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支部別大会について  

１．大会の趣旨 

    平成26年度は財政特例措置（2年延長）の最終年度であり、27年通常国会に医療保険制度改革  
   のための法案の提出を目指すとされていることから、全国健康保険協会（協会けんぽ）においては、 
   本部・支部が総力を挙げて財政基盤強化に向けた様々な取組みを行うこととしている。 
    その取組みの一環として、支部別大会を開催し、協会けんぽの加入者や事業主からの声を広く関係 
   者、更には国民に訴え、理解をいただくとともに、その声を中央に集約して、秋の全国大会に繫げて、 
   加入者や事業主の皆さまの声を国や政府に届けることとする。 

２．大会の概要 

   ［開催主体］  協会けんぽの各都道府県支部（47支部） 
   ［開催時期］  平成26年6月から8月に開催 
    ［大会規模］  支部の実情に応じて、百名から数百名程度の参加者を予定 
   ［ 参 加 者 ］  各支部の評議会評議員、健康保険委員、事業主及び加入者など 
   ［来賓関係］  招待予定者（団体）は次のとおり 

国会議員 
地方自治体（首長） 
関係団体（各都道府県の商工会連合会、中小企業団体中央会、商工会議所、 

                         連合、社会保険委員連合会など） 
   ［開催内容］  大会の具体的な内容に関しては各支部で決定。基本的な流れは次のとおり 

開会挨拶 
来賓紹介・挨拶 
講演、パネルディスカッション等 
大会決議 
閉会挨拶 3



（３ 月） ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０ 月 １１ 月 １２ 月 

 政府・国の動き 

 協会の動き 

  

  

  

中間整理? 

通常国会 

財政基盤強化に向けた行動計画スケジュール（２６年度） 

25’ 決算 

5年収支 

27’ 料率 
セット 

医療保険部会 

予算編成 

全国 
大会 

大会決議 

記者会見 
（決算等） 

とりまとめ 

 
○要請活動 
 
 
 
○大会関係 
 
 
 
 
○メディア対応 

ほか 

概算要求 

医療保険部会 
（協会財政問題を含む） 

関係団体への 
協力要請 支部別大会 

国会議員や関係方面などへの 
説明及び要請を実施 

国会議員や関係方面などへの 
説明及び要請を実施 

協会の財政基盤強化や制度改正の必要性などについて、メディアや広報媒体を活用して理解を求める 
（制度改正の議論や大会実施など、タイミングを踏まえた効果的な広報を実施） 

集計・分析 
（公表予定） 

被保険者アンケート 

大会決議 
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支部別大会実施予定一覧（5月23日時点）

北海道 8月8日（金） 14:00 ホテルポールスター札幌 滋賀 7月30日（水） 14:00 栗東芸術文化会館さきら

青森 7月14日（月） 13:30 グランドサンピア八戸 京都 8月6日（水） 13:30 アバンティ響都ホール

岩手 7月22日（火） 13:30 盛岡市民文化ホール　小ホール 大阪 8月22日（金） 13:30 ドーンセンター
(大阪府立男女共同参画・青少年センター)

宮城 8月6日（水） 14:00 仙台市民会館 兵庫 7月17日（木） 13:30 兵庫けんみんホール

秋田 6月27日（金） 15:30 秋田ビューホテル 奈良 8月8日（金） 13:30 なら100年会館

山形 7月29日（火） 13:30 生涯学習センター　ホール 和歌山 7月25日（金） 14:00 和歌山ビッグ愛

福島 7月25日（金） 14:00 福島県文化センター 鳥取 7月22日（火） 14:00 とりぎん文化会館

茨城 8月7日（木） 14:00 ホテルレイクビュー水戸 島根 7月4日（金） 14:00 島根県民会館

栃木 7月11日（金） 14:00 宇都宮市東市民活動センター　ホール 岡山 8月8日（金） 14:30 さん太ホール

群馬 7月24日（木） 13:30 群馬県公社総合ビル 広島 7月17日（木） 13:30 広島県民文化センター

埼玉 6月26日（木） 14:00 大宮ソニックシティ小ホール 山口 8月5日（火） 13:30 山口県セミナーパーク

千葉 7月28日（月） 13:30 千葉市文化センター 徳島 7月18日（金） 13:30 アスティとくしま　第２特別会議室

東京 6月26日（木） 13:30 なかのＺＥＲＯ 香川 6月16日（月） 15:15 パールガーデン

神奈川 7月25日（金） 14:00 県民共済みらいホール 愛媛 7月28日（月）（予定） 14:00 松山全日空ホテル

新潟 7月17日（木） 13:00 新潟市音楽文化会館 高知 6月5日（木） 15:00 サンピアセリーズ（２階コーラルホール）

富山 7月18日（金） 15:30 ボルファートとやま 福岡 8月8日（金） 14:00 イムズホール

石川 6月11日（水） 13:00 石川県地場産業振興センター 佐賀 8月8日（金） 14:00 アバンセ

福井 7月14日（月） 10:30 ㈱福井新聞社　風の森ホール 長崎 7月29日（火） 13:30 NCC＆スタジオ

山梨 8月27日（水） 14:00 アピオ甲府 熊本 8月8日（金） 14:00 メルパルク熊本

長野 7月28日（月） 14:00 キッセイ文化ホール 大分 7月18日（金） 14:00 ホルトホール大分　大会議室

岐阜 ７月１１日（金） 13:30 羽島市文化センター 宮崎 7月25日（金） 14:00 宮崎市民文化ホール（イベントホール）

静岡 7月23日（水） 13:30 静岡県男女共同参画センター「あざれあ」 鹿児島 8月5日（火） 13:00 黎明館　講堂

愛知 7月11日（金） 15:30 今池ガスホール 沖縄 6月25日（水） 14:00 浦添市てだこホール（小ホール）

三重 7月24日（木） 14:00 アストホール

会場支部 開催日 開始時間 会場 支部 開催日 開始時間
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