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●フロッピーディスク（FD）の受付を終了します
●本人確認事務の変更のお願い
●「一括適用制度」を利用しませんか
●「ローマ字氏名届」の提出をお願いします
●その他
●全国健康保険協会広島支部からのお知らせ



                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

 
     
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

事業主の皆さまへ 平成２６年 9 ⽉号

平成 26 年 10 ⽉より、マイナンバー（個⼈番号）の導⼊に向けた取り組みとして、⽇本年⾦機構では、
新たに基礎年⾦番号を付番する際に、住⺠票上の住所をもとに住⺠票コードを特定し、収録すること
としています。 
このため、被保険者の資格取得時において 
①基礎年⾦番号をお持ちでない⽅、⼜は、確認できない⽅ 
②住⺠票上の住所以外に郵便物の届く住所がある⽅ 
の両⽅に該当する場合は、原則、住所は住⺠票上の住所を記⼊する必要があるため、資格取得届の備
考欄に、住⺠票上の住所をあわせて記⼊いただきますようお願いします。（住⺠票等の添付は不要で
す。） 
今後とも事業主の⽅には運転免許証等で本⼈確認をしていただく必要がありますが、備考欄への確認
結果の記⼊（運転免許証で確認等）は省略します。 
詳しくは、⽇本年⾦機構ホームページをご覧ください。 

⽇本年⾦機構からのお知らせ

本⼈確認事務の変更のお願い

フロッピーディスク（FD）の受付を終了します 

平成 26 年９⽉末をもって、FD を利⽤した届出（健康保険・厚⽣年⾦保険適⽤関係）の受付が終了し
ます。 
現在、FD を利⽤して届出をされ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。 

「⼀括適⽤制度」を利⽤しませんか

平成 26 年 10 ⽉より、外国籍の⽅の厚⽣年⾦保険被保険者資格取得届、厚⽣年⾦保険被保険者⽒名変
更届、国⺠年⾦第３号被保険者関係届（資格取得・⽒名変更）を提出する際には、「ローマ字⽒名届」
（添付書類不要）の提出も合わせて必要となります。外国籍の⽅の年⾦記録を適正に管理していくた
め、忘れずに提出をお願いします。 
○届書には、在留カード、住⺠票の写し等に記載のある⽒名を記⼊してください。 
○届出後も、機構から送付する通知書や全国健康保険協会が発⾏する健康保険被保険者証は、カナ⽒

名で表⽰されます。 
○すでに被保険者となっている外国籍の⽅は、ローマ字⽒名届の提出にご協⼒をお願いします。 

「ローマ字⽒名届」の提出をお願いします 

 

⼀括適⽤制度は、本社、⽀社ごとで、それぞれ適⽤されている事業所（船舶は除きます。）において、
本社等で⼈事、労務、給与を⼀括管理しており、届出を電⼦媒体や電⼦申請で⾏うことができるなど
⼀定の基準を満たす場合は、本社・⽀社を⼀つの適⽤事業所とみなすことができる制度です。 
これにより、いままで本社、⽀社がそれぞれ⾏っている届出事務が⼀つの適⽤事業所で⾏うこととな
り、本社・⽀社間の⼈事異動の際に必要である被保険者の資格取得・喪失届の提出が不要となるため、
⼿続の効率化を図ることができます。 
詳しくは、⽇本年⾦機構ホームページをご覧いただくか、管轄の年⾦事務所にお問い合わせください。

 
 

 年⾦ 本⼈確認事務の変更 
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◆職域型年金委員の推薦のお願い 

日本年金機構では公的年金制度の普及・啓発のため、会社や地域において年金制度

の啓発、相談、助言などの活動を行っていただく年金委員の委嘱拡大を進めています。 

年金委員は活動範囲により「職域型」と「地域型」の２つに区分され、「職域型」は 

厚生年金保険の適用事業所内で活動していただきます。なお、委嘱された年金委員に

は厚生労働大臣名の委嘱状が交付されます。 

「職域型」の年金委員の設置は、厚生年金保険の適用事業所で被保険者数が３００

人未満の事業所は１名以上、３００人以上の事業所は２名以上です。 

年金委員の皆様には研修会の参加や季刊誌の送付など年金に関する様々な情報を提

供させていただきます。事業所においても、職場に年金制度の仕組みを理解している

年金委員が存在することで届出や手続き方法等がスムーズに進められるメリットがあ

ります。 

 年金委員の推薦は事業主様より「年金委員推薦書（職域型）」を管轄の年金事務所へ 

提出していただくことになります。推薦書は日本年金機構のホームページよりお取り 

寄せください。 

年金委員制度の趣旨にご理解いただき、ぜひとも年金委員を推薦していただきます 

ようお願いします。 

◆ 出張相談所開設のご案内 

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 

竹原市 10月 8日（水）10:00～15:30 竹原福祉会館 

尾道市 毎週火・水・木の 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(10 月 13 日を除く)及

び 10月 14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 10月 15日（水）10:00～15:00 庄原農協東城支店 

※ 相談にお越しの際には、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 4月から予約制となりました。 

   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 10月 8日（水） 13:00～16:00 

 福山年金事務所 10月 8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。 

 

 

 

広島 １４０９ １０１７ ０３４ 
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2014.9
※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

ジェネリック医薬品に切り替えてお薬代の節約を

ジェネリック医薬品は
医師による処方せん
が必要なので、まず
は医師や薬剤師にご
相談ください。

先発医薬品からジェネリック医薬品に切り替えると、加入者のみなさまのお薬代の負担が軽減され、また医療費も
削減されることから保険料率の抑制にもつながります。

脱メタボで医療費を削減しましょう！
健診で異常がなかった方とメタボリックシンドロームに該当した方との医療費の違いをご存じ
ですか？協会けんぽでは、メタボリックシンドロームからの脱出を目指して健康相談などを
実施しています。健診とあわせてぜひご利用ください。

退職者の保険証の回収をお願いします

資格を喪失した後に誤って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）をご本人様にお返しいただくことになります。！

ジェネリック医薬品とは ジェネリック医薬品軽減通知について
効き目や安全性が先発医薬品と同等であると
国から認められた上で販売されている安価な
お薬であり、お薬代の負担軽減につながります。

処方されたお薬をジェネリック医薬品に切り替えた場合に
どれくらい軽減されるかについてのお知らせを、平成26年
9月に加入者（ご本人）のご自宅へお送りします。

【通知対象の方】

〈通知の効果（平成24年度通知）〉
●切替者：約31万人
●医療費の軽減額：年間48億円（単純推計）

保健師・管理栄養士による健康相談
3,000事業所（約1万人）に実施

（Ｈ25年度）

●相談は無料です
●職場にお伺いします
【健康相談問合せ先】
082-568-1032
（保健グループ直通）

事業主様
事務担当者様

◎35歳以上の方
◎主に慢性疾患、生活習慣病の先発医薬品を長期間
　服用されている方
◎お薬代の自己負担軽減額が一定以上見込まれる方
※すべての加入者の方が対象ではありません。

保険証が使えるのは退職日当日までです。
加入者（ご本人・ご家族）の保険証の回収をお願いいたします。

メタボによる平均年間医療費の違い

■メタボ

■健診異常なし

厚生労働省調べ0男性

40歳～49歳

（万円）

50歳～59歳

60歳～69歳

10 20 30 40

メタボの人は、年間
約9万円医療費増
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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/

協会けんぽ広島　メルマガ 検 索

○●登録方法●○ （下記の2つからお選びいただけます）

お名前

ご連絡先 （　　　　　） -

メールアドレス @

ご利用上の注意事項（利用規約）
　全国健康保険協会では、メールマガジン配信サービス（以下「本サービス」という）の運営に必要な範囲で、本サービ
スをご利用される皆様の情報の登録を頂いております。本サービスにおける登録情報の取扱い等につきましては、以
下のとおりですので、登録にあたっては、あらかじめ以下の事項をお読みいただき、ご了承のうえ登録をお願いします。
　なお、本サービスは、その内容によりHTML形式の場合や、テキスト形式でも文字数が多い場合があり、全ての携帯
電話での受信に適した形式で配信しておりません。ご登録の際は、パソコンのメールアドレスをご利用ください。
　①本サービスは、外部の配信業者に委託して行っています。②本サービスは、無料（通信料金は除く）でご利用になれ
ます。③全国健康保険協会では、本サービスにご登録頂いた情報について、漏えい、紛失、破壊、不正アクセス及び改ざ
ん等を防止するために必要な措置を講じています。本サービスの運営は外部に委託していますが、委託先においても
収集した情報の適切な管理のために必要な措置を講じています。④登録頂いた情報は、本サービスを円滑に運営する
ための参考として使用します。なお、メールアドレスについては、メールマガジンの配信のために使用します。⑤全国健
康保険協会では、法令に基づき提供することが義務づけられていると解される場合、不正アクセス、脅迫等の違法行為
があった場合、その他特別の理由のある場合を除き、収集した情報を本サービスの運用以外の目的のために自ら利用
し、又は第三者に提供いたしません。ただし、統計的に処理された当サイトのアクセス情報、利用者属性等の情報につ
いては公表することがあります。⑥本サービスでは、メールマガジンを配信するため、メールアドレスの入力を必要とし
ますが、これ以外に個人を識別することができる情報は収集していません。なお、本サービスの登録は、登録者ご本人
の意思により何時でも解除が可能です。また、情報の変更・訂正も可能です。⑦本サービスでは、ウイルス防止のため
ファイルの添付は行いません。（添付ファイルのついたメールは偽物です。）⑧万一、内容が不審なメールマガジンを受
信した場合は、全国健康保険協会ホームページに掲載のバックナンバーと対比してください。⑨メールマガジンの配信
については、回線上の問題（メールの遅延、消失）等により届かなかった場合、もしくは文字化けが生じた場合等でも再
送信はいたしません。全国健康保険協会ホームページに掲載のバックナンバーをご覧ください。⑩本サービスは、全国
健康保険協会の都合により、「全国健康保険協会ホームページ」において予告した後に中止、延期又は廃止することが
あります。⑪全国健康保険協会は、本サービスの利用、運用の中止、延期又は廃止等により発生する一切の責任を負い
ません。⑫登録されたメールアドレスへの配信が連続５回にわたり未着エラーとなった場合、登録メールアドレスは無
効として以降の配信を停止します。⑬原則として、配信されたメールマガジンのメールアドレスへの返信でのご意見、ご
要望等はお受けできません。⑭本注意事項については、必要に応じて改訂する場合があります。改訂する場合は「全国
健康保険協会ホームページ」でお知らせします。

メールマガジンのご案内

月一回配信
旬な情報をわかりやすくお届け
重要な情報は臨時号で即時に！

月一回配信
旬な情報をわかりやすくお届け
重要な情報は臨時号で即時に！

登録
無料！

① 自分で登録
⑴広島支部ＨＰの登録ページへアクセス　　　
⑵「新規登録」をクリック
⑶必要事項を記入し、確認の上「登録」ボタンをクリック

② 広島支部で代理登録 【ＦＡＸ送信先】082-568-1130
下記の利用規約にご同意のうえ、下欄に記入し、このページをＦＡＸしてください。

平成26年7月より協会けんぽの申請書が
新しくなりました。申請書はホームページ
よりダウンロードできます。
申請書の郵送にご協力ください

◎制度や改正の情報
◎説明会や通知の情報
◎よくある質問と回答
◎ダイエットニュースや健康レシピ など

◎保険料の改正など

メルマガで知ったんだ
けど、医療費が高い時
に自己負担を安くする
制度があるんだってね。

健康づくりの情報も
参考になるわ

パソコン・スマートフォン対応

健康保険の
事務担当者様に
オススメ！
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