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●フロッピーディスク（FD）の受付を終了します
●「標準報酬月額」を従業員の皆さまへお知らせください
●「賞与支払届」の提出はお済みですか
●「わたしと年金」エッセイ募集
●その他
●全国健康保険協会広島支部からのお知らせ
●事業主の皆様へ　平成26年9月分から厚生年金保険料率が変わります



事業主の皆さまへ
平成２６年８月号

⽇本年⾦機構では、各事業所から提出された算定基礎届により、9 ⽉から翌年 8 月までの「標準報酬

月額」を決定します。

決定された「標準報酬月額」は、「被保険者標準報酬決定通知書」により通知します。

「標準報酬⽉額」は、毎⽉の保険料や将来受け取る年⾦額の計算の基礎となる重要なものですので、

被保険者の皆さまに必ず通知していただきますようお願いします。

⽇本年⾦機構からのお知らせ

「標準報酬月額」を従業員の皆さまへお知らせください

「わたしと年⾦」エッセイ募集中

2６ 検索年度 わたしと年⾦エッセイ

フロッピーディスク（FD）の受付を終了します

健康保険・厚⽣年⾦保険適⽤関係の FDを利⽤した届出は、平成 26年９⽉末をもって、受付を終了し

ます。現在、FDを利⽤して届出をしている事業主の⽅は、お早めに CDや DVDへの届出に切り替えて

いただきますようお願いします。

「賞与支払届」の提出はお済みですか

賞与を支払った場合は、支払った日から5日以内に「賞与支払届」の提出が必要です。

まだ提出されていない場合は、至急「賞与支払届」に「賞与支払届総括表」を添付してご提出ください。

また、事前登録された賞与支払予定月に賞与の支払いがなかった場合でも、「賞与支払届総括表」のみ

提出が必要となりますので、忘れずにご提出ください。

なお、届出用紙は、事前登録している賞与支払予定月の前月に送付しています（賞与支払予定月の登録

がない場合には送付されません）。紛失等により届出⽤紙が必要な場合には、管轄の年⾦事務所から

お取り寄せください。

⽇本年⾦機構では、「わたしと年⾦」をテーマに、応募者ご⾃⾝やご家族などとの公的年⾦制度の関わ

りや公的年⾦の⼤切さ、社会保障としての公的年⾦の意義などに関するエピソードを募集しています。

たくさんの応募をお待ちしております。募集要項は⽇本年⾦機構ホームページをご確認ください。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 出張相談所開設のご案内（※祝日は除きます） 

市 町 村 日  時 会  場 

大竹市 毎週火曜日の 10:00～15:30 大竹商工会議所 

 北広島町 9月 25日（木）10:00～15:30 北広島町役場 

竹原市 9月 10日（水）10:00～15:30 竹原福祉会館 

尾道市 
毎週火・水・木及び 9 月 12日（金）

9月 26日（金）の 10:00～15:30 
尾道市公会堂別館 22号室 

尾道市因島 
毎週月曜日及び 9月 10日（水） 

9月 16日(火)の 10:00～15:30 
因島総合支所 4階会議室 

尾道市向島 毎週金曜日の 10:00～15:30 向島支所 1階相談待合室 

庄原市 9月 17日（水）10:00～15:00 庄原農協東城支店 

※ 相談においでの際には、年金証書、振込通知書、年金手帳や健康保険被保険者証と

いった、本人であることを確認できるものを必ずお持ちください。 

  本人以外の方が相談される場合には、本人からの委任状とお見えになる方の本人確

認ができる身分証明書（運転免許証等）が必要となります。 

※ 尾道市、尾道市向島、尾道市因島の各会場は予約制です。 

  相談ご希望日の 2 日前（土・日、祝日を除く）の 12 時までに三原年金事務所へご

予約ください（☎0848-63-4111）。 

◆ 手話通訳のご案内 

会  場 日  時 

広島東年金事務所 9月 10日（水） 13:00～16:00 

 福山年金事務所 9月 10日（水） 13:00～16:00 

※ 毎月第二土曜日(１３時～１６時)は事前申込みにより県内の年金事務所で手話 

通訳を設置します。 

◆新任事務担当者説明会のご案内 

会  場 日  時 事務所 

広島東年金事務所４階会議室 9月 25日（木）13:30～16:00 広島東年金事務所 

広島南年金事務所３階会議室 9月 25日（木）13:30～16:00 広島南年金事務所 

備後地域地場産業振興センター 

(福山市東深津町３－２－１３) 
9月 25日 (木) 13:30～16:00 福山年金事務所 

呉年金事務所３階会議室 9月 19日（金）13:30～16:00 呉年金事務所 

三原年金事務所２階会議室 9月 17日（水）13:30～16:00 三原年金事務所 

三次年金事務所２階会議室 9月 18日（木）13:30～16:00 三次年金事務所 

県内の年金事務所では、次の方を対象に健康保険・厚生年金保険に関する事務手

続きの説明会を開催しています。９月の開催は、上記のとおりです。 

●対象者 ①新任担当の方 

②新規加入事業所の方 

③その他受講を希望される方 
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※加入者の皆様へ回覧をお願いします。

全国健康保険協会広島支部からのお知らせ全国健康保険協会広島支部からのお知らせ

協会けんぽ広島県大会を開催しました

平成25年度決算の見込みについて（医療分）

平成25年度決算見込み（医療分）

収　入

支　出

収支差

準備金

8兆7,291億円

8兆5,425億円

1,866億円

6,921億円

（＋2,164億円）

（＋3,402億円）

（▲1,238億円）

（＋1,866億円）

医療給付費 
(51.6%)

現金給付費
(5.8%) 

高齢者医療への
拠出金等
(40.8％)

健診・保健指導経費（0.9%） 
協会事務費（0.4%） 

その他（0.5%） 

その他の収入（0.2%）

保険料
(85.8%)

協会けんぽから医療機関に
支払う費用

傷病手当金、高額療養費等
として支給する費用

高齢者の方々の医療費の
一部を現役世代が負担して
います。
その額は増加し、支出の4
割を超えました。
（前年度比2千億円増）

国からの補助金

協会けんぽ財政の厳しい現状と事業主・加入者の保険料負担が限界であることを、国や政府をはじめ関係方面に
強く訴えかけるため、7月17日に広島県民文化センターで「協会けんぽ広島県大会」を開催しました。

みなさまの切実な声を届ける
ため、今後も協会けんぽの危
機的な財政状況を打開すべ
く、国や政府をはじめ関係方
面に強く訴えかけていきます。

大  会  決  議
一、　全国健康保険協会に対する国庫補助金の補助率を健康保険法が定める
　　 上限である20％（現在16.4％）に引き上げること
一、　公費負担の拡充をはじめ、高齢者医療制度を抜本的に見直すこと

単年度収支・準備金は黒字でも、依然として構造的な赤字財政のまま

※端数整理のため、計数が整合しない場合があります。

※カッコ内は前年度比

協会けんぽの財政問題は、事業主のみなさまの経営、加入者のみなさまの雇用・生活に直結する深刻な問題
です。「平均保険料率10%は限界」「安心して医療を受けられる制度を」という皆さまの声を、国や政府をはじ
め関係方面に対して今後も強く意見発信してまいります。

▶医療費等の支出の伸び率＞賃金の伸び率　という赤字構造は変わっておらず、財政状況が良くなったとは
言えません。さらに、高齢化に伴い高齢者医療への拠出金負担も、今後ますます重くなると見込まれます。

多くの方にご参加をいただき
誠にありがとうございました！

参加者562名（予定者500名）

国庫補助金等(14.0%)

支出
約8.5兆円

収入
約8.7兆円



お問い合わせ先
全国健康保険協会広島支部 TEL：082-568-1011（代表）

〒732-8512　広島市東区光町1-10-19　日本生命広島光町ビル2F
【ホームページ】http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/hiroshima/

協会けんぽへの手続きはすべて
郵送で行うことができます。

登録方法は
こちら

メールマガジン配信中！ぜひご登録を。
広島支部ホームページ＞メールマガジン＞新規登録

ご存じですか？特定健診が無料で受診できます！

保険証が使えるのは退職日当日までです

受診券を
お持ちでない
場合は …

年度内に１回に限り、協会けんぽが健診費用の一部を補助いたします。
中には無料で受診できる健診実施機関・会場もありますので、大変お得です。
従業員のみなさまを支えるご家族の健診の受診についても積極的な周知をお願いします。

退職などで健康保険の資格を喪失したときは、加入者（ご本人）、
加入者（ご家族）の両方の保険証が使えなくなります。
保険証は速やかに返却してください。

特定健診
って？

無料健診の
会場は？

受診する
には？

◎40歳から74歳までの加入者（ご家族）の方が対象
◎メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した健診
→内臓脂肪の蓄積を把握することで、糖尿病などの生活習慣病の早期
発見・予防を図ることができます。

◎事前に健診機関等にご予約のうえ、健診当日は受診券・保険証
をお持ちください。

◎受診希望の加入者（ご家族）の方より、当支部保健グループまでお問
い合わせください。　
※受診券は4月上旬に加入者（ご本人）の住所へお送りしています。
※年度途中で加入されたご家族の方は受診券発行のお申し込みが
必要です。

【問合せ先】082-568-1032（保健グループ直通）

①会社に使用されなくなった日まで
　（退職等をした日まで）

②75歳の誕生日または後期高齢者医療制度の
被保険者となった日の前日まで

③死亡した日まで

①加入者（ご本人）が左記①～③に該当した日まで
②就職・婚姻等により扶養からはずれた日の前日
まで
③75歳の誕生日または後期高齢者医療制度の被
保険者となった日の前日まで
④死亡した日まで

誤って資格を喪失した後に保険証を使用すると、医療費（協会けんぽが負担している7～9割分）
をお返しいただくことになります。！

受診券

保険証が有効に使えるのは…

◎県内の34健診実施機関と、各地域の会場100ヶ所で受診できます。

協会けんぽ　健診実施機関 検 索
▶詳しくは、ホームページでご確認ください。

加入者（ご本人） 加入者（ご家族）

?

?

?
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