
協会けんぽ協会けんぽ
全国健康保険協会 愛媛支部
からのお知らせです

12令和
２年 月号

愛媛支部

https://www.kyoukaikenpo.or.jp　☎089-947-2100（代表）

～職場内で掲示や回覧によりご周知ください～

いち早く情報を知りたい方は  メールマガジン「Salud! えひめ」

令和３年度の健康保険料率は２月以降にご案内いたします

協会けんぽ　愛媛　メールマガジン 検  索

★メールマガジンへの登録はホームページから！

健康づくり優良事業所表彰健康づくり優良事業所表彰健康づくり優良事業所表彰

健康保険委員表彰健康保険委員表彰健康保険委員表彰

健康保険委員・健康づくり優良事業所の表彰式を開催しました！
　令和２年11月17日㈫松山市総合コミュニティセンターのキャメリアホールにて、
長年、健康保険委員としてご活躍いただき、健康保険事業の運営に多大なる功績を
残された皆さま及び、従業員の健康保持・増進を図るため特に顕著な
取り組みをされた事業所の皆さまを表彰させていただきました。
※掲載に同意いただいた方のみ紹介しています。（順不同）

全国健康保険協会  理事長表彰
藤堂 和江 様 ［イヨスイ株式会社］
檜口 展明 様 ［　　　　　　　　　　　　　］

厚生労働大臣表彰
藤下 幸重 様 ［株式会社三好鉄工所］ 畠山 　長 様 ［南豫通運株式会社］

松本 由美 様 ［四国通建株式会社］社会福祉法人 御荘福祉施設協会
特別養護老人ホーム

全国健康保険協会  支部長表彰
大西 郁恵 様
［カトーレックウエスト株式会社 東予営業所］

神野 邦彦 様
［株式会社愛媛建設コンサルタント］

新野 史子 様
［四国総合流通株式会社］

村山 千恵 様
［株式会社母恵夢本舗］

沖嶋 里志 様
［社会福祉法人 大洲育成園］

豊田 裕美 様
［一般社団法人 宇摩交通安全協会］

野本 寿美子 様
［株式会社サンメディカル］

横田 千鶴江 様
［川之江港湾運送株式会社］

影浦 孝志 様
［ヤマセイ株式会社］

長井 健二 様
［波止浜興産株式会社］

本田 知史 様
［DCMダイキ株式会社］

兼髙 寛子 様
［株式会社佐々木組］

永易 江里子 様
［クラレテクノ株式会社  西条営業所］

健康づくり優良事業所  支部長表彰
株式会社あわしま堂 様 〈八幡浜市〉
株式会社JAえひめ総合情報センター 様 〈松山市〉
尾藤建設株式会社 様 〈四国中央市〉

四国総合流通株式会社 様 〈松山市〉
仙味エキス株式会社 様 〈大洲市〉

「健康保険委員」に
ついて詳しくはこちら！

「健康づくり優良事業所」に
ついて詳しくはこちら！

な

様藤下幸

沖嶋里

会社あわ

登録画面への
二次元コードはこちら！



年末年始の
営業について

お 知 ら せ 協会けんぽの年末年始の営業日は以下のとおりです。

12月28日㈪ まで年末 年始１月４日㈪ から
急ぎのご用件などがございましたら、お早めにお手続きいただきますようお願いします。

自覚症状も無く血管を脆くし、重大な病気を引き起こす高血圧！ まずは計測を！愛媛支部からの
ひと言

「医療費のお知らせ」をお送りします職場内で掲示・回覧
を

お願いします。

　協会けんぽでは健康保険事業の健全な運営を図るため、年に１回加入者の皆さまへご自身の治療等にかかった医療費を

確認していただく「医療費のお知らせ」を事業所あてに送付しています。

掲載
内容

発送
時期 令和３年１月中旬から下旬

令和元年10月から
　令和２年９月受診分

個人情報が含まれていますので、開封
せずに従業員の皆さまへお渡しいただき
ますようお願いいたします。
※退職された方につきましては同封の返信封筒で
ご返送願います。

よ  く  あ  る  ご  質  問

令和２年10月～12月受診分が記載されていません。Ｑ
Ａ 医療費のお知らせは、２月の確定申告時期に医療費のお知らせをご利用いただけるよう、

送付時点で提供可能な９月受診分までとさせていただいております。

▼

医療費のお知らせが届いていない従業員がいるのはなぜ？Ｑ
Ａ 対象期間中に医療機関等で受診されていない方は作成されません。ただし、受診されて

いても、受診内容を審査中等の理由で記載されない場合があります。

▼

診療内容について詳しく教えてほしい。Ｑ
Ａ 病名や処置、薬剤名などの診療内容につきましては、受診された医療機関や

薬局等にお尋ねいただきますようお願いいたします。

▼

確定申告の手続き（医療費控除）に「医療費のお知らせ」を利用できます。
確定申告（医療費控除）に関するお問い合わせはお近くの税務署にお願いします。

 事業主の
 皆さまへ
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