
事  務  連  絡 

平成 30 年３月 30 日 

各都道府県介護保険担当主管部（局） 御中 

厚生労働省老健局介護保険計画課 

「国民健康保険団体連合会介護給付費審査支払規則例」等の一部改正について 

 介護保険制度の円滑な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。 

今般、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する

法律」（平成 29年法律第 52号）による介護保険法（平成９年法律第 123号）の

一部改正及び「介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令」（平成 30 年

厚生労働省令第 30号）による介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の

請求に関する省令（平成 12 年厚生省令第 20 号）の一部改正に伴い、国民健康

保険団体連合会介護給付費審査支払規則例及び国民健康保険団体連合会介護給

付費等審査委員会規程例の一部を下記のとおり改正し、平成 30年４月１日から

適用することといたしましたので、貴管内国民健康保険団体連合会及び市町村

に対して周知を図るようお願いいたします。 

記 

１ 国民健康保険団体連合会介護給付費審査支払規則例の一部改正 

  別紙１のとおり改正する。 

２ 国民健康保険団体連合会介護給付費等審査委員会規程例の一部改正 

  別紙２のとおり改正する。 



 

 

 

 

 

 

国民健康保険団体連合会介護給付費審査支払規則例の一部改正についての新旧対照表 

改正前（旧） 改正後（新） 
第一章  総則 

  （趣旨） 

第一条  ○○県国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）

が行う介護給付費等（介護給付費及び公費負担医療等に関する費用

等の請求に関する省令（平成十二年厚生省令第二十号。以下「請求

省令」という。）第一条第四項に規定する介護給付費等をいう。以

下同じ。）及び総合事業費（同項に規定する総合事業費をいう。以

下同じ。）の審査及び支払いに関する業務（介護給付費等審査委員

会に属するものを除く。）については、法令及び規約に定めるもの

のほか、この規則の定めるところによる。 

  （委託） 

第二条  市町村は、介護給付費（請求省令第一条第一項に規定する介

護給付費をいう。以下同じ。）、第一号事業支給費（同条第四項に規

定する第一号事業支給費をいう。以下同じ。）又は総合事業費の審

査及び支払いに関する業務を連合会に委託するときは、委託書（様

式第一号）を提出するものとする。 

２  前項の委託書の提出があったときは、連合会は、その委託書を受

理した日の属する月分の介護給付費、第一号事業支給費及び総合事

業費から、その介護給付費、第一号事業支給費及び総合事業費の審

査及び支払いを行うものとする。 

３ 市町村は、第一項の規定により連合会に対し介護給付費、第一号

事業支給費又は総合事業費の審査及び支払いに関する業務を委託

している場合において、特定の請求事業者（請求省令第四条第一項

に規定する請求事業者をいう。以下同じ。）が提供している介護保

険対象サービス若しくは介護予防・日常生活支援総合事業対象サー

ビス又はその介護給付費、第一号事業支給費若しくは総合事業費の

請求について、偽りその他不正の行為に基づく請求の疑いがあるな

ど、十分な妥当性が認められないと判断し、当該請求事業者による

第一章  総則 

  （趣旨） 

第一条  ○○県国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）

が行う介護給付費等（介護給付費及び公費負担医療等に関する費用

等の請求に関する省令（平成十二年厚生省令第二十号。以下「請求

省令」という。）第一条第四項に規定する介護給付費等をいう。以

下同じ。）及び総合事業費（同項に規定する総合事業費をいう。以

下同じ。）の審査及び支払いに関する業務（介護給付費等審査委員

会に属するものを除く。）については、法令及び規約に定めるもの

のほか、この規則の定めるところによる。 

  （委託） 

第二条  市町村は、介護給付費（請求省令第一条第一項に規定する介

護給付費をいう。以下同じ。）、第一号事業支給費（同条第四項に規

定する第一号事業支給費をいう。以下同じ。）又は総合事業費の審

査及び支払いに関する業務を連合会に委託するときは、委託書（様

式第一号）を提出するものとする。 

２  前項の委託書の提出があったときは、連合会は、その委託書を受

理した日の属する月分の介護給付費、第一号事業支給費及び総合事

業費から、その介護給付費、第一号事業支給費及び総合事業費の審

査及び支払いを行うものとする。 

３ 市町村は、第一項の規定により連合会に対し介護給付費、第一号

事業支給費又は総合事業費の審査及び支払いに関する業務を委託

している場合において、特定の請求事業者（請求省令第四条第一項

に規定する請求事業者をいう。以下同じ。）が提供している介護保

険対象サービス若しくは介護予防・日常生活支援総合事業対象サー

ビス又はその介護給付費、第一号事業支給費若しくは総合事業費の

請求について、偽りその他不正の行為に基づく請求の疑いがあるな

ど、十分な妥当性が認められないと判断し、当該請求事業者による

別紙１ 



介護給付費、第一号事業支給費又は総合事業費の請求（当該市町村

の被保険者のうち、特定の者に対するサービス提供に係るものを含

む。以下第五項において同じ。）を、当該市町村の委託に基づき連

合会において審査及び支払いを行う対象から除外（以下「委託除外

措置」という。）する場合には、連合会に対し、依頼事由を記載の

上、文書によって依頼することとする。 

４ 連合会は、市町村から前項の依頼を受けたときは、依頼文書に記

載されている事由を確認の上、当該請求事業者による介護給付費、

第一号事業支給費又は総合事業費の請求につき、翌月の請求分か

ら、委託除外措置を行うこととする。 

５ 連合会は、市町村が、特定の請求事業者による介護給付費、第一

号事業支給費又は総合事業費の請求について、第三項の依頼に基づ

く委託除外措置を解除する旨を依頼する文書を提出したときは、翌

月の請求分から、当該措置を解除することとする。 

  （迅速、適正かつ公平な審査） 

第三条  連合会は、介護給付費、第一号事業支給費又は総合事業費の

審査及び支払いに関する業務の委託を受けたときは、これを迅速、

適切かつ平等に行うものとする。 

 

    第二章  請求の受理及び事務処理 

  （受付） 

第四条  連合会は請求事業者から、電子情報処理組織を使用して請求

省令第二条に規定する事項（以下「電子情報」という。）が連合会

の電子計算機に備え付けられたファイルに記録されたときは、受付

日（当該電子情報が記録された日をいう。）を記録する。 

２  連合会は、請求事業者から、請求省令第二条に規定する磁気テー

プ、フレキシブルディスク又は光ディスク（以下「磁気テープ等」

という。）が提出されたときは、受付日（当該磁気テープ等が提出

された日をいう。）を記録する。 

３  連合会は、請求事業者から、請求省令附則第二条第三項に規定す

る介護給付費請求書又は介護予防・日常生活支援総合事業費請求書

（以下「給付費請求書等」という。）が提出されたときは、受付日

（当該給付費請求書等が提出された日をいう。）を記録する。 

  （事業者の確認） 

第五条  電子情報処理組織による請求は、当該電子情報について電子

署名（電子署名及び認証業務に関する法律（平成十二年法律第百二

号）第二条第一項に規定する電子署名をいう。）等を確認すること

介護給付費、第一号事業支給費又は総合事業費の請求（当該市町村

の被保険者のうち、特定の者に対するサービス提供に係るものを含

む。以下第五項において同じ。）を、当該市町村の委託に基づき連

合会において審査及び支払いを行う対象から除外（以下「委託除外

措置」という。）する場合には、連合会に対し、依頼事由を記載の

上、文書によって依頼することとする。 

４ 連合会は、市町村から前項の依頼を受けたときは、依頼文書に記

載されている事由を確認の上、当該請求事業者による介護給付費、

第一号事業支給費又は総合事業費の請求につき、翌月の請求分か

ら、委託除外措置を行うこととする。 

５ 連合会は、市町村が、特定の請求事業者による介護給付費、第一

号事業支給費又は総合事業費の請求について、第三項の依頼に基づ

く委託除外措置を解除する旨を依頼する文書を提出したときは、翌

月の請求分から、当該措置を解除することとする。 

  （迅速、適正かつ公平な審査） 

第三条  連合会は、介護給付費、第一号事業支給費又は総合事業費の

審査及び支払いに関する業務の委託を受けたときは、これを迅速、

適切かつ平等に行うものとする。 

 

    第二章  請求の受理及び事務処理 

  （受付） 

第四条  連合会は請求事業者から、電子情報処理組織を使用して請求

省令第二条に規定する事項（以下「電子情報」という。）が連合会

の電子計算機に備え付けられたファイルに記録されたときは、受付

日（当該電子情報が記録された日をいう。）を記録する。 

２  連合会は、請求事業者から、請求省令第二条に規定する光ディス

ク又はフレキシブルディスク（以下「光ディスク等」という。）が

提出されたときは、受付日（当該光ディスク等が提出された日をい

う。）を記録する。 

３  連合会は、請求事業者から、請求省令附則第二条第三項に規定す

る介護給付費請求書又は介護予防・日常生活支援総合事業費請求書

（以下「給付費請求書等」という。）が提出されたときは、受付日

（当該給付費請求書等が提出された日をいう。）を記録する。 

  （事業者の確認） 

第五条  電子情報処理組織による請求は、当該電子情報について電子

署名（電子署名及び認証業務に関する法律（平成十二年法律第百二

号）第二条第一項に規定する電子署名をいう。）等を確認すること



により、請求事業者が提出したものであることを確認する。 

２ 磁気テープ等を用いた請求は、請求事業者名簿等により、磁気テ

ープ等の事業所番号等を照合し、請求事業者が提出したものである

ことを確認する。 

３ 給付費請求書等による請求は、請求事業者名簿等により、給付費

請求書等の事業所番号等を照合し、請求事業者が提出したものであ

ることを確認する。 

  （請求の点検） 

第六条  電子情報処理組織を用いた請求については、電子情報を点検

し、点検により各事項の入力漏れ、誤入力その他の不備を発見した

ときは、当該不備に係る請求の受付を取り消すとともに、当該不備

に係る事項を当該請求事業者に電子情報処理組織により通知する。 

２  磁気テープ等を用いた請求は、磁気テープ等に記録された事項

（以下「記録事項」という。）を点検し、点検により記録漏れ、誤

記録その他の不備を発見したときは当該不備に係る請求の受付を

取り消すとともに、当該不備に係る事項を当該請求事業者に通知す

る。 

３  給付費請求書等による請求は、給付費請求書等に記載された事項

（以下「記載事項」という。）を、連合会の使用に係る電子計算機

の入出力装置からファイルに記録して点検し、点検により記載漏

れ、誤記載その他の不備を発見したときは当該不備に係る請求の受

付を取り消すとともに、当該不備に係る事項を当該請求事業者に通

知する。 

  （介護給付費等審査委員会への提出） 

第七条  電子情報、記録事項又は記載事項の点検が終わったときは、

当該電子情報、記録事項又は記載事項を整理した資料を作成し、介

護給付費等審査委員会（以下「給付費等審査委員会」という。）に

提出する。 

  （給付費等審査委員会の審査後の処理） 

第八条  給付費等審査委員会の審査が終わった請求は、その審査決定

に基づいて電子情報、記録情報又は記載事項を訂正する。 

 

    第三章  支払額及び請求額の算出 

  （支払算定額及び支払確定額の算出） 

第九条  前条の処理が終わったときは、請求事業者別の支払算定額を

算出する。 

２  支払算定額を算出したときは、第十四条の過誤額を加減し、請求

により、請求事業者が提出したものであることを確認する。 

２ 光ディスク等を用いた請求は、請求事業者名簿等により、光ディ

スク等の事業所番号等を照合し、請求事業者が提出したものである

ことを確認する。 

３ 給付費請求書等による請求は、請求事業者名簿等により、給付費

請求書等の事業所番号等を照合し、請求事業者が提出したものであ

ることを確認する。 

  （請求の点検） 

第六条  電子情報処理組織を用いた請求については、電子情報を点検

し、点検により各事項の入力漏れ、誤入力その他の不備を発見した

ときは、当該不備に係る請求の受付を取り消すとともに、当該不備

に係る事項を当該請求事業者に電子情報処理組織により通知する。 

２  光ディスク等を用いた請求は、光ディスク等に記録された事項

（以下「記録事項」という。）を点検し、点検により記録漏れ、誤

記録その他の不備を発見したときは当該不備に係る請求の受付を

取り消すとともに、当該不備に係る事項を当該請求事業者に通知す

る。 

３  給付費請求書等による請求は、給付費請求書等に記載された事項

（以下「記載事項」という。）を、連合会の使用に係る電子計算機

の入出力装置からファイルに記録して点検し、点検により記載漏

れ、誤記載その他の不備を発見したときは当該不備に係る請求の受

付を取り消すとともに、当該不備に係る事項を当該請求事業者に通

知する。 

  （介護給付費等審査委員会への提出） 

第七条  電子情報、記録事項又は記載事項の点検が終わったときは、

当該電子情報、記録事項又は記載事項を整理した資料を作成し、介

護給付費等審査委員会（以下「給付費等審査委員会」という。）に

提出する。 

  （給付費等審査委員会の審査後の処理） 

第八条  給付費等審査委員会の審査が終わった請求は、その審査決定

に基づいて電子情報、記録事項又は記載事項を訂正する。 

 

    第三章  支払額及び請求額の算出 

  （支払算定額及び支払確定額の算出） 

第九条  前条の処理が終わったときは、請求事業者別の支払算定額を

算出する。 

２  支払算定額を算出したときは、第十四条の過誤額を加減し、請求



事業者別の支払確定額を算出する。 

  （請求算定額及び請求確定額の算出） 

第十条  第八条の処理が終わったときは、市町村別の請求算定額を算

出する。 

２  請求算定額を算出したときは、第十四条の過誤額を加減し、市町

村別の請求確定額を算出する。 

 

  第四章  支払手続 

第十一条  支払確定額を決定したときは、請求の審査が終わった日の

属する月の翌月の原則として末日までに、指定金融機関に振込を依

頼し、請求事業者に対し、支払いの手続きをとる。 

 

   第五章  請求手続き 

  （介護給付費、第一号事業支給費及び総合事業費並びに手数料の請

求） 

第十二条  請求確定額を決定したときは、市町村別に払込請求書を作

成し、払込請求書に介護給付費等請求額通知書（様式第二号）、介

護給付費等審査決定請求明細表、介護予防・日常生活支援総合事業

費等請求額通知書（様式第二号の二）及び介護予防・日常生活支援

総合事業費審査決定請求明細表を添えて、請求の審査が終わった日

の属する月の翌月の原則として二十日までに当該介護給付費、第一

号事業支給費及び総合事業費並びに審査支払手数料（以下「手数料」

という。）の払込みを請求する。 

  （市町村の払込み） 

第十三条  市町村は、連合会から介護給付費、第一号事業支給費及び

総合事業費並びに手数料の払込みの請求を受けたときは、その請求

を受けた日の属する月の原則として二十五日までに連合会に当該

介護給付費、第一号事業支給費及び総合事業費並びに手数料を払い

込むものとする。 

 

    第六章  過誤調整 

  （過誤調整） 

第十四条  市町村に対する請求確定額又は請求事業者に対する支払

確定額を決定した後にこれらの計数に異動が生じたときは、過誤と

して処理する。 

（請求関係の過誤） 

第十五条  市町村から請求額の過誤の通知を受け、これを確認したと

き、又は連合会が請求額の過誤を発見したときは、翌月分の請求に

事業者別の支払確定額を算出する。 

  （請求算定額及び請求確定額の算出） 

第十条  第八条の処理が終わったときは、市町村別の請求算定額を算

出する。 

２  請求算定額を算出したときは、第十四条の過誤額を加減し、市町

村別の請求確定額を算出する。 

 

  第四章  支払手続 

第十一条  支払確定額を決定したときは、請求の審査が終わった日の

属する月の翌月の原則として末日までに、指定金融機関に振込を依

頼し、請求事業者に対し、支払いの手続きをとる。 

 

   第五章  請求手続き 

  （介護給付費、第一号事業支給費及び総合事業費並びに手数料の請

求） 

第十二条  請求確定額を決定したときは、市町村別に払込請求書を作

成し、払込請求書に介護給付費等請求額通知書（様式第二号）、介

護給付費等審査決定請求明細表、介護予防・日常生活支援総合事業

費等請求額通知書（様式第二号の二）及び介護予防・日常生活支援

総合事業費審査決定請求明細表を添えて、請求の審査が終わった日

の属する月の翌月の原則として二十日までに当該介護給付費、第一

号事業支給費及び総合事業費並びに審査支払手数料（以下「手数料」

という。）の払込みを請求する。 

  （市町村の払込み） 

第十三条  市町村は、連合会から介護給付費、第一号事業支給費及び

総合事業費並びに手数料の払込みの請求を受けたときは、その請求

を受けた日の属する月の原則として二十五日までに連合会に当該

介護給付費、第一号事業支給費及び総合事業費並びに手数料を払い

込むものとする。 

 

    第六章  過誤調整 

  （過誤調整） 

第十四条  市町村に対する請求確定額又は請求事業者に対する支払

確定額を決定した後にこれらの計数に異動が生じたときは、過誤と

して処理する。 

（請求関係の過誤） 

第十五条  市町村から請求額の過誤の通知を受け、これを確認したと

き、又は連合会が請求額の過誤を発見したときは、翌月分の請求に



おいて調整するとともに、請求事業者に対する支払額に異動を生じ

たときは、次条の規定により処理する。 

２  前項の処理をするときは、介護給付費過誤決定通知書（様式第三

号）及び介護予防・日常生活支援総合事業費過誤決定通知書（様式

第三号の二）を作成し、払込請求書に添えて送付する。 

  （支払関係の過誤） 

第十六条  請求事業者から支払額の過誤の通知を受け、これを確認し

たとき、又は連合会が支払額の過誤を発見したときは、翌月分の支

払いにおいて調整するとともに、市町村に対する請求額に異動が生

じたときは、前条の規定により処理する。 

２  前項の処理をするときは、支払いの手続きの際、過誤調整を通知

する。 

３  翌月以降の支払いにおいて過誤の調整をすることができない事

由があるときは、請求事業者に対し、戻入の手続をとる。 

 （過誤額の算出） 

第十七条  過誤額の算出は、毎月一回、請求算定額及び支払算定額の

算出時に行う。 

 

    第七章  財務 

  （手数料） 

第十八条  連合会は、介護給付費、第一号事業支給費又は総合事業費

の審査及び支払いに関する業務の執行に要する費用に充てるため、

市町村から手数料を徴収する。 

２  手数料の額は、審査した介護給付費明細書（これに相当する電子

情報又は記録事項を含む。）一件につき○円○銭、介護予防・日常

生活支援総合事業費明細書（これに相当する電子情報又は記録事項

を含む。）一件につき○円○銭とする。 

  （経理規則） 

第十九条  介護給付費等及び総合事業費の審査及び支払いに関する

業務（次条において「審査支払業務」という。）の財務については、

この規則に定めるもののほか、介護保険事業関係業務特別会計経理

規則の定めるところによる。 

 

    第八章  雑則 

  （細目） 

第二十条  この規則に定めるもののほか、審査支払業務に関して必要

な細目は、理事長が定める。 

 

おいて調整するとともに、請求事業者に対する支払額に異動を生じ

たときは、次条の規定により処理する。 

２  前項の処理をするときは、介護給付費過誤決定通知書（様式第三

号）及び介護予防・日常生活支援総合事業費過誤決定通知書（様式

第三号の二）を作成し、払込請求書に添えて送付する。 

  （支払関係の過誤） 

第十六条  請求事業者から支払額の過誤の通知を受け、これを確認し

たとき、又は連合会が支払額の過誤を発見したときは、翌月分の支

払いにおいて調整するとともに、市町村に対する請求額に異動が生

じたときは、前条の規定により処理する。 

２  前項の処理をするときは、支払いの手続きの際、過誤調整を通知

する。 

３  翌月以降の支払いにおいて過誤の調整をすることができない事

由があるときは、請求事業者に対し、戻入の手続をとる。 

 （過誤額の算出） 

第十七条  過誤額の算出は、毎月一回、請求算定額及び支払算定額の

算出時に行う。 

 

    第七章  財務 

  （手数料） 

第十八条  連合会は、介護給付費、第一号事業支給費又は総合事業費

の審査及び支払いに関する業務の執行に要する費用に充てるため、

市町村から手数料を徴収する。 

２  手数料の額は、審査した介護給付費明細書（これに相当する電子

情報又は記録事項を含む。）一件につき○円○銭、介護予防・日常

生活支援総合事業費明細書（これに相当する電子情報又は記録事項

を含む。）一件につき○円○銭とする。 

  （経理規則） 

第十九条  介護給付費等及び総合事業費の審査及び支払いに関する

業務（次条において「審査支払業務」という。）の財務については、

この規則に定めるもののほか、介護保険事業関係業務特別会計経理

規則の定めるところによる。 

 

    第八章  雑則 

  （細目） 

第二十条  この規則に定めるもののほか、審査支払業務に関して必要

な細目は、理事長が定める。 

 



 附則 

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 

附則 

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。 

附則 

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 
 

 

附則 

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 

附則 

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。 

附則 

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 
附則 

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。 



「国民健康保険団体連合会介護給付費等審査委員会規程例」の一部改正についての新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 前 改 正 後 

○○国民健康保険団体連合会介護給付費等審査委員会規程例 

 

  （この規程の目的） 

第一条  法令及び規約に定めるもののほか、○○県国民健康保険団体連合会が設置す

る介護給付費等審査委員会（以下「介護給付費等審査委員会」という。）について

は、この規程の定めるところによる。 

 

  （介護給付費等審査委員会の開催） 

第二条  介護給付費等審査委員会は、毎月一回開催するものとする。 

 

  （部会の開催をもってこれに代える場合） 

２  介護給付費等審査委員会の開催は、第三条に規定する部会の開催をもって、これ

に代えることができる。 

 

  （部会） 

第三条  介護給付費等審査委員会に、次の部会を置く。 

  一  介護医療部会 

  二  審査部会 

 

（部会長） 

第四条  部会に部会長を置く。 

２  部会長は、公益を代表する委員のうちから、部会員が互選する。 

 

  （介護医療部会） 

第五条  介護医療部会は、医師をもって充て、短期入所療養介護及び介護予防短期入

所療養介護における緊急時施設療養費、特定診療費及び特別療養費、介護保険施設

サービスにおける緊急時施設療養費、所定疾患施設療養費及び特別療養費並びに介

護療養施設サービスにおける特定診療費の請求の審査に当たる。 

 

 

 

  （審査部会） 

第六条   審査部会は、介護医療部会の所掌以外の請求に係る審査に関する事項を所

掌する。 

○○国民健康保険団体連合会介護給付費等審査委員会規程例 

 

  （この規程の目的） 

第一条  法令及び規約に定めるもののほか、○○県国民健康保険団体連合会が設置す

る介護給付費等審査委員会（以下「介護給付費等審査委員会」という。）について

は、この規程の定めるところによる。 

 

  （介護給付費等審査委員会の開催） 

第二条  介護給付費等審査委員会は、毎月一回開催するものとする。 

 

  （部会の開催をもってこれに代える場合） 

２  介護給付費等審査委員会の開催は、第三条に規定する部会の開催をもって、これ

に代えることができる。 

 

  （部会） 

第三条  介護給付費等審査委員会に、次の部会を置く。 

  一  介護医療部会 

  二  審査部会 

 

（部会長） 

第四条  部会に部会長を置く。 

２  部会長は、公益を代表する委員のうちから、部会員が互選する。 

 

  （介護医療部会） 

第五条  介護医療部会は、医師をもって充て、短期入所療養介護及び介護予防短期入

所療養介護における緊急時施設療養費、緊急時施設診療費、特定診療費、特別療養

費及び特別診療費並びに介護保健施設サービスにおける緊急時施設療養費、所定疾

患施設療養費及び特別療養費並びに介護療養施設サービスにおける特定診療費並び

に介護医療院サービスにおける緊急時施設診療費及び特別診療費の請求の審査に当

たる。 

 

  （審査部会） 

第六条   審査部会は、介護医療部会の所掌以外の請求に係る審査に関する事項を所

掌する。 

別紙２ 



 

 

 

 

附則 

  この規程は、平成十二年四月一日から施行する。 

    附則 

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。 

    附則 

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。 

 

 

 

附則 

  この規程は、平成十二年四月一日から施行する。 

    附則 

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。 

    附則 

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。 

附則 

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。 

 

 




