
全国健康保険協会 鳥取支部
協会けんぽ

鳥取支部統計情報 （令和3年4月現在）
事業所数 10,332（10,148）

被保険者数 128,214人（128,729人）

被扶養者数 75,795人（76,964人）

標準報酬月額 249,466円（249,873円）
（　　）＝前年同月
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従業員の相談 広　報 健康づくり モニター
健康保険委員の皆さまには、協会けんぽと加入者のパイプ役として次の４つの役割をお願いしています。

2,859
鳥取支部  健康保険委員

(令和3年7月末現在)

名

メンタル不調による休職・離職は、生産性が低下するだけでなく、労働力不足による
事業の業績低下にもつながりかねません。
従業員の“心の健康を保つ”ためにはどのようなことをすればいいのでしょうか ?

「職場におけるメンタルヘルス」を考えよう！
ご存知ですか? うつ病などのメンタル不調による病気は…

・ 健康づくり担当者研修会を開催しました！
・ 健康保険制度 レベルアップ講座  ～マイナンバー連携による保険証の発行って?～

・ 被扶養者資格再確認のご協力のお願い
・ ヘルシーとっとりレシピ　～なめこ豆腐～

今
号
の

ト
ピ
ッ
ク
ス

仕事に就けなくなることが多く 長い間休職することになり そのまま退職してしまうことに…

傷病手当金受給者の
31.3％（約3人に1人）
がうつ病などの精神
疾患が原因で労務不
能となっています。

退職後（健康保険
資格喪失後）の傷
病手当金について
は、52.1%（約2人
に1人）の方がうつ
病などの精神疾患
で受給しています。

1位傷病手当金の
支給期間の長さ

傷病手当金受給の
原因となった傷病 1位 1位資格喪失(退職)後

受給している傷病

出典：協会けんぽ　「令和元年度現金給付受給者状況調査報告」

研修会で
メンタルヘルスに
ついて考えました
（次ページ）

傷病手当金の傷病別平均支給期間
をみると、うつ病などの精神疾患は
204.25日（約
6か月半）で1
位となってい
ます。



能力や生まれ育ったバックグラウンドは人それぞれ。
「職場は異なる価値観を持つ人の集団」であると理
解することが大切です。

● 多様性を受容するということ

・世代による違いや個人による違いを踏まえて対応していくことが大切だと感じた
・ストレスチェックの必要性と活かし方について再認識した
・ストレスチェックの導入を検討してみたい
・社員がストレスと上手に付き合い、ポジティブメンタルを維持できるようサポートしていきたい　など

生産性をより高めるため、従業員の意欲や能力を引き
上げる職場作りを考えましょう。

● やる気や能力を引き出す職場づくり

 ・ 能力にあった人事配置（適材適所）
 ・ 心理的報酬（上司や同僚の評価など）は

仕事のやりがいにつながる
 ・ 仕事の裁量権が小さいとストレスがかかりがち

世代の違い
バブル世代の人間と
ゆとり世代の人間の
考え方は同じだろうか ?

誰しも得意な分野も
あれば苦手な分野も
ある

能力の違い

2015年12月、職場のメンタルヘルス対策の新しい取組として「ストレスチェック制度」が導入
され、50人以上の規模の事業場では、1年以内に1度ストレスチェックを行うことが義務付け
られました（50人未満の事業場では努力義務となっています）。
このストレスチェック制度を活用してみると、事業所の問題に気付けるかもしれません。

● ストレスチェック制度を活用しよう！

外部委託を利用して、質問項目に事業所としての関心事項を盛り込み、解析してみましょう！
　例）従業員に関する懸案事項、満足度などの項目をプラスする

様々な観点から分析を行うと、メンタルヘルス対策の取組のヒントになります
　例）若手社員特有の課題、女性の視点から見た課題、部署別の問題点など

ストレスチェックの活用法

集団分析を
してみよう！

従業員の意見を拾い上げられる仕組み
全員が参加できる会社作りを

みんなで考えて
みよう！

8月5日に、オンラインにて「健康づくり担当者研修会」を開催しまし
た。お忙しい中、ご参加いただいた事業所の皆様、ありがとうござい
ました。このたびの研修会では、鳥取大学医学部の岩田正明教授を
お招きし、職場のメンタルヘルスについて講演いただきました。その
講演内容の一部をご紹介いたします。

「健康づくり担当者研修会」を
  開催しました！

「職場を元気にするメンタルヘルス」
鳥取大学医学部  脳神経医科学講座  精神行動医学分野  岩田正明 教授

皆さまの感想（アンケート抜粋）

ストレスの多くは対人関係に起因します。 従業員が何を考えているか、悩みがないかなど
気づけるよう、コミュニケーションがとれる開かれた会社を目指しましょう！

研修会　講演の様子



従業員が結婚して、扶養家族に入っているお子さんも一緒に氏名が変更となりました。
先日新しい保険証が届いたのですが、被保険者（従業員）のみ氏名が変更されており、被扶養者（従
業員の子供）の氏名は旧姓のままでした。これはどういうことですか ?

マイナンバーを活用した届出省略及び氏名変更は被保険者のみとなります。被扶養者については自動
的に氏名が変更されません。従業員のお子さんについては、被扶養者異動届による氏名変更の届出を
日本年金機構へ提出してください。なお、被扶養者の保険証には被保険者の氏名が記載されているため、
被保険者の氏名を変更されると、被扶養者の新しい保険証（被保険者の氏名のみ変更され、被扶養者
の氏名は旧姓のままのもの）も発行されます。恐れ入りますが、こちらの保険証については協会けんぽ
までご返却くださいますようお願いいたします。
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先日、従業員が結婚して氏名が変更となりました。
マイナンバーの届出をしていれば、日本年金機構への氏名変更の届は不要と聞いていますが、新しい
保険証はいつ頃届きますか ?

平成30年3月から、日本年金機構への被保険者の氏名変更届・住所変更届の提出が原則不要となりま
した。
被保険者の皆様の氏名・住所の変更情報については、日本年金機構がマイナンバーを活用して住基
ネットから取得し、協会けんぽに情報提供を行います。
協会けんぽでは、日本年金機構から提供を受けた変更情報をもとに氏名変更による新しい保険証を事
業主様にお送りしています。

8月の異動情報であれば、9月の中旬～下旬頃に日本年金機構から協会けんぽへ情報提供がなされ、
データ受信の翌々営業日後に氏名変更した保険証を協会けんぽから事業主様にお送りします。

ご質問のケースの場合、もし8月に住基ネットの氏名が変更されていれば、保険証は9月下旬頃に届き
ます。
※被保険者であっても 70 歳以上の方やマイナンバーの届出をしていない方については、 日本年金機構へ氏名
変更・住所変更届の提出が必要なケースがあります。 詳しくは管轄の年金事務所までお問合せください。

Q

A

マイナンバー連携による保険証発行の流れ

J-LIS 日本年金機構 協会けんぽ

事業所

※ J-LISとは
　 地方公共団体情報システム機構の略称。
　 住基ネットの運営を行っている。

①異動情報を照会
（月次処理） ③情報提供

　（毎月中旬～下旬頃）

④氏名変更後の
　保険証の発送
　（毎月下旬頃）

⑤旧保険証の返却

②異動情報を回答
（月次処理）

マイナンバー連携による保険証の発行にかかる期間は?

被扶養者は自動的に氏名変更されません。届出が必要です！

健康保険制度レベルアップ講座
マイナンバー連携による保険証の発行って?

平成30年3月から、日本年金機構への被保険者の
氏名変更届・住所変更届が原則不要となったのね

ご注意！



今月は
コチラ！

ヘルシーとっとりレシピヘルシーとっとりレシピ

・ 豆腐（絹ごし）………150g
・ なめこ ………………20ｇ
・ ザーサイ（味付）……5g
・ ねぎ …………………10ｇ

・ 醤油………… 小さじ2
・ 酢…………… 小さじ1弱
・ ごま油 ……… 小さじ1/6
・ ラー油 ……… 小さじ1/2

かけ汁
材料
（1人分）

なめこ豆腐暑い日はやっぱりお豆腐が美味しい

調理時間

15分
1人分
　エネルギー ： 120kcal
　たんぱく質 ： 8.7g
　食塩相当量 ： 2.2g

協会けんぽ鳥取支部の管理栄養士と助手がおいしくてヘルシー、そして簡単なお役立ちレシピをご紹介します！！

作り方 ❶ 豆腐は水切りをする
❷ なめこは目ざるに入れて洗い、熱湯をくぐらせてゆでて冷ます
❸ ザーサイはさっと洗い、薄切りにする
❹ ねぎは薄い輪切りにし、水で晒して絞る
❺ かけ汁の調味料を合わせる
❻ 器に❶の豆腐を盛りつけ、❷❸❹をのせて❺の汁をかける

ポイント 冷奴は水切りをすることで豆腐のうまみがぎゅっと濃縮されてさ
らに美味しくなります。キッチンペーパーでくるんで重しをのせる
としっかりと水切りができて大豆の濃厚な味が楽しめますよ。

令和2年度　被扶養者状況リストの提出率（都道府県支部別）（％）

協会けんぽでは、年に1回、被扶養者としての資格を満たしているかどうかの再確認を行っています。
令和3年度につきましては、10月下旬～11月中旬にかけて順次「被扶養者状況リスト」をお送りいたします。
皆さまの保険料負担の軽減につながる大切な確認となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

確認対象者 ： 令和3年4月1日において18歳以上の被扶養者
発 送 時 期 ： 令和3年10月下旬～11月中旬　　提出期限 ： 令和3年12月20日（月）
添 付 書 類 ： 被保険者と別居している被扶養者や海外在住の被扶養者の場合は、事実を証明する書類

令和3年度の予定

120
kcal

メールマガジン
会員募集中！
スマートフォンを
お持ちの方は

こちらからどうぞ→ 協会けんぽ鳥取

最新情報をチェック！

申請書の提出など
お手続きは
すべて郵送で！

鳥取支部

〒680-8560 鳥取市今町2丁目112番地
　　　　　　 アクティ日ノ丸総本社ビル 5階
TEL：0857-25-0050（代表）

被扶養者資格再確認のご協力のお願い
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100% 鳥取支部の令和2年度の提出率は96.56％で全国2位でした！（令和元年度は96.73%で全国1位）
いつもご協力いただき、ありがとうございます。

令和2年度の実績（全国）
扶養解除者数　約6.8万人
高齢者医療制度への負担軽減額（効果額） 約1億円


