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◆ 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 

北 広 島 町 7 月 23 日（木）10:00～15:30 北広島町役場 

竹 原 市 7 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 

尾道市因島 
毎週月曜日の 10:00～15:30 
（7 月 20 日を除く） 

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 

世 羅 町 7 月 16 日（木）10:00～15:30 世羅町役場本庁舎 

庄 原 市 7 月 15 日（水）10:00～15:00 庄原市役所東城支所 

 ※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、世羅町の各会場は予約制です。 

ご希望の方は、相談日の前々日の午前中までに三原年金事務所へご予約ください。 

（☎0848-63-4111・音声案内の「1」の後に「2」を押してください。） 

 ※北広島町役場の年金相談は、予約制を導入しました。 

ご希望の方は、北広島町役場へご予約ください。 

（町民課国保年金係☎050-5812-1854、芸北支所☎050-5812-2110、大朝支所☎050-5812-2211、 

豊平支所☎050-5812-1122） 

 ※庄原市の年金相談は、予約制を導入しました。 

ご希望の方は、相談日の前日までに三次年金事務所へご予約ください。 

（☎0824-62-3107・音声案内の「1」の後に「2」を押してください。） 

※竹原市の年金相談は、予約制を導入しました。 

ご希望の方は、相談日の前々日の午前中までに呉年金事務所へご予約ください。 

（☎0823-22-1691・音声案内の「1」の後に「2」を押してください。） 

※ご予約は「 土・日・祝日を除く 」平日に受付けております。 

◆ 手話による年金相談のご案内 

会  場 日  時 

広島東年金事務所 7 月 8 日（水） 13:00～16:00 

福山年金事務所 7 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による 

年金相談を行っています。 

◆ 新任事務担当者説明会のご案内 

会  場 日  時 年金事務所 

広島東年金事務所４階会議室 7 月 23 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 7 月 23 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） 

7 月 23 日（木）13:30～16:00 福山年金事務所 

呉年金事務所３階会議室 7 月 22 日（水）13:30～16:00 呉年金事務所 

三原年金事務所２階会議室 7 月 22 日（水）13:30～16:00 三原年金事務所 

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。７月の開催は、上記のとおりです。 

●対象者 ①新任事務担当の方 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 １５０６ １０１７ ０３４



2015.6
※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

糖尿病等の重症化予防（参加費無料）

仕事中や通勤途中のケガ等の治療には、健康保険を使えません！

広島支部では、糖尿病や糖尿病性腎症などの治療をされている方の、重症化や合併症の発症を予防するための
取組を行っています。（糖尿病性腎症第2～4期の方を対象）

プログラムの概要
症状に合わせた健康指導 生活習慣に合わせた改善指導

参加実績
平成23年度　115名
平成24年度　103名
平成25年度　120名
平成26年度　132名

かかりつけの医師の治療方針に基
づき、症状に合わせた食事や運動
の健康指導を行います。

生活習慣をお伺いし、何から改善
すればよいかを一緒に考えていき
ます。

●はり　●きゅう ●あんま　●マッサージ

症状が悪化すると合併症を引き起こし、最悪の場合、失明や人工透析、足の切断、
半身の麻痺など、現在の生活が維持できなくなる恐れがあります。

●プログラムの詳細・参加申込は企画総務グループまで　☎082-568-1014（直通）

仕事中または通勤途中の
ケガ等には・・・

医師による治療手段がない場合の
み健康保険の対象となり、医師が認
め、交付する同意書が必要です。

※上記以外に神経痛・リウマチ等と同等
の慢性的な痛みを主症状とするもの
についても認められる場合があります。

労災保険

健康保険適用の要件

ここに注意！！

健康保険

アルバイトやパートタイマー等の
雇用形態に関係なく、適用されます。

誤って使用された場合、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。

◎労災保険の対象か判断が難しい場合は、勤務先を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
◎事業主や役員の方は取り扱いが異なる場合がありますのでご注意ください。

はりきゅう、あんまマッサージで
健康保険を使うには要件があります

健康保険料の上昇を
抑制するためのアンケート
ご協力のお願い

6月8日に、ランダムに抽出した事
業主の方にアンケートをお送りし
ました。
健康保険料率の上昇を抑制する
ため、皆様の実情を把握させてい
ただき、また健康づくり事業の取
組みに役立てるためのアンケート
となっています。アンケートが届
いた事業主の
方は、ご協力
をお願いいた
します。

アンケート結果は、広島支部の
メールマガジンにてお知らせし
ますので、登録がお済みでない
方はこのお知らせの裏面より、
ご登録をお願いします。

○▶ ×

対象となる

傷病
であること

医師による

治療手段
がない時

◎神経痛　◎リウマチ
◎頸腕症候群　◎五十肩
◎腰痛症　◎頸椎捻挫後遺症

治療上、あんま・マッサージが
必要と医師が認め、交付する
同意書が必要です。

※可動域の拡大等の症状の改善
を目的としている場合に限られ
ます。病名の制限はありません。

対象となる

症状
であること

医師が

治療上必要
と認めた時

◎筋麻痺
◎関節拘縮　など

はり・きゅうは医師の治療と
同時に使えません。

はり・きゅう、あんま・マッサージ
の疲労回復目的は対象外

残業で肩こりがひどい
　のでマッサージを
　　受けたいな

はり・きゅうの施術と医師の治療
の両方で健康保険を使うことは
できません。

日常の疲労回復やリラクゼーショ
ンを目的としたものは健康保険の
対象になりません。

はり・きゅう、あんま・マッサージ
は医師の同意書が必要です。

はり・きゅう、マッサージ師に
渡してください

なお、継続して健康保険で施術を受
けるには、3ヵ月ごとに医師の同意が
必要となります。

ご存じ
ですか？

健康づくり
事業紹介②

▶糖尿病が悪化すると

提出期限：6月末
×

病院の治療だけでなく、
　はり・きゅうも
　　受けたいです

治療と重複しては
受けられません

×

同意書疲労回復目的では
使えません



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。

◎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！

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/

保険証が使えるのは退職日当日まで。
退職後は速やかに保険証を返却して
ください。
申請書の郵送にご協力ください

広島支部配信数

3,000件
突破！

スマートフォンは
こちらから




