
このバナーをクリックして
メルマガ登録画面へ

従業員の方が退職される場合には
保険証の速やかな回収・届出をお願いします

健康保険委員を募集しています

　在職中の保険証は退職日の翌日から無効になります。しかし、以下のような思い違いをして、退職後
に資格が切れた保険証を使用して医療機関等を受診される方がいらっしゃいます。

　事業主・加入者の皆さまの中から、職場での健康づくりや健康保険に関する
広報・相談・モニターなどにご協力いただき、加入者の皆さまと協会けんぽと
のパイプ役として活躍していただける『健康保険委員』を募集しています。

　従業員の方が退職される時には、保険証（扶養家族分も含め）を速やかに回収していただき、日本
年金機構へ被保険者資格喪失届とともにご提出ください。

協会けんぽ（高知西年金事務所内）窓口を閉鎖させて
いただきます（平成27年3月から閉鎖となります）
　皆さまには、ご不便をおかけすることになりますが、何卒ご理解を賜りますようお願いします。
　閉鎖後は、協会けんぽ高知支部の窓口ならびに郵送によるご利用をお願いします。

　平成27年1月26日に予定していた新しい業務システムへの移行に伴い、保険証等の発行や一部給付金の支給を停止
する期間が発生する予定でしたが、移行延期により通常通り業務を行います。新たな業務システムの移行時期は、改めて
後日ご案内いたします。

情報提供サービス
医療費の照会や、事業主による生活習慣病予防健診の
申込みを行うことができるサービスで、画面構成を変
更する予定でした。これに伴い、1月にサービスを一時
休止する予定でした。

■新しい保険証が届くまでは手元にある在職中の保険証が使用できると思った
■月の途中の退職なので、月末までは在職中の保険証が使用できると思った
■退職後にすぐに病院にかからなければならないので、在職中の保険証を
しばらく手元に残しておこうと思った
■新しい保険証の発行元も同じ協会けんぽなので、在職中の保険証を使用
しても問題は無いと思った
■退職後に扶養家族が保険証の資格が切れた事を知らずに使用してしまった ホームページで、申請書・届出書を作成できるサービス

で、新たに提供する予定でした。

1月26日以降に発行する保険証から、二次元コードが
印刷される予定でした。

画面構成の変更を延期するため、
当面、通常通りサービスをご利用
いただけます。

1月26日から開始する予定でした
が、延期します。

二次元コードの印刷を延期します。
このことに伴い、当面、保険証の記載
事項は従来通りのままとなります。

保険証の記載事項の変更

申請書・届出書作成支援サービス

※詳しい内容や最新情報は、協会けんぽのホームページをご覧ください。（http://www.kyoukaikenpo.or.jp/）

≪医療機関等から協会けんぽへの医療費請求の流れ≫（例）

≪健康保険委員にお願いしたいこと≫

９月診療
医療費請求

医　療　機　関

各種事業の推進

１０月１０日受付
（診療の翌月１０日受付）

社会保険診療報酬支払基金
１１月末受付

（診療の翌々月末受付）

協会けんぽ

　平成 27 年度の健康保険料率ならびに介護保険料率は、例年より１カ月遅れの４月分（５月納付分）※

から変更となる見通しです。これは、昨年末の衆議院の解散で政府予算案の閣議決定が遅れたためです。 
　保険料率の改定時期が例年とは異なることになりますが、加入者、事業主の皆さまにおかれましては、
ご理解、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 
　なお、平成 27 年度の新しい健康保険料率、介護保険料率は、２月下旬から３月上旬頃には決定す
る予定です。決定次第、協会けんぽのホームページ、メール
マガジンにてお知らせし、３月の納入告知書にも同封します。 
※任意継続被保険者の方は5月分（5月納付分）から変更となる見通しです。

※資格が切れた保険証を使用されますと、後日、医療費（総医療費の７割～９割）を返還していただく事になります。
　新しい保険証が届く前に医療機関等を受診される場合は、必ずその旨を医療機関等にお伝えください。

健康診断の受診勧奨や、
協会けんぽの各種事業
へのご協力。

広　　　報
事業主・従業員に対する
健康保険事業の周知広
報。

相　　　談
健康保険の各種お手続
きに関する相談へのご
対応。

モニター
協会けんぽの健康保険事
業について、ご意見やご要
望をお聞かせください。

　協会けんぽ高知支部では、メールマガジンの配信サービスを行っております。健康保険制度に関する情報や
手続きの豆知識、健康づくりに関するお役立ち情報をはじめ、制度改正や保険料率変更等の最新情報をいち早
くお届けします。協会けんぽ加入者はもちろん、どなたでも無料でご利用いただけますので、ぜひご登録ください。

協会けんぽ高知支部メールマガジン登録のお願い

■ ご 登 録
　 いただける方

パソコンのEメールアドレスをお持ちの方であればどなたでもご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからはご登録いただけません。ご了承ください。

■ 利 用 料 無料（通信料金は除きます。） ■ 配 信 日 毎月1回（毎月15日頃）のほか臨時号｠

■ 配信内容 ◎各種お手続きに関するQ＆A　◎保健師・管理栄養士による日常生活改善のアドバイス　
◎Ｄｒ．川崎の健康づくりガイド　 ◎法律改正などの最新情報　など

協会けんぽ高知支部 検索

これ、ぜ～んぶ
ダメなんです
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平成27年 ４月号協会けんぽからのお知らせ協会けんぽからのお知らせ2015

http://www.kyoukaikenpo.or.jphttp://www.kyoukaikenpo.or.jp



●運動習慣のある人※の割合

出典：平成23年高知県県民健康・栄養調査

■ 男性　■ 女性
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※１回30分以上の運動を週２回以上、１年以上継続している人
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平成27年度の健康保険料率について
　国の予算審議の遅れにより、現状では平成27年度の健康
保険料率の見通しについてお知らせする事が出来ない状況で
す。健康保険料率に関する情報は、速報として「メールマガジン
臨時号」、「ホームページ」等でお知らせいたします。

高知県と連携してお送りしている『高知の健康図鑑』の第▲回は「食事」がテーマです。

さあ、１・２・３　体を動かそう！
健康
図鑑
健康
図鑑

高知の高知の
第▲回
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地域の野菜などの食材を使って、家族そろって料理を
したり一緒に食べたりして、食事や健康について話し
てみましょう。

毎月19日は｢食育の日｣です

運動するなら
簡単で手軽なウォーキング！

http://kyoukaikenpo.or.jp/shibu/kochi
メールマガジン登録者募集中！　ご登録はホームページより

〒７８０-８５０１ 高知市本町４-２-４０ ニッセイ高知ビル６Ｆ　☎０８８-８２０-６０１０（代表）

協会けんぽ高知支部 検索

全国健康保険協会 高知支部
協会けんぽ

メルマガ登録方法
協会けんぽ高知支部ホームページのトップ
ページ右下部にある下記の図をクリック

登録画面よりお願いします。
クリック

Ｌｅｔ‘ｓ Ｓｔａｒｔ　オフィスdeエクササイズ
職場でできる運動指導をうけてみませんか？

　最近、歩いていて転倒することはないけれど、つまずいている人はいません
か？それは、足の筋肉が衰えているからです。放っておくと何年後には本当に
転倒してしまいます。前月号の続きで今回は「もも上げ」「かかと後ろ上げ」
を紹介します。

　激しい運動ではなく、休憩時間や日々のちょっとした空き時間にできるストレッチ
などを中心に行います。ご自分の体と会話する時間をもって、この機会にメンテ
ナンスをしてみませんか？
　昨年度の実施では、「思ったより簡単にできる運動でよかった」「日頃の運動不
足を実感できた」「体の硬さを実感できた」「リフレッシュできた」「肩こり、腰痛
が楽になったので、今後続けていこうと思う」などのご意見を多くいただき、楽し
んで参加していただけました。

ウォーキングは、いつでもどこでも、一人で
できるもっとも身近な運動です。 
今よりも 1,500 歩 ( 約 15 分 ) 多く歩くことか
ら始めて、徐々に歩数をふやしていきましょう。

③もも上げ

ヨコ①ヨコ① ヨコ②ヨコ②

解像度が足りないです 解像度が足りないです

④かかと後ろ上げ
　かかとをお尻につけるように後ろへ蹴り上げます。
　ももの裏側の筋肉を鍛えます。「３０回」

① ② ③

解像度が足りないです 解像度が足りないです

CHECK
!!

CHECK
!! つま先を上げる場合は、お尻が

でないように気をつけましょう。

つまずかない足作り

女性の20歳代から40歳代や
男性の40歳代は運動習慣の
ある人が少ない状況です。

肩の力を抜く視線は遠くに
あごは引く

胸を張る

足を伸ばす

歩幅はできるだけ
大きくとる

かかとから着地

腕は前後に
大きくふる

背筋を伸ばす

対　　象

実施期間

対象地区

費　　用

指 導 者

申 込 先

Ｔ E L

協会けんぽ加入事業所（５人以上参加できる事業所）

平成 27 年４月～平成 28 年３月

高知県内

無　料

健康運動指導士（健康づくりのための安全で
効果的な運動指導を行う専門家です）

協会けんぽ高知支部　保健グループ　

088-820-6020【担当】木下・上原

※ 運動を継続していただけるよう、当日の写真をＣＤにしてお渡します

背筋を伸ばした姿勢から、膝を
おへそ位置までつけ根の筋肉を
使って引き上げましょう。「３０回」

階段を利用する。元気に歩くなど、普段から体を使う習慣を身につけ、健康貯金をしましょう。


