
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費支給申請書送付先【市町村（特別区を含む）】

送付宛先 郵便番号 送付先住所

1 00060012 山形県 山形市 平成31年1月1日 山形市国民健康保険課　国保医療係 990-8540 山形県山形市旅篭町二丁目３番２５号 平成31年2月1日
2 00060020 山形県 米沢市 令和1年5月1日 米沢市国保年金課 992-8501 山形県米沢市金池五丁目２番２５号 令和1年6月1日
3 00060038 山形県 鶴岡市 平成31年1月1日 鶴岡市役所国保年金課 997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 平成31年2月1日
4 00060046 山形県 酒田市 平成31年1月1日 酒田市　国保年金課 998-8540 山形県酒田市本町２丁目２番４５号 平成31年2月1日
5 00060053 山形県 新庄市 平成31年4月1日 新庄市役所　健康課　国保医療室 996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号 令和1年5月1日
6 00060061 山形県 寒河江市 平成31年1月1日 山形県国民健康保険団体連合会 991-0041 山形県寒河江市大字寒河江字久保6番地 平成31年4月1日
7 00060079 山形県 上山市 平成31年1月1日 上山市健康推進課 999-3192 山形県上山市河崎1-1-10 平成31年2月1日
8 00060087 山形県 村山市 平成31年1月1日 村山市　保健課　国保医療係 995-8666 山形県村山市中央一丁目３番６号 平成31年2月1日
9 00060095 山形県 長井市 平成31年1月1日 山形県国民健康保険団体連合会 991-0041 山形県寒河江市大字寒河江字久保６番地　山形県国保会館内 平成31年2月1日
10 00060103 山形県 天童市 平成31年1月1日 天童市役所　保険給付課　国保医療係 994-8510 山形県天童市老野森１－１－１ 平成31年2月1日
11 00060111 山形県 東根市 平成31年1月1日 東根市役所市民課国保医療係 999-3795 山形県東根市中央一丁目1番1号 平成31年2月1日
12 00060129 山形県 尾花沢市 平成31年1月1日 尾花沢市健康増進課 999-4292 山形県尾花沢市若葉町一丁目2番3号 平成31年2月1日
13 00060137 山形県 南陽市 平成31年4月1日 南陽市すこやか子育て課国保医療係 999-2292 山形県南陽市三間通４３６番地の１ 平成31年4月1日
14 00060517 山形県 山辺町 平成31年1月1日 山辺町国民健康保険 990-0392 山形県東村山郡山辺町緑ケ丘５番地 平成31年2月1日
15 00060525 山形県 中山町 平成31年1月1日 中山町住民税務課住民グループ 990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地 平成31年2月1日
16 00060533 山形県 河北町 平成31年1月1日 河北町役場　税務町民課　国保医療係 999-3511 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地 平成31年2月1日
17 00060541 山形県 西川町 平成31年1月1日 西川町役場町民税務課保険給付係 990-0792 山形県西村山郡西川町大字海味５１０番地 平成31年2月1日
18 00060558 山形県 朝日町 平成31年1月1日 朝日町役場健康福祉課保険給付係 990-1442 山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115 平成31年2月1日
19 00060566 山形県 大江町 平成31年1月1日 大江町役場 税務町民課 国保医療係 990-1101 山形県西村山郡大江町大字左沢882-1 平成31年2月1日
20 00060574 山形県 大石田町 平成31年1月1日 大石田町保健福祉課　保健医療グループ 999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町１番地 平成31年1月1日
21 00060590 山形県 最上町 平成31年1月1日 最上町役場　健康福祉課 999-6101 山形県最上郡最上町大字向町43-1　健康センター 平成31年2月1日
22 00060608 山形県 舟形町 平成31年1月1日 舟形町健康福祉課介護医療係 999-4601 山形県最上郡舟形町舟形263 平成31年2月1日
23 00060624 山形県 大蔵村 平成31年1月1日 大蔵村役場　住民税務課　国保年金係 996-0212 山形県最上郡大蔵村清水2528 平成31年2月1日
24 00060657 山形県 高畠町 令和1年5月1日 山形県国民健康保険団体連合会 991-0041 山形県寒河江市大字寒河江字久保６番地 令和1年6月1日
25 00060665 山形県 川西町 平成31年1月1日 川西町住民生活課 999-0193 山形県東置賜郡川西町大字上小松１５６７番地 平成31年4月1日
26 00060673 山形県 小国町 平成31年1月1日 小国町　町民税務課　国保医療担当 999-1363 山形県小国町大字小国小坂町２－７０ 平成31年2月1日
27 00060681 山形県 白鷹町 平成31年1月1日 白鷹町役場　町民課　国保医療係 992-0892 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥甲833 平成31年2月1日
28 00060699 山形県 飯豊町 平成31年4月1日 飯豊町　住民課住民室 999-0696 山形県西置賜郡飯豊町大字椿2,888番地 令和1年5月1日
29 00060756 山形県 三川町 平成31年1月1日 三川町町民課国保係 997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田８５番地 平成31年2月1日
30 00060780 山形県 遊佐町 平成31年1月1日 遊佐町役場　健康福祉課　国民健康保険係 999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴211番地 平成31年2月1日
31 00060822 山形県 庄内町 平成31年1月1日 庄内町役場税務町民課国保係 999-7781 山形県庄内町余目字町132番地1 平成31年2月1日
32 00060830 山形県 最上地区広域連合 平成31年1月1日 最上地区広域連合 996-0077 山形県新庄市城南町5番11号 平成31年2月1日

受付開始年月日項番 保険者番号 都道府県 保険者等の名称 委任開始年月日

療養費支給申請書の送付先


