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医療機関等の受付で同意をすれば
特定健診情報や薬剤情報を医師等と共有することができます！

協会けんぽでは、健康保険の被扶養者（ご家族）様が、現在もその要件を満たしている
かを確認させていただくため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しております。
今年度も、以下のとおり「被扶養者状況リスト」をお送りいたします。

加入者みな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。

　  058-255-5155（代表）
【電話受付時間】8：30～17：15（土・日・祝日 年末年始を除く）

岐阜支部

〒500-8667 岐阜市橋本町2-8 濃飛ニッセイビル 14階
協会けんぽ　岐阜 検索

※各種申請手続きは郵送で受け付けています。

●多言語による閲覧ができるようになりました。
●申請書のダウンロードもできます。

協会けんぽのホームページもご覧ください。

マイナンバーカードの保険証利用が便利です。

マイナンバーカードの保険証利用でより良い医療に繋がります！

便利です！

仕送りの事実と仕送り額が
確認できる書類

被保険者と別居して
いる被扶養者

海外特例要件に該当して
いることが確認できる書類

海外に在住している
被扶養者

●確認の対象となる方 :

再確認の結果、被扶養者から外れる場合は、

を返信用封筒で協会けんぽへ
ご提出をお願いいたします。

厚生労働省より再確認業務の厳格化を求められ
ていることから、下記に該当する場合、事実を証
明する書類の提出をお願いいたします。

～国の制度として、令和４年４月から「リフィル処方せん」が導入されました～

※すべての被扶養者が上記に該当しない場合は、再確認の必要がありませんので、
　事業主の方へ被扶養者状況リストはお送りいたしません。

※被扶養者の状況に変更がない場合でも、
    被扶養者状況リストの提出は必要です。

●送付時期：
●提出期限：

令和４年10月上旬から10月下旬にかけて順次送付しています。
令和4年11月30日（水）

令和4年4月1日において18歳以上の被扶養者

私は
扶養から
外れます

協会けんぽでは、より分かりやすくすること、より記入しやすくすること、より迅速に給付金をお支払いすること
等を目的として、令和５年１月に申請書・届出書の様式を変更します。
新様式の申請書等は、令和４年11月以降に協会けんぽホームページよりダウンロードいただけます。
また、郵送をご希望の場合は、協会けんぽ岐阜支部へお電話ください。

被扶養者
調書兼異動届

被扶養者状況リスト

私たち
扶養されて
います

協会けんぽ岐阜支部業務グループ
☎ 058-255-5155（自動音声案内①）

保険証

提出期限
令和４年

11月30日（水）

さらに

■■■総合病院

□□clinic

●●医院◯◯薬局

マイナン
バーカー

ド

医療機関で処方せんを毎回もらわず、
同じ処方せんを薬局で最大３回まで
繰り返し使用できる仕組みです。

□被扶養者状況リスト
□被扶養者調書兼異動届
□該当の方の保険証

マイナンバーカードの保険証利用について、
詳細は厚生労働省のHPをご確認ください。

詳しくは、医師にお聞きください。

※投薬量に限度のある医薬品や湿布薬は
　リフィル処方せんにできません。
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ご存じです
か？

　保険料の控除は、原則前月分の保険料を当月支払わ
れる給与から控除することになっています。
　新しく決定された標準報酬月額による９月分の保険料
は、10月に支払われる給与から控除することになります。
ただし、７月・８月・９月の月額変更に該当する場合は、そ
れぞれ月額変更届による標準報酬月額で保険料を計算
することになりますのでご注意ください。

日

本年金機構

Japan Pension 
Se
rv

ic
e

７月に提出していただきました「算定基礎届」により、新しい標準報酬月額が決定（定時決定）されました。
この標準報酬月額に基づき、今年の９月分から来年の８月分までの保険料などの計算がされます。

◆新しい保険料の控除はいつから？

◆保険料率は？

※今後、昇（降）給などにより月額変更（随時改定）に該当する場合は除きます。

保険料の控除は
で新しい標準報酬月額

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

事業所整理番号
事業所番号

500-0000
○○市　○○○町　0-00-00
○○○株式会社　
○○　○○　様

上記のとおり標準報酬が決定されたので通知します。  令和４年 8 月 5 日
日 本 年 金 機 構 理 事 長
（○○年金事務所）

被保険者
整理番号 被保険者氏名 適用年月 生年月日 種別

決定後の標準報酬月額
（健保） （厚年）

1

2

3
・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

健保　一郎

健保　花子

保険　二郎

R4 .9

R4 .9

R4 .9

S37.2.22

S38.3.30

S60.5.15

第一種

第二種

第一種

750 千円

410 千円

360 千円

650 千円

410 千円

360 千円

99-ｱｲｳ
00123

健康保険の保険料率
（協会けんぽ岐阜支部）
　

一般保険料率 98.2／1000（9.82％）
介護保険料率 16.4／1000（1.64％）

子ども・子育て拠出金率
　

3.6／1000（0.36％）

事業主の方は、この新しい標準報酬月額
を被保険者の方にお知らせください。
なお、在職中で老齢厚生年金を受給して
いる方は、年金の支給額が変わったり、
全額支給停止になる場合もあります。

新しい
標準報酬月額は
ここです！

ご確認ください。

「年金委員」「健康保険委員」は、事業所と日本年金機構または全国健康保険協会（協会けんぽ）を結ぶ
パイプ役として活躍し、厚生年金保険・国民年金事業、健康保険事業の円滑な推進に貢献いただいています。

協会けんぽ
岐阜支部
（健康保険）（厚生年金・国民年金）

日本年金機構
各年金事務所

日

本年金機構

Japan Pension 
Se
rv

ic
e

制度の変更
お知らせ

年金委員
研修開催
ご案内

イベントの
ご案内 限定広報誌2calendar1calendar卓上

カレンダー

■全国健康保険協会 岐阜支部 企画総務グループ  ☎ 058-255-5155

岐阜北年金事務所
岐阜南年金事務所

☎ 058-294-6364
☎ 058-273-6161

多治見年金事務所
大垣年金事務所

☎ 0572-22-0255
☎ 0584-78-5166

美濃加茂年金事務所
高 山 年 金 事 務 所

☎ 0574-25-8181
☎ 0577-32-6111

■事業所管轄の年金事務所

自動音声案内 5（ 　　　　　　）

自動音声案内 5（ 　　　　　　）
お問合せ先

〈事業主・加入者〉〈事業主・加入者〉

９月分保険料
《10月通知分》

から

委員が不在の事業主様へ 

□□□会社

11月は「ねんきん月間」です
いい みらい
11月30日は「年金の日」
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できることからコツコツと積み重ね、言い続け、発信し続けてきたことで、従業員の健康への
意識も高まりつつあると感じています。社内コミュニケーション促進のため、気分転換や交
流ができる場を設けるなど、より多くの従業員の役に立ち喜んでもらい笑顔になってもらえ
るよう工夫をしています。

岐阜を愛し、人を愛し、仕事を愛し、地域と共に歩み考える岐阜新聞社。
健康経営を取り上げるメディアとして、心身健康で笑顔で働ける職場に！

■本社：岐阜市今小町10
■創刊：1881年（明治14年）　
■従業員数：約200人（パート含む）
■事業：「岐阜新聞」発行、スポーツ・文化
事業の主催及び共催や後援、各種出版物
刊行などを担う、岐阜県に根ざした総合メ
ディア企業。

上）展望も楽しめる7F食堂の一角、リラック
ススペース「純喫茶こまち」。　下）家族の会
社見学会「ファミリーデー」では職場見学や
クラフト体験など実施。

創刊以来、『岐阜新聞は岐阜県民の新聞である。文化の薫り高い郷土づくりに貢献する。』と
いう理念を受け継ぎ、新聞のほかデジタル分野、スポーツ・文化事業を担うなど、県民に親し
まれている総合メディア企業。紙面で健康経営について取り上げる機会が増えたのを機に、
2018年から総務局が中心となって取り組みを始め、現在は全部署を巻き込んで様々な施策
を展開しています。2020年「ぎふ健康経営認定事業所」認定、2021年「清流の国ぎふ健康経
営優良企業」表彰、「健康経営優良法人2022」の認定を受けました。

岐阜新聞社の財産は、従業員とその家族。社是「岐阜を愛し、人を愛し、仕事を愛する」を体現
するためにも、健康経営の推進は重要だと考えています。社長も取り組みに積極的で、「健康
宣言」「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業」など社内外に発信しています。地域社会に
信頼され必要とされる会社であり続けるため、従業員とその家族が心身ともに健康で生き生
きと元気に働き暮らせる環境の整備に、引き続き力を注ぎチャレンジしていくつもりです。

◆専門家も交えこころの健康づくり
・目安箱を設置し問題を早期発見　・入社1～3年従
業員に年2回面談（コミュニケーション促進のため
実施）　・メンタルヘルス、ハラスメント研修　・スト
レスチェック実施と医師を交えて結果対応
◆コミュニケーション・交流促進　
・リラックススペース「純喫茶こまち（ドリンク無料）」
を開設（いつでも利用でき気分転換や垣根を超え
た交流の場として定着）　・「ハロウィンパーティー」
を平日夕方開催（夕方～深夜に働く部署や家族も参
加し仮装や飲食を楽しんだ）　・家族の会社見学会
「ファミリーデー」開催　

◆健康診断・予防対策（新型コロナ対策優良事業所）
・健康診断と保健指導などフォローアップ（受診率
ほぼ100％）＊再診率upが課題　・がん検診支援
（費用補助）　・35歳以上は半日ドックの選択可能
（半日休暇や費用補助）　・ワクチン職域接種（家
族・協力会社など含む）実施ほかコロナ対策実施
◆食生活改善・運動促進
・社員食堂の活用（ヘルシーメニューを増やす、深夜
に働く従業員向け弁当制度）、レシピ健康情報発信
・ダイエット部（通称D部（デーブ））歩数計測発信
◆働き方（ぎふし共育・女性活躍企業）
・女性の育休取得率100％と復帰支援＊男性の取得
率upが課題

●健康経営推進の理念は？　
地域に根付き必要とされ続けるためには、財産である従業員の心身の健康が第一！

●具体的な取り組みは？　
様々な勤務状況でも参加・実践できるよう、イベント・食堂・目安箱など工夫。

ぎふ健康経営認定事業所のご紹介

＊コロナ禍はイベント中止

社会保険協会 事 業 の ご 案 内 只今受付中！ ［　］は申し込み期間

本誌と同封の案内チラシをご覧ください。
⃝社会保険事務講習会［開催日の1週間前締切］

11月17日（木） 美濃加茂市文化会館
11月22日（火） セラトピア土岐
11月24日（木） OKBふれあい会館
11月25日（金） 高山市民文化会館
11月29日（火） OKBふれあい会館
12月  6日（火） 大垣市情報工房

⃝スキーリフト補助券［11月11日締切］
⃝家庭常備薬等の斡旋［11月17日締切］　
⃝各支部の事業
所属支部の会員事業所の方が対象となります。
▪東濃支部／スケート場利用券  ［11月9日締切］
▪西濃支部／健康ウォーキング
  11月13日（日）開催　［11月4日締切］
▪東濃支部／健康ウォーキング
  11月20日（日）開催　［11月7日締切］

岐阜県社会保険協会ホームページをご覧ください。
⃝フリータイムコンペ式ボウリング大会　
開催期間9〜11月［事業所参加登録11月10日締切］
大会のご案内・事業所参加登録申出書は、ホームページをご覧ください。

⃝防災に関する図書のご紹介［11月30日締切］
社会保険ぎふ8月号にも掲載しております
あなたと従業員、ご家族の命を守る！
「防災・救急ガイド」法研中部刊
会員特別価格で購入できます。
⃝日帰り温泉助成券［通年］
⃝温泉宿泊助成券［通年］
⃝ボウリング利用補助券［通年］
⃝施設利用会員証［通年］
⃝健康づくりアドバイザーの無料派遣［通年］
⃝健康づくりDVD無料貸出サービス［通年］
⃝紙上ウォーキング［通年］
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金融機関に出向く必要
がなくなります!

年会費の納め忘れ
がなくなります。

手数料をご負担
いただく必要は
ありません。

ゆうちょ銀行の現金払込み
加算料金110円を支払う必
要がなくなります。

「預金口座振替依頼書(単票)」を岐阜県社会保険協会ホームページから入手します。

●
　「預金口座振替依頼書(単票)」をダウンロードしてプリントアウトしてください。
●お電話をいただき、郵送による入手もできます。

「預金口座振替依頼書(単票)」に必要事項を記入します。
●ホームページに掲載してある、記入例、ご利用可能な金融機関を
　参照して記入してください。
●依頼書の「整理番号」欄には、社会保険ぎふ等送付封筒の宛名に
　記載されている整理番号を右詰めで記入してください。
　(わからない場合は、お電話でお問い合わせください。)

「預金口座振替依頼書(単票)」を岐阜県社会保険協会に送付します。
●ご指定口座金融機関への事前提出(口座確認)の必要はありません。
●事業所様(控)はありませんので、コピーをして保管してください。
●送付期限は、令和5年1月31日です。

令和５年度年会費を、ご指定口座から引き落としさせていただきます。
●引き落とし日は、令和5年5月29日(予定)です。
●年会費口座振替のお知らせを、4月20日頃にお送りします。
●領収書の発行はしませんので、預金通帳によりご確認ください。

お済みでない会員事業所様は、令和５年度からの年会費納入について、口座振替を是非ご利用ください。

年会費納入の口座振替手続きはお済みですか？

・・・口座振替にすると・・・

岐阜県社会保険協会から

手続きの流れ

https://www.gishakyo.or.jp/
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トップぺージ 協会のご案内 加入申込関連 をクリック、
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〒500-0000
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株式会社◯◯◯　様

整理番号  1 2 3 4 5
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ゆうちょ銀行

経費節減！手数料なし！
便利！ 確実！

不要
不要

不要
不要

年会費振
り込み

納め忘れなし！納め忘れなし！
行く必要なし行く必要なし
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手数料は？

あ、
忘れた！！

加算料金

整理番号は
ここです！

便利で確実！
口座振替
ぜひ、ご利用
ください。






