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●資格取得届提出時の「本人確認」事務の取扱い
●添付書類の有効期間が変わりました
●公的年金等の源泉徴収票を発送しています
●オンライン申請（電子申請）が便利です！
●その他
●全国健康保険協会広島支部からのお知らせ
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事業主の皆さまへ 平成２７年１⽉号

⽇本年⾦機構からのお知らせ

添付書類の有効期間が変わりました 

資格取得届提出時の「本⼈確認」事務の取扱い 

公的年⾦等の源泉徴収票を発送しています 

⽇本年⾦機構からお⽀払いする⽼齢厚⽣年⾦等を受け取っている⽅へ「平成 26 年分公的年⾦等の源泉
徴収票」を平成 27 年 1 ⽉ 13 ⽇から順次発送しています。 
年⾦を受給している従業員の⽅にお伝えください。 

インターネットを使って健康保険・厚⽣年⾦保険適⽤関係の⼿続きができるのをご存知ですか？ 
年⾦事務所の窓⼝に⾏かなくても、e-Gov:電⼦政府の総合窓⼝（http://www.e-gov.go.jp/）から、
24 時間いつでも申請・届出できます。ぜひオンライン申請の利⽤をご検討ください。 

下記届書を提出する際の添付書類（法⼈は法⼈（商業）登記簿謄本、個⼈事業主は事業主世帯全員の 
住⺠票）は、これまで「提出⽇から遡って 60 ⽇以内に発⾏されたもの」が必要でしたが、「提出⽇から
遡って 90 ⽇以内に発⾏されたもの」に変更しました。 

〔対象となる届書〕 ・適⽤事業所所在地・名称変更（訂正）届（管轄内） 
        ・適⽤事業所所在地・名称変更（訂正）届（管轄外） 
        ・新規適⽤届 

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、新規に基礎年⾦番号を
付番する際に、住⺠票上の住所をもとに、住⺠基本台帳ネットワークシステムへ本⼈照会をして住⺠票
コードを収録しています。 
 
このため、資格取得届の被保険者住所欄には、原則住⺠票上の住所を記⼊していただきますが、 
①基礎年⾦番号をお持ちでない⽅、または、確認できない⽅（基礎年⾦番号欄が空欄となる⽅） 
②住⺠票上の住所以外に郵便物の届く住所がある⽅（現住所が住⺠票上の住所と異なる⽅） 
の両⽅に該当する場合は、資格取得届の被保険者住所欄に郵便物の届く住所を記⼊し、備考欄に住⺠票
上の住所を記⼊して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） 
 
※電⼦申請・電⼦媒体申請（ＣＤ/ＤＶＤ）により⼿続きされる場合も取扱いは同じです。 
※⽇本年⾦機構で本⼈確認ができなかった場合、資格取得届等を⼀旦お返しすることとなります。 
※本⼈確認ができなかった場合には、健康保険被保険者証の交付ができません。 
 
詳しくは、⽇本年⾦機構ホームページをご覧ください。 
 

オンライン申請（電⼦申請）が便利です！ 

✔いつでも⼿続き OK！ ➢ 忙しいときでも、時間を気にせず、⼿続きできます。 
✔時間とコストの節約  ➢ 年⾦事務所に出向く時間や、交通費・郵送費を削減できます。 

こんな 
メリットが☞ 

  

media05
テキストボックス
1/2



 

◆街角の年金相談センターのご案内 

街角の年金相談センター広島 

〒730-0015 広島市中区橋本町 10-10  

広島インテスビル１階 （契約駐車場：さんらいずパーキング） 

街角の年金相談センター福山 

〒720-0065 福山市東桜町 1-21  

エストパルク 6階 （契約駐車場：エストパルク） 

※ 街角の年金相談センターは、全国社会保険労務士会連合会が運営しております。 

※ 対面による年金相談を行っています。電話による一般的な年金相談は「ねんきんダ

イヤル」（TEL０５７０－０５－１１６５）をご利用ください。 

 

◆ 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 2月 12日（木）10:00～15:30 竹原福祉会館 

尾道市 
毎週火・水・木（2月 11日を除く）

の 10:00～15:30 
尾道市公会堂別館 

尾道市因島 毎週月曜日の 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 2月 18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 2月 12日（木） 13:00～16:00 

 福山年金事務所 2月 12日（木） 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 年金事務所 

広島市西区民文化センター 2月 20日（金）13:30～16:00 広島西年金事務所 

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。２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 

 

広島 １５０１ １０１７ ０３４ 
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2015.1
※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

内容：傷病手当金や退職後の任意継続保険制度、がん検診についてなど

健康保険委員の方を対象に研修会を行います

全国健康保険協会（協会けんぽ）
広島支部長　向井　一誠

新年明けましておめでとうございます。
　平素より協会けんぽ広島支部の事業運営に多大なご協力・ご支援をいただいており
ますことを、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
　社会保障は自助・共助・公助により成り立っています。しかし消費増税の先送りにより、
国庫からの支援は期待薄です。また、当然のことながら保険料率のこれ以上のアップ
は認められません。よって、「国民皆保険制度」を維持するためには、畢竟、自助を進め
るしかありません。こうした中で、広島支部は「データヘルス計画」の一助として「ヘルス
ケア通信簿」を作成し、3月ごろにはお送りする予定です。この内容は各事業所の健康
に関するデータが一目で理解できる内容となっています。これにより自分でできることからやることが医療費適正
化につながります。我 も々総力を挙げてご協力いたしますので一緒にやりましょう。
　新年にあたり、皆さまのご健勝とご多幸、事業所の益々のご発展を祈念しまして、ご挨拶とさせていただきます。

全国健康保険協会広島支部　向井一誠

会　　場
庄原市田園文化センター
（庄原市西本町2-20-10）

三次市民ホール
(三次市三次町111-1)

広島県健康福祉センター
(広島市南区皆実町1-6-29)

アステールプラザ
(広島市中区加古町4-17)

末広殿
(府中市府中町118-8)

平成27年2月4日（水）
13：30～16：00

開催日時 会　　場

平成27年2月9日（月）
13：30～16：00

平成27年2月12日（木）
13：30～16：00

平成27年2月19日（木）
13：30～16：00

平成27年2月17日（火）
13：30～16：00

東広島商工会議所会館
(東広島市西条中央7-23-35)

ビューポートくれ
(呉市中通1-1-2)

ふくやま芸術文化ホール
（リーデンローズ）
(福山市松浜町2-1-10)

しまなみ交流館
(尾道市東御所町10-1)

平成27年2月12日（木）
13：30～16：00

平成27年2月24日（火）
13：30～16：00

平成27年2月13日（金）
13：30～16：00

平成27年2月18日（水）
13：30～16：00

開催日時

◎登録方法（下記の2つからお選びいただけます。）
① ホームページより登録用紙“健康保険委員委嘱届”をダウンロードし、支部に郵送

② 広島支部より登録用紙“健康保険委員委嘱届”を郵送し、支部に返送
【お問い合わせ先】082-568-1014（企画総務グループ直通）

第1回研修会で平成26年度健康保険委員表彰を行いました
理
事
長
表
彰

支
部
長
表
彰

濵本　志穂（三栄産業 株式会社）
金井　　真（広島県森林組合連合会）
田村香代美（東洋建設 株式会社）
川崎　　瞳（早川ゴム 株式会社）

福田　文代（株式会社 三谷屋）
松原　秀幸（医療法人社団樹章会本永病院）
枡田　博昭（一般社団法人 広島県歯科医師会）

田中　　貴（エビス電工 株式会社）
佐藤　宏之（広島化成 株式会社）　　
石井　耕二（福山商工会議所）　　
原田　　旭（広島県建設国民健康保険組合）
斉藤　　妙（株式会社 ビー・アングル）
西本　雄二（尾道塩干 株式会社）
柳　　朋子（イワタニ山陽 株式会社）

末廣　秀樹（合田産業 株式会社）　　
四丹ちふみ（庄原市立西城市民病院）　　
廣川　耕三（医療法人社団ヤマナ会東広島記念病院）
武安　紘二（武安会計事務所）　　
久保田　敏（株式会社 イトー）
宗盛　律子（宗盛電気サービス 株式会社）

（敬称略・順不同）

平成26年
度

第2回

協会けんぽ広島　健康保険委員 検 索

委員のご登録をされていない事業所におかれましては、
これを機会にぜひご登録をお願いいたします。



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/

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

高額療養費制度が平成27年1月から変わります！ ❸

ヘル シーメニューで健康に！

産科医療補償制度の見直しについて 「医療費のお知らせ」を送付します

協会けんぽ広島　広報紙 検 索前回①②の内容は、広島支部ホームページでご確認いただけます。

ヘルシーグルメ　広島 検 索参加店に関する情報等、詳しくはインターネットをご覧ください。

下記の通り、★自己負担限度額が変更になります。（70歳未満の方）

平成26年12月診療分まで 平成27年1月診療分より
区分 標準報酬月額 ★自己負担限度額 区分 標準報酬月額 ★自己負担限度額

Ａ
上
位
所
得

Ｂ
一　

般

Ｃ
低
所
得

53万円以上

区分Ａ、Ｃ以外

市区町村民税の
非課税者等

15万円
+(総医療費－50万円)×1％

（多数該当）83,400円

80,100円
+(総医療費－267,000円)×1％

（多数該当）44,400円
35,400円

（多数該当）24,600円

ア

イ

ウ

エ

オ

83万円以上

53万～79万円

28万～50万円

26万円以下

252,600円
+（総医療費－842,000円）×1％
（多数該当）140,100円

167,400円
+（総医療費－558,000円）×1％
（多数該当）93,000円

80,100円
+（総医療費－267,000円）×1％
（多数該当）44,400円

57,600円
（多数該当）44,400円

変更なし（同左）
※標準報酬月額が区分ア・イに該当する場
合は、市区町村民税の非課税者等で
あっても区分ア・イの適用となります。

●自己負担額は世帯で合算することができます（世帯：被保険者とその被扶養者）
●70歳未満の方の合算できる自己負担額は、21,000円以上のものに限られます。
●医療機関ごとに計算します。また、同じ医療機関であっても⑴医科入院、⑵医科外来、
⑶歯科入院、⑷歯科外来にわけて計算します。 
●医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局で支
払った自己負担額を処方せんを交付した医療機関に含めて計算します。

日本高血圧学会などが推奨する医学的根拠に基づいたダイエット食を提供するレストランが
「こだわりのヘルシーグルメDietレストランin呉＆in広島」において紹介されています。低カ
ロリー(400～600㎉)・減塩(2～3g)のランチを提供している呉市、広島市内の約40店舗が
参加しています。お店では「こだわりのヘルシーグルメランチ」とご注文ください。

平成27年1月1日以降の出産から出産育児一時金に含まれる産
科医療補償制度の掛金が変更になりました。

●送付時期：平成27年2月中旬
～事務担当者様へお願い～

個人宛の親展封筒となっておりますので、
開封せず被保険者（ご本人）様にお渡し
ください。 
お手数をお掛けしますが、ご協力をお願い
致します。

世帯合算
の

ポイント

H26.12.31まで
H27.1.1から

産科医療
補償制度の
掛金

出産育児一時金
左記の制度に加入
している分娩機関

左記の制度に加入
していない分娩機関

30,000円
16,000円

420,000円 390,000円
420,000円 404,000円

生活習慣病
の

予防・改善




