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新しくなった協会けんぽの申請書・届出書新しくなった協会けんぽの申請書・届出書新しくなった協会けんぽの申請書・届出書新しくなった協会けんぽの申請書・届出書
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となった場合、その変更

８月変更した人は定時決定通知書で

９月変更も定時決定より優先されます。    

介護に直面する労働者は、企業において中核的な人材として活躍している

場合も少なくありません。仕事と介護を両立できる職場環境の整備を図り、こ

うした人材の離職を防止することは、企業の持続的な発展にとって重要な課題

仕事と介護を両立できる職場環境の整備に

（→）（→）（→）（→）

名刺や会社案内、ホームページなどに掲載して取組をアピールすることを

促すとともに、「トモニン」を活用して、介護離職を未然に防ぐための取組を
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“ラジオおばさん”として、
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、その変更
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既にご案内

預かりして

申請書には加入者が記入する欄だけでなく事業主や医師等が記入する欄も設けられていますが、それら

が従来よりも明確に区別されたり、誤記入を防ぐため特に注意すべき点を目立たせた「記入の手引き」が

用意されたりするなど、加入者・事業主等の利便性が考慮されています。

す。しかし、傷病手当金の支給申請書に今まであった「何回目の申請か」の箇所がなぜか無いです。あっ

た方が良いと思

◇負傷による給付申請の際は「負傷原因届」を提出

従来、負傷（けが）を理由

療養費支給申請書」

られていません。新様式に移行した後は、

ますので、注意が必要です。

なお、すぐに旧様式が使えなくなるわけではありませんが、協会けんぽではスムーズな手続きができる

よう新様式への切替えについて協力を呼びかけています。

① 厚生労働省は、

年連続で過去最高を更新

75 歳以上の後期高齢者は

② 厚生労働省が

応じて 15～

度を導入して正社員に転換した企業、若者の採用・育成で一定の成果があった企業への助成も検討されて

いる。（8 月

③  厚生労働省が「毎月勤労統計調査」の結果を発表し、今年１～６月期の

110.8（前年同期比

足で新規採用が進んでいないことなどが影響

④  公益財団法人介護労働安定センターが平成

員の離職率が

ことがわかった。同センターでは「事業所が労働時間の希望を聞くなど、離

職防止へ取り組んだ成果ではないか」と分析析している。

⑤  厚生労働省は、公的年金の

民年金が約

がわかった。黒字となったのは国民年金が５年連続、厚生年金が３年連続。

              

先月は、天候不順で毎日が雨模様、局地的豪雨が全国で起き、広島で

なられました。

今年の８月の日照率が例年に比べて半分

です。自然災害

って。地球温暖化

り台風や大雨を起こしていると。今年の場合にはインドネシアあたりの海水温が

なんと偏西風の軌道まで変えてしまった

作用？なの

前なのかもしれません

きるよう予測し

案内のとおり、協会けんぽの申請書

て作成届出が増えておりますが、「全く見た目が違う」ので

申請書には加入者が記入する欄だけでなく事業主や医師等が記入する欄も設けられていますが、それら

が従来よりも明確に区別されたり、誤記入を防ぐため特に注意すべき点を目立たせた「記入の手引き」が

用意されたりするなど、加入者・事業主等の利便性が考慮されています。

しかし、傷病手当金の支給申請書に今まであった「何回目の申請か」の箇所がなぜか無いです。あっ

た方が良いと思うのですが

負傷による給付申請の際は「負傷原因届」を提出

負傷（けが）を理由

療養費支給申請書」の「負傷原因記入欄」に記入することとされていましたが、

られていません。新様式に移行した後は、

ますので、注意が必要です。

なお、すぐに旧様式が使えなくなるわけではありませんが、協会けんぽではスムーズな手続きができる

よう新様式への切替えについて協力を呼びかけています。

厚生労働省は、2013

年連続で過去最高を更新

歳以上の後期高齢者は

厚生労働省が 2015

～20 万円を計

度を導入して正社員に転換した企業、若者の採用・育成で一定の成果があった企業への助成も検討されて

月 26 日） 

厚生労働省が「毎月勤労統計調査」の結果を発表し、今年１～６月期の

（前年同期比 7％増）

足で新規採用が進んでいないことなどが影響

公益財団法人介護労働安定センターが平成

員の離職率が 16.6％（前年比

ことがわかった。同センターでは「事業所が労働時間の希望を聞くなど、離

職防止へ取り組んだ成果ではないか」と分析析している。

厚生労働省は、公的年金の

民年金が約 5,633 億円、厚生年金が

がわかった。黒字となったのは国民年金が５年連続、厚生年金が３年連続。

              

先月は、天候不順で毎日が雨模様、局地的豪雨が全国で起き、広島で

なられました。心から

８月の日照率が例年に比べて半分

自然災害は昔に比べると増えていると思います

って。地球温暖化が影響していると考えられてい

り台風や大雨を起こしていると。今年の場合にはインドネシアあたりの海水温が

偏西風の軌道まで変えてしまった

なのか・・・専門家

前なのかもしれません

きるよう予測し対策するしかない

のとおり、協会けんぽの申請書

作成届出が増えておりますが、「全く見た目が違う」ので

申請書には加入者が記入する欄だけでなく事業主や医師等が記入する欄も設けられていますが、それら

が従来よりも明確に区別されたり、誤記入を防ぐため特に注意すべき点を目立たせた「記入の手引き」が

用意されたりするなど、加入者・事業主等の利便性が考慮されています。

しかし、傷病手当金の支給申請書に今まであった「何回目の申請か」の箇所がなぜか無いです。あっ

うのですが・・・ 

負傷による給付申請の際は「負傷原因届」を提出

負傷（けが）を理由として健康保険給付を申請する場合は、

の「負傷原因記入欄」に記入することとされていましたが、

られていません。新様式に移行した後は、

ますので、注意が必要です。（ダウンロードが別となっています）

なお、すぐに旧様式が使えなくなるわけではありませんが、協会けんぽではスムーズな手続きができる

よう新様式への切替えについて協力を呼びかけています。

2013 年度における

年連続で過去最高を更新したと発表した。国民１人当たりの医療費は平均

歳以上の後期高齢者は 92.7 万円、

2015 年度予算の概算要求を発表し、女性の登用に積極的な企業に対し、企業規模に

万円を計 1,200 社に支給することを検討していることがわかった。また、限定正社員制

度を導入して正社員に転換した企業、若者の採用・育成で一定の成果があった企業への助成も検討されて

 

厚生労働省が「毎月勤労統計調査」の結果を発表し、今年１～６月期の

％増）となり、

足で新規採用が進んでいないことなどが影響

公益財団法人介護労働安定センターが平成

％（前年比 0.4

ことがわかった。同センターでは「事業所が労働時間の希望を聞くなど、離

職防止へ取り組んだ成果ではないか」と分析析している。

厚生労働省は、公的年金の平成

億円、厚生年金が

がわかった。黒字となったのは国民年金が５年連続、厚生年金が３年連続。

                 

先月は、天候不順で毎日が雨模様、局地的豪雨が全国で起き、広島で

心からご冥福をお祈りいたします。

８月の日照率が例年に比べて半分

昔に比べると増えていると思います

が影響していると考えられてい

り台風や大雨を起こしていると。今年の場合にはインドネシアあたりの海水温が

偏西風の軌道まで変えてしまった

専門家の中には太陽の影響があるとも

前なのかもしれません。人間は自然

対策するしかないの

のとおり、協会けんぽの申請書の様式が新しくなり、少しずつ弊所でも新様式での書類をお

作成届出が増えておりますが、「全く見た目が違う」ので

申請書には加入者が記入する欄だけでなく事業主や医師等が記入する欄も設けられていますが、それら

が従来よりも明確に区別されたり、誤記入を防ぐため特に注意すべき点を目立たせた「記入の手引き」が

用意されたりするなど、加入者・事業主等の利便性が考慮されています。

しかし、傷病手当金の支給申請書に今まであった「何回目の申請か」の箇所がなぜか無いです。あっ

 

負傷による給付申請の際は「負傷原因届」を提出

として健康保険給付を申請する場合は、

の「負傷原因記入欄」に記入することとされていましたが、

られていません。新様式に移行した後は、添付書類として

（ダウンロードが別となっています）

なお、すぐに旧様式が使えなくなるわけではありませんが、協会けんぽではスムーズな手続きができる

よう新様式への切替えについて協力を呼びかけています。

年度における医療費（概算）が

したと発表した。国民１人当たりの医療費は平均

万円、75 未満は

年度予算の概算要求を発表し、女性の登用に積極的な企業に対し、企業規模に

社に支給することを検討していることがわかった。また、限定正社員制

度を導入して正社員に転換した企業、若者の採用・育成で一定の成果があった企業への助成も検討されて

厚生労働省が「毎月勤労統計調査」の結果を発表し、今年１～６月期の

となり、比較可能な

足で新規採用が進んでいないことなどが影響したとみられる。

公益財団法人介護労働安定センターが平成

0.4 ポイント減少）で、２年ぶりに改善

ことがわかった。同センターでは「事業所が労働時間の希望を聞くなど、離

職防止へ取り組んだ成果ではないか」と分析析している。

平成 25 年度における収支決算を発表し、

億円、厚生年金が 7 兆 9,184

がわかった。黒字となったのは国民年金が５年連続、厚生年金が３年連続。

                

先月は、天候不順で毎日が雨模様、局地的豪雨が全国で起き、広島で

ご冥福をお祈りいたします。

８月の日照率が例年に比べて半分だとニュースで言っていました。

昔に比べると増えていると思います

が影響していると考えられてい

り台風や大雨を起こしていると。今年の場合にはインドネシアあたりの海水温が

偏西風の軌道まで変えてしまったことで日本の天候不順につながったとの事。これが

は太陽の影響があるとも

。人間は自然の猛威には

のかもしれません

の様式が新しくなり、少しずつ弊所でも新様式での書類をお

作成届出が増えておりますが、「全く見た目が違う」ので

申請書には加入者が記入する欄だけでなく事業主や医師等が記入する欄も設けられていますが、それら

が従来よりも明確に区別されたり、誤記入を防ぐため特に注意すべき点を目立たせた「記入の手引き」が

用意されたりするなど、加入者・事業主等の利便性が考慮されています。

しかし、傷病手当金の支給申請書に今まであった「何回目の申請か」の箇所がなぜか無いです。あっ

負傷による給付申請の際は「負傷原因届」を提出 

として健康保険給付を申請する場合は、

の「負傷原因記入欄」に記入することとされていましたが、

添付書類として「負傷原因届」に記入して提出

（ダウンロードが別となっています）

なお、すぐに旧様式が使えなくなるわけではありませんが、協会けんぽではスムーズな手続きができる

よう新様式への切替えについて協力を呼びかけています。 

医療費（概算）が

したと発表した。国民１人当たりの医療費は平均

未満は 20.7 万円だった。

年度予算の概算要求を発表し、女性の登用に積極的な企業に対し、企業規模に

社に支給することを検討していることがわかった。また、限定正社員制

度を導入して正社員に転換した企業、若者の採用・育成で一定の成果があった企業への助成も検討されて

厚生労働省が「毎月勤労統計調査」の結果を発表し、今年１～６月期の

比較可能な 1993 年以降で最長

したとみられる。

公益財団法人介護労働安定センターが平成 25 年度の「介護労働実態調査」の結果を発表し、

ポイント減少）で、２年ぶりに改善

ことがわかった。同センターでは「事業所が労働時間の希望を聞くなど、離

職防止へ取り組んだ成果ではないか」と分析析している。（

における収支決算を発表し、

9,184 億円の黒字

がわかった。黒字となったのは国民年金が５年連続、厚生年金が３年連続。

                                               

先月は、天候不順で毎日が雨模様、局地的豪雨が全国で起き、広島で

ご冥福をお祈りいたします。 

だとニュースで言っていました。

昔に比べると増えていると思います、しかも恐ろしい

が影響していると考えられていて、海水温の上昇

り台風や大雨を起こしていると。今年の場合にはインドネシアあたりの海水温が

ことで日本の天候不順につながったとの事。これが

は太陽の影響があるとも。

は為す術ありません。

かもしれません。（Ｓ） 

様式が新しくなり、少しずつ弊所でも新様式での書類をお

作成届出が増えておりますが、「全く見た目が違う」ので少々

申請書には加入者が記入する欄だけでなく事業主や医師等が記入する欄も設けられていますが、それら

が従来よりも明確に区別されたり、誤記入を防ぐため特に注意すべき点を目立たせた「記入の手引き」が

用意されたりするなど、加入者・事業主等の利便性が考慮されています。

しかし、傷病手当金の支給申請書に今まであった「何回目の申請か」の箇所がなぜか無いです。あっ

として健康保険給付を申請する場合は、「傷病手当金支給申請書」や「高額

の「負傷原因記入欄」に記入することとされていましたが、

「負傷原因届」に記入して提出

（ダウンロードが別となっています） 

なお、すぐに旧様式が使えなくなるわけではありませんが、協会けんぽではスムーズな手続きができる

 

医療費（概算）が 39.3 兆円（前年度比

したと発表した。国民１人当たりの医療費は平均

万円だった。（

年度予算の概算要求を発表し、女性の登用に積極的な企業に対し、企業規模に

社に支給することを検討していることがわかった。また、限定正社員制

度を導入して正社員に転換した企業、若者の採用・育成で一定の成果があった企業への助成も検討されて

厚生労働省が「毎月勤労統計調査」の結果を発表し、今年１～６月期の

年以降で最長となったことがわかった。

したとみられる。（8 月 24

年度の「介護労働実態調査」の結果を発表し、

ポイント減少）で、２年ぶりに改善した

ことがわかった。同センターでは「事業所が労働時間の希望を聞くなど、離

（8 月 12 日）
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