
従業員の採用

再交付

病気・ケガ・
入院等

健康診断

変更・訂正

給与・賞与

出産・育児休業

退職・死亡

退職後の保険
（任意継続）

事業所に
関するもの

●被保険者証再交付申請書
●高齢受給者証再交付申請書

●任意継続被保険者資格取得申出書
●任意継続被保険者資格喪失申出書
●健康保険被保険者証回収不能届
　（任意継続被保険者用）
●任意継続被保険者被扶養者（異動）届

●傷病手当金支給申請書
●療養費支給申請書
●高額療養費支給申請書
●限度額適用認定申請書
●限度額適用・標準負担額減額認定申請書
●特定疾病療養受療証交付申請書
●第三者等の行為による傷病（事故）届

●出産手当金支給申請書
●出産育児一時金支給申請書

●特定健康診査受診券（セット券）申請書

●埋葬料（費）支給申請書

●被保険者資格取得届

●産前産後休業取得者申出書
●育児休業等取得者申出書
●産前産後休業終了時報酬月額変更届
●厚生年金保険養育期間
　標準報酬月額特例申出書
●育児休業等終了時報酬月額変更届

●被保険者資格喪失届
●健康保険被保険者証回収不能届

適用事業者名称・所在地変更（訂正）届
●
●
事業所関係変更（訂正）届

● 健康保険被扶養者（異動）届
　（国民年金第3号被保険者関係届）

●被保険者報酬月額算定基礎届
●被保険者報酬月額変更届
●被保険者賞与支払届

●
●被保険者住所変更届
被保険者氏名変更（訂正）届

各種申請書の提出は郵送で！

健康保険に関する申請書は、種類によって提出先が異なります。必要な申請用紙は、ホーム
ページからダウンロード・印刷してご使用いただけます。協会けんぽで受付している申請書は、
すべて郵送でご提出いただくことができます。郵送での提出にご協力をお願いいたします。

書類により、提出先は2箇所に分かれます

健康保険の給付や退職後の健康保険のお届けはこちら

〒680-8560
全国健康保険協会 鳥取支部
個別郵便番号〒【680-8560】を記載していただいた場合は、
郵便番号の宛先住所を省略することができます

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tottori

協会けんぽ　鳥取 検索

在職中の方の健康保険・厚生年金に関するお届けはこちら

〒700-8501
日本年金機構　岡山広域事務センター
※受付窓口はありません。ご相談は年金事務所へ
個別郵便番号〒【700-8501】を記載していただいた場合は、
郵便番号の宛先住所を省略することができます

https://www.nenkin.go.jp

日本年金機構 検索

各申請書は、協会けんぽもしくは日本年金機構のホームページからダウンロードしていただけます。

お問い合わせ先
全国健康保険協会鳥取支部
電話 0857-25-0050（代表）

お問い合わせ先
鳥取年金事務所　Tel.0857-27-8311
倉吉年金事務所　Tel.0858-26-5311
米子年金事務所　Tel.0859-34-6111

マイナンバーと
基礎年金番号が
結びついている
被保険者は原則
届出不要です。
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すべての国民が何らかの医療保険に加入し
お互いの医療費を支え合う国民皆保険制度

生活
保護

年金
制度

労災
保険

雇用
保険

介護
保険

社会
福祉
など

保健事業
公衆衛生
など

医療
保険

社会保険 社会福祉公的扶助 保健事業・公衆衛生

医療保険は、突然の病気やケガによって生じる経済的な負担を、
お互いで支え合うことを目的にしている社会保障制度の１つです。

「国民皆保険制度」

※ 自己負担割合は年齢等により設定されているため、１割または２割の場合があります。これに伴い、医療機関が保険者に請求する医療費の
額も、９割または８割となります。
　 なお、同一の月に医療機関で支払った額が高額になり、自己負担限度額を超えたときは、申請することでその超えた分が後日「高額療養費」
として払い戻されます。（P.４6参照）

医療サービスが提供される仕組み
保険証を医療機関（病院・診療所）に提示すると、医療費の３割（自己負担）のみを支払うことで、
医療サービスを受けることができます。

加入者

医療機関
医療費の請求

保険料の支払い

医療サービスの提供

医療費の
支払い〈3割※〉

医療費の支払い〈7割※〉

保険者

医療保険の仕組み
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医療保険の分類
加入する医療保険は、年齢、職業、地域などに応じて違いがあり、
高齢者の医療費を現役世代が支える仕組みとなっています。

75
歳
以
上

今後、高齢者の増加に伴い、医療費が増加します。また、高齢者を支える現役世代の人数は減少していくた
め、現役世代の負担は増加していきます。  

1965年

65歳以上1人に対して
20～64歳は

9.1人
65歳以上1人に対して
20～64歳は

1.9人

2020年

65歳以上1人に対して
20～64歳は

1.3人（推計）

2050年

少子高齢化が医療保険に与える影響Check

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」
　　　 総務省  人口推計を基に作成

保険の種類

主な加入者

中小企業で働く方と
そのご家族

全国健康保険協会
（協会けんぽ）

大企業で働く方と
そのご家族

健康保険組合

公務員等と
そのご家族

共済組合

自営業者
年金生活者
非正規雇用者

など

国民健康保険

公費（税など）

7.6兆円
（46.3%）

支援金

6.2兆円
（38.0%）

保険料
1.2兆円
（7.3%）

自己
負担額
1.4兆円
（8.4%）

後期高齢者医療制度
◉後期高齢者の医療費の財源構成（2018年度） 出典：厚生労働省  第145回社会保障審議会医療保険部会資料を基に作成

現役世代が支援金を負担

75
歳
未
満
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