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伊良湖菜の花ガーデン（田原市）

職場内で回覧しましょう

（隔月発行）

2017年1月

恭賀新年　2017年頭所感
●ジェネリック医薬品軽減額通知をご自宅へお送りします

● 2月中旬に医療費のお知らせをお送りします

●コラム　～日本の健康・世界の健康～

●年金の予約相談について

●「各種割引券」発行のご案内

　事業所の名称や所在地を変更されました際には、「事業所名称・所在地等変更届」を
愛知県社会保険協会へご提出くださいますようお願いいたします。
　なお、届書の様式は愛知県社会保険協会のホームページに掲載しております。〔　 〕

《
今
月
の
主
な
内
容
》
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山田　忠明

一般財団法人
愛知県社会保険協会長

　新年あけましておめでとうございます。
　会員の皆様には、お健やかに新年をお迎えに
なられたことと、謹んでお慶び申し上げます。
　旧年中は、本会の事業運営に多大なるご支援
とご協力を賜り、衷心より厚く御礼申し上げま
す。
　おかげさまで各事業とも計画に沿って、概ね
順調に進捗いたしております。
　さて、昨年も熊本の地震をはじめ各地におい
て大雨、洪水等自然災害が後を絶ちませんでし
た。犠牲になられた方々に衷心より哀悼の意を
表するとともに、現在も避難等不自由な生活を
余儀なくされている皆様に心よりお見舞いを申
し上げます。
　また、当地におきましても南海トラフ地震に
よる甚大な被害が警戒される地域であり、防災
対策が一層緊急性を増しています。
　わが国の経済は、政府の経済対策の効果が本
格化することで、公共投資が増加するとみられ
ることなどから、景気は、緩やかな回復傾向が
続くとの予測がされておりますが、トランプア
メリカ大統領の就任により日本の景気に及ぼす
影響が注目されます。
   一方、わが国の社会保障制度につきましては、
年金の受給資格を得るのに必要な保険料納付期
間を25年から10年に短縮する改正年金機能強化

法が昨年成立し、今年の10月から新たに64万人
の方が年金を受け取れるようになります。
   さらに、雇用保険法の一部改正に伴う雇用保
険の適用対象の拡大により、本年1月から65歳
以降に新たに雇用される方が雇用保険の対象と
なりますが、保険料徴収は平成31年度分まで免
除となります。
   社会保障制度の中核でもある医療保険制度・
年金制度につきましては、少子高齢社会・人口
減少社会が進行するなかで、「質の高い医療サー
ビスが安定的に提供される制度」、「信頼される
年金制度」が確立されることを期待しています。
　当協会といたしましては、健康保険制度及び
公的年金制度が健全かつ安定的に運営されます
ように、会員事業主の皆様のお役にたてる事業
運営に努め、両制度を周知するための広報活動
を始め、事業主・被保険者とそのご家族の皆様
の健康の保持増進、福祉の向上に貢献する事業
を引き続き推進してまいります。皆様のなお一
層のご支援とご協力を賜りますようよろしくお
願い申し上げます。
　新年にあたり、皆様方の益々のご活躍とご多
幸、会員事業所のご発展を心より祈念申し上げ
まして、年頭の挨拶といたします。

2017 年頭所感2017 年頭所感
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広瀬　　茂

全国健康保険協会
愛知支部長

竹下　充昭
大曽根年金事務所長

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　皆様におかれましては、健やかに新春をお迎えのこと
とお慶び申し上げます。
　また、平素より公的年金制度への深いご理解のもと、
円滑な事業運営にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　愛知県内16年金事務所を代表して年頭のご挨拶をさせ
ていただきます。
　日本年金機構は、一昨年の「不正アクセス情報流失事
案」により、再発防止等の徹底を図ることはもとより、
皆様の年金個人情報の保護を確実に行うため、「日本年
金機構再生プロジェクト」を策定し、「組織改革」、「人
事改革」及び「業務改革」の３つの改革を行いながら、
組織の一体化・内部統制の強化を進めております。
　このプロジェクトの一環として、今月から、これまで
の愛知事務センターに、岐阜県及び三重県の事務セン
ターを統合して、「名古屋広域事務センター」をスター
トしました。
　さらに２月には、大曽根年金事務所に名古屋北年金事
務所の厚生年金部門である厚生年金適用調査課ならびに
厚生年金徴収課を移管・集約します。
　これらは、業務の効率化を図りつつ、今後、お客様へ
の年金相談のチャンネルを整備・拡大していくこととし
ています。
　また、制度改正におきましては、年金受給資格期間を
現行の25年から10年に短縮する改正法が８月から施行さ
れることとなり、これにより、10月から全国でおよそ
64万人の方が新たに年金を受けることができるようにな
る見通しです。日本年金機構では、この対応を適切に行
えるよう準備を進めてまいります。
　さらに、基幹業務につきましても、引き続き、適用、
徴収、給付、相談の各業務を正確、確実かつ迅速に行う
とともに、年金記録の正確な管理と年金記録問題への適
切な対応を行い、お客様一人ひとりの期待に応える質の
高いサービスを目指し、職員一同邁進してまいります。
　皆様には、本年も、より一層のご理解とご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。
　末筆になりますが、皆様のご発展とご多幸を祈念いた
しまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

　新年を迎え、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。
　皆様にはお健やかに新年をお迎えになられたことと、
心よりお慶び申し上げます。
　また、平素より協会けんぽの事業運営に多大なご理解
とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　平成29年度の平均保険料率は昨年末の運営委員会にて
10％を維持することとなり、厚生労働省に要請いたしま
した。準備金が法定額を超えていることから引き下げ案
もありましたが、長期的に安定した運営が求められたこ
とで据え置きとなりました。正式な認可を経て2月には
お知らせいたします。
　昨年末、協会けんぽ愛知支部オリジナルの「ヘルスアッ
プ通信簿」を県内の従業員20名以上の事業所11,534社へ
お届けしました。「ヘルスアップ通信簿」とは社員の健
診結果や医療費のデータを企業ごとに分析し、県内企業
全体や同業他社と比較したものです。項目ごとに同業種
とのランキングもあり、課題も見つけやすく企業の健康
度診断と呼べるものです。社員の健康を気遣い健康経営
に前向きな企業は、社員の健康こそが最も重要な経営資
源であるとの認識に立ったものです。健康増進に取り組
む経営スタイルは、企業のイメージアップになるばかり
かリクルート効果や欠勤率の低下による生産性の向上に
もつながります。加えて、経済産業省が推進し愛知支部
でも取組みを始めた「健康宣言」にもチャレンジしてい
ただくことで、企業のブランド価値はさらに高まります。
　愛知支部では健康宣言にエントリーしていただいた企
業様に「健康宣言チャレンジ認定」をお届けし、中でも
優秀なお取り組みをされた事業所を表彰させていただく
ほか、支部のホームページでご紹介させていただきます。
更に、ハローワークの求人票に優良認定企業である旨の
記載ができるメリットもあります。
　健康は一朝一夕で成るものではありません。健康への
投資が健康長寿という実り多いものになることを願って
おります。
　末筆になりましたが、貴会と皆様方の益々のご発展と
ご健康を祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていた
だきます。

2017 年頭所感
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  お薬をお得に切り替え

ジェネリック医薬品軽減額通知をご自宅へお送りしますジェネリック医薬品軽減額通知をご自宅へお送りします

協会けんぽでは、ジェネリック医薬品普及の取り組みの一環として
「ジェネリック医薬品軽減額通知」をお送りしています。

　ジェネリック医薬品に切り替えると
   　お薬代の負担を軽減できます！
　

❶ 安全なお薬 ◆ 国の審査をクリア！効き目も安全性も先発医薬品と同等

ジェネリック医薬品とは

❷ 価格が安い ◆ 先発医薬品の有効成分を利用するため低コストで開発

ジェネリック医薬品に切り替えた場合のお薬代の軽減可能額をお知らせ

送付対象者
平成29年2月　協会けんぽ加入者（被保険者）様の住所へ送付送 付 時 期

かかりつけ薬剤師にご相談ください

◆ 花粉症や糖尿病など様々な症状に対応
◆ 味や飲みやすさなど使用感が改良

かかりつけ薬局・薬剤師を活用すると
薬の飲み合わせや残薬管理も安心です。

ジェネリック医薬品は進化しています！

 ジェネリック医薬品を希望される皆様へ
　協会けんぽでは、ジェネリック医薬品の希望を医師や薬剤師にお伝えしやすくするため
「ジェネリック医薬品希望シール」をご用意しています。※保険証などに貼ってお使いください。
従業員数など、必要枚数を以下にご記入のうえ、FAX送信してください。郵送でお送りいたします。

「ジェネリック医薬品希望シール」依頼書　FAX：052-856-1491

◆ 貴社所在地
〒　　　-

◆ ご担当者様氏名

◆ 電話番号　　　　　　　　　　　　　　◆ 必要枚数　　　　　　枚

◆ 貴社名

 2月中旬に医療費のお知らせをお送りします

日　　時

場　　所

申込方法

通知を薬局に持っていくと…

ジェネリック医薬品の利用について
相談がスムーズに！

ジェネリック医薬品の利用について
相談がスムーズに！

次回お薬
を

もらう際

お薬代の負担軽減額

（平成27年度実績）

お一人あたり
年間平均 17,350円

加入者の皆様へお知らせください

医療費の
お知らせ

保険証への貼付の例

20歳以上の方で、切り替えにより一定額以上のお薬代軽減が見込まれる方

ジェネリック
医薬品

軽減額通知

ジェネリック
医薬品

軽減額通知
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全国健康保険協会 愛知支部
協会けんぽ

TEL052－856－1490（代表）
●受付時間　午前８：30～午後５：15（土日祝日・年末年始を除く） 職場内で掲示して、ご活用ください。

記載の内容は、協会けんぽの加入者
様向けのものです。
健康保険組合の加入者様は、内容が
異なる場合があります。〒450-6363 名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋23階

協会けんぽの紙面（4、5ページ）についてのお問い合わせはこちら

手続きは郵送でお願いします。 協会けんぽ 愛知 検　索 ⬅ホームページはこちらから〒

ジェネリック医薬品軽減額通知をご自宅へお送りします  2月中旬に医療費のお知らせをお送りします 2月中旬に医療費のお知らせをお送りします
　2月中旬に事業所へ被保険者様の「医療費のお知らせ」をお送りいたします。被保険者様宛の
「親展封筒」を同封しておりますので、お手数をおかけいたしますが、未開封のまま、被保険者
様へお渡しいただきますようお願い申し上げます。

企業・自治体・保険者が連携してあいち発の地域で取り組む
健康経営を実現するために「これからのあいち健康経営」をお伝えします。

健康保険を使って受診した医療費の内訳等をお知らせするものです。

　確定申告（医療費控除）の証明書類にはお使いいただけませんが、
いつどの医療機関を受診し、いくら医療費がかかったのか一目でわか
る一覧になっています。

　申告書類を作成する際、そろえた領収証と照らし合わ
せて確認するためにご活用ください。

医療費のお知らせとは？

医療費のお知らせの活用法

　 医療費のお知らせに記載されている金額と、領収書の金額が一致しているか
　 同様に受診日（日数）も一致しているか、確認をお願いします。
※金額や受診日（日数）に相違が見つかった場合は、下記連絡先までご確認・ご相談ください。

医療費のお知らせ    主な確認項目　～領収書をそろえたら～

日　　時日　　時 平成29年２月13日（月）13：30～17：00（開場 12：30予定）
場　　所場　　所 名古屋国際センター別棟ホール ● JR・地下鉄「名古屋駅」から東へ徒歩７分

● 地下鉄「国際センター駅」地下直結

申込方法申込方法 ホームページよりお申込みください。

TEL: 052-249-9200 　FAX: 052-249-9210
E-mail : toiawase@nittsusystem.co.jp

あいち健康経営会議実行委員会事務局
　　　　　　　　　　　　牧野・中根

セミナー「あいち健康経営会議」のご案内

お問い合わせ 主催：あいち健康経営会議実行委員会
後援：全国健康保険協会愛知支部、厚生労働省、
　　　中部経済産業局、愛知県、愛知県商工会連合会、
　　　特定非営利活動法人 健康経営研究会

参加費　無料
先着　250名様

ジェネリック医薬品の利用について
相談がスムーズに！

医療費の確認をお願いします

対象となる診療期間
  平成27年10月～
  平成28年9月分（原則）

医療費の
お知らせ
医療費の
お知らせ

照らし合わせて
相違がないかチェック！

協会けんぽ
愛知支部後援

あいち健康経営会議　申込

協会けんぽ加入事業所も
取り組みを紹介予定です

ジェネリック
医薬品
軽減額通知
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社会保険協会からのお知らせ

名古屋大学大学院医学系研究科　国際保健医療学・公衆衛生学分野　青山 温子
　毎年この季節になるとインフルエンザが流行し、学
校での集団感染も起こります。11月末までに、全国
542校で学級閉鎖がありました。季節性インフルエン
ザに対しては、流行型を予測してワクチン株を選定し
ています。この冬は、A型2株 (H1N1・H3N2) および
B型2株を含む4価のインフルエンザワクチンが導入さ
れましたが、患者から検出されたウィルス型をみると
予防接種の効果が期待できます。
　インフルエンザの予防接種は、高齢者以外は原則と
して費用を自己負担する任意接種です。予防接種法お
よび予防接種施行令では、定期接種すなわち公費負担
により一定の年齢で予防接種する疾患が決められてい
て、ジフテリア、百日咳、ポリオ、麻疹、風疹、日本脳炎、
破傷風、結核、ヘモフィルスインフルエンザ菌b型 
(Hib) 感染症、肺炎球菌感染症、ヒトパピローマウイ
ルス (HPV) 感染症、水痘、B型肝炎が対象疾患となっ
ています。世界保健機関 (WHO) は、ロタウィルス感
染症についても定期接種を推奨しており、また、ほと
んどの先進諸国は、流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ: ム
ンプス) も定期接種の対象としています。
　感染症による疾病負担の大きい開発途上国では、予
防接種は子どもたちの命を救うのに大きく貢献してき
ました。1974年 に始まった予防接種拡大計画 
(Expanded Programme on Immunization: EPI) で
は、WHOとユニセフを中心に世界各国の政府や民間機
関が協力して、途上国の子どもたちの予防接種を推進
してきました。EPIは、当初、BCG (結核)、ポリオ、
DTP (ジフテリア・破傷風・百日咳の3種混合ワクチン)、
麻疹ワクチンを接種していましたが、その後、黄熱病 
(流行地域対象)、B型肝炎、MMR (麻疹・ムンプス・
風疹の3種混合ワクチン) も加わりました。さらに、予
防接種と一緒にビタミンA製剤を投与して免疫能力を
高めようとする、EPI Plusと呼ばれる方法 も広く行わ
れています。
　途上国の地方の貧しい村々にまで予防接種を行き渡
らせるために、さまざまな工夫がなされました。まず、
ユニセフなどがワクチンを大量にまとめ買いし、安価

に安定供給できるようにしました。次に、ワクチンの
品質を保持して遠方の村に持っていくために、電気の
ない郡病院や村の診療所に、ケロシン (灯油) 式冷蔵庫
を設置し、温度計をとりつけて庫内温度を管理するよ
うにしました。中央薬庫から運ばれたワクチンは、ケ
ロシン式冷蔵庫に一時保管され。アイスボックスに入
れて村に運び、その日のうちに使い切るという方法で、
予防接種を推進しました。このように、冷蔵したワク
チンを末端まで届けるよう工夫した仕組みを、コール
ド・チェーンと呼んでいます。さらに、医師や看護師
が不足しているため、ワクシネーターと呼ばれる予防
接種だけ行う職員を養成し、彼らがバイクなどで村々
を回って予防接種していきました。
　このように、村に出かけていって予防接種すること
を、アウトリーチ活動といいます。写真は、カンボジ
アの農村でのアウトリーチ活動の様子です。県保健局
の看護師がアイスボックスにいれたワクチンを村に
持って来て、子どもたちの予防接種に加え、女性たち
には新生児破傷風予防のための予防接種をしています。
使用済みの注射針は、黄色い紙箱にいれて安全に処理
しています。
　予防接種は、実施方法が確立しており、有効性が明
らかで費用対効果が高く、接種率などの指標によるモ
ニタリングもしやすいため、国際的支援が集まって急
速に普及しました。グラフは、DTPを3回接種した子
どもの割合の推移を示しています。1980年には20%程
度に過ぎなかった接種率は、2015年には86%に到達し
ており、高所得国では96%、低所得国でも80%に達し、
格差は縮小しています。
　日本でも、諸外国と同様に、ロタウィルスやムンプ
スなどのワクチンを定期接種に含め、同時に多種類の
予防接種を行えるようにするなどして、さらに予防接
種を推進していくことが望まれます。一定の人数以上
の人が予防接種を受けることにより、その集団の免疫
が高まって感染症予防に大きく役立つことも知られて
います。感染症に罹った本人の苦痛や、死亡・後遺症
の可能性、社会の人的・経済的損失を考えると、予防
接種をさらに進めていくことが大切です。

カンボジア農村での予防接種アウトリーチ活動
出典：WHO / UNICEF. Progress Towards Global Immunization Goals - 2015; 
　　　Summary presentation of key indicators, Updated July 2016
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日本年金機構からのお知らせ

　日本年金機構では、平成28年10月から全国の年金事務所で年金相談の予約を実施しています。
　年金事務所の窓口で年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望する方は、
ぜひ、予約相談をご利用ください。予約相談の受付は、「ねんきんダイヤル」で行っています。

　「健康保険被扶養者異動届」と「国民年金第３号被保険者届」の届出様式は原則一体
となっておりますが、以下の場合については、「国民年金第３号被保険者届」（３枚目）
の提出は不要です。提出の要否のご確認および適正な届出を今後ともよろしくお願い
いたします。

❶配偶者以外のご家族が被扶養者となった場合および被扶養者に該当しなくなった
場合

❷20歳未満または60歳以上の配偶者が被扶養者となった場合
❸全国健康保険協会管掌の健康保険の適用事業所に使用される被保険者の配偶者が、被
扶養者に該当しなくなった場合

　（被扶養者である配偶者がお亡くなりになった、国外に居住している配偶者が被扶養
者ではなくなった場合は提出が必要です）

※提出不要の「国民年金第３号被保険者届」については、「健康保険被扶養者異動届」（正）
の認定後、「健康保険被扶養者異動届」の（副）と併せて事業所へ返戻させていただ
いております。

年金の予約相談について年金の予約相談について

予約相談のメリット
　お客様のご都合にあわせて、スムーズに相談
できます。
　相談内容にあったスタッフが事前に準備のう
え丁寧に対応します。
※混雑状況によっては、時間どおりに案内できない
場合があります。

お問い合わせ先

受付時間
月曜日 午前８時30分～午後７時00分
火曜～金曜日 午前８時30分～午後５時15分
第２土曜日 午前９時30分～午後４時00分
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日
に午後７時00分まで予約をお受けします。

※祝日（第２土曜日を除く）、12月29日～１月３
日はご利用いただけません。

※ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳
や年金証書をご準備ください。

受付期間等
　予約相談希望日の１ヵ月前から前日まで受け
付けしています。
　ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる年金手
帳や年金証書をご準備ください。
　お近くの年金事務所でも受け付けしています。
※予約状況によっては、ご希望に添えない場合がご
ざいますので、お早めにご予約ください。

予約相談の開始時間帯
８：30～16：00（月曜～金曜）

【「第３号被保険者届」の提出が不要なケース】

●ねんきんダイヤル
　「0570－05－1165」

●最寄りの年金事務所
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　「健康保険被扶養者異動届」と「国民年金第３号被保険者届」の届出様式は原則一体
となっておりますが、以下の場合については、「国民年金第３号被保険者届」（３枚目）
の提出は不要です。提出の要否のご確認および適正な届出を今後ともよろしくお願い
いたします。

❶配偶者以外のご家族が被扶養者となった場合および被扶養者に該当しなくなった
場合

❷20歳未満または60歳以上の配偶者が被扶養者となった場合
❸全国健康保険協会管掌の健康保険の適用事業所に使用される被保険者の配偶者が、被
扶養者に該当しなくなった場合

　（被扶養者である配偶者がお亡くなりになった、国外に居住している配偶者が被扶養
者ではなくなった場合は提出が必要です）

※提出不要の「国民年金第３号被保険者届」については、「健康保険被扶養者異動届」（正）
の認定後、「健康保険被扶養者異動届」の（副）と併せて事業所へ返戻させていただ
いております。

【「第３号被保険者届」の提出が不要なケース】
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　10月16日（日）に、名鉄ハイキング（電車沿線コース）と共催で「第25回健歩大会」を行
いました。
　当日の朝は気温が低く肌寒く感じられましたが、465名の方にご参加いただきました。

　ウォーキング受付終了後、スタッフも歩きました。
　米野木駅をスタートし、愛知池を右に見ながら少し歩くと、コ
スモスが咲き乱れる「愛知牧場」に着き、昼食を兼ねて少し休憩
をとりました。いろいろな出店があり、大勢の家族連れで賑わっていました。
　その後、矯正展が行われている「名古屋刑務所」に立り寄り、三好丘緑地を抜け
る遊歩道を歩き「三好ヶ丘駅」でゴールしました。
　約8.5㎞のコースを歩き、心地よい疲れを感じながら帰路に就きました。

社会保険
平成29年1月発行

健歩大会（ウォーキング）

　11月12日（土）、名古屋市中区新栄のスポルト名古屋において、「ボウリング大会」
を開催しました。
　当日は天候に恵まれ、男性35名、女性11名の方にご参加いただきました。
　男女別で個人戦を行い、３ゲームの合計で順位を競い、２時間30分あまりにわたり和
やかな雰囲気の中にも、日ごろ鍛えた技を競い合う熱戦が繰りひろげられ、盛況のうち
にボウリング大会を終了しました。

ボウリング大会

「日帰り入浴料割引券」「日帰り入浴料割引券」「ボウリング割引券」「ボウリング割引券」発行のご案内発行のご案内
　会員事業所の被保険者並びにそのご家族の方が、愛知県社会保険協会の契約対象施設をご利用の際に「割引券」
を利用するとお得に契約対象施設をご利用いただくことができます。
　割引券発行の詳細につきましては、愛知県社会保険協会のホームページ並びに社会保険あいちNo.516（2016年
7月発行）をご覧ください。
　引き続き会員事業所の皆様からのお申し込みをお待ちしております。
　申込期限（平成29年3月10日㈮）まで残り2ケ月あまりですので、お早めにお申し込みください。

※「日帰り入浴料割引券申込書」又は「ボウリング割引券申込書」が必要な方は、FAX（052-678-7334）にてご連絡ください。
申込書の用紙等をFAXでお送りいたします。（ご依頼の際、必要な申込書の種類と貴事業所のFAX番号を記入してください。）

愛知事務センター、岐阜事務センター、三重事務センターを統合し

各種届書等（船員保険を除く)については、「〒460-8565 名古屋広域事務センター」宛に送付してください。
名古屋広域事務センターとなりました。

これに伴い、名古屋北管内の事業主の皆様の手続きやご照会などの窓口が変更になります。

名古屋北年金事務所の厚生年金保険・健康保険の適用・徴収機能を
大曽根年金事務所に移管・集約します。

大曽根年金事務所　〒461-8685  名古屋市東区東大曽根町28-1　☎052-935-3344

平成29年1月から

平成29年2月から
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