厚労省で調整される予定である。

令和3年度（2021年度）

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

マイルストーン

作業項目

事務連絡
印刷仕様書提供

J-LISでのシステム改修

標準システムの改修

①抽出

②選定

③④突合、一覧
送付（1回目）

③④突合、一覧送
付（2回目）

⑤⑥⑦スクリーニン
グ（1）

⑤⑥⑦スク
リーニング
（2）

⑧作成
/送信
(1）

⑧作成
/送信
(2）

⑪⑫
広域
提供
（1）

⑪⑫
広域
提供
（2）

⑫～
⑭ツー
ル実行
(1)

⑮～
印刷・郵
送 (1)

⑫～
⑭ツー
ル実行
(2)

⑮～
印刷・郵
送 (2)

ツールの適用

J-LISで実施する作業 市区町村で実施する作業 広域連合で実施する作業中央会で実施する作業凡例：

⓪市区町村でのデータ整備

事務連絡


