
　徳島県年金受給者協会は、公的年金にご加
入されている方なら、どなたでもご入会いただ
ける団体です。会員の皆様の福祉の向上と会
員相互の親睦等、年金生活を守るためのさまざ
まな事業を行っています。

資料請求
お問い合わせは…

TEL088-679-6671　FAX088-634-3337
徳島県年金受給者協会

会員のつどい
スポーツ大会
さわやか旅行
情報誌の配布
団体保険制度

ボランティア活動
同好会活動
各種割引サービス
葬儀支援サービス

徳島県年金受給者
協会のご案内‼

会員募
集

会員募
集

主
な
事
業

●平成29年度　会員のつどい ●

会場 :あわぎんホール（4F大会議室）

●皆様のご来場をお待ちしております●

「露の団姫の極楽寄席」
講演

講師

11/14
火

　2016年の日本人の平均寿命が過去最高を更新し、
女性87.14歳、男性80.98歳となりましたが、寿命に
関するクイズにお答えください。

　平均寿命の高まりは医療技術の進歩や健康志向の
高まり、生活環境の改善が要因と考えられています。
これからは、生活習慣の改善や適切な医療により健
康寿命が高まることを願いたいものです。

こうして改善！生活習慣
保
健師だより
協会けんぽ
保　健　師

吉積美代

13:10～

露の団姫 さん
つゆ まる こ

（落語家・僧侶） A1．日本は第2位

A2．女性87.8％、男性75.1％

A3．女性49.9％、男性25.6％

A4．女性74.21歳、男性71.19歳

※1985年から26年連続で世界一でしたが、現在は
　男女とも香港が1位となっています。

現在の世界順位は何位でしょうか？

75歳まで生きる人の割合は？ 

90歳まで生きる人の割合は？ 

健康寿命は何歳でしょうか？

日本人の平均寿命は
最高更新！
では、健康寿命は
何歳でしょう？

Q1

Q2

Q3

Q4

第150回

　105歳の現役医師として知られる日野原重明先
生はわが国の医療を変革させ大きな功績を残され
ました。聖路加国際病院で診療や教育に関わりな
がら、｢新老人の会｣の活動を通じて医療･音楽･哲
学を含む日野原イズムを広められたのです。
　長年ご指導頂いた私は、先日東京で先生の穏や
かで愛に溢れる笑顔と文化勲章
を拝見。また先生が常に語られ
ていた大切な4つの言葉である
｢出会い、愛、命、

ゆるし

恕｣について拝聴しました。
　そのとき私はハッと気付くことに。出会いとは｢セ
レンディピティ(serendipity)、偶察力｣のことだろ
う。素敵な偶然に出会ったり、予想外のものを発見
したり、運を掴み取る能力を指します。医学者ルイ･
パスツールは｢構えのある心｣と解説しました。
　実際に私は日野原先生との出会いで人生の方向

性が大きく変わりました。先生の著書｢幸福な偶然
をつかまえる｣で語られている通りです。
　それではどうすれば? わかりやすい例が甲子園
を目指す高校球児。自分の夢を設定し目標が定まっ
ていれば、苦しい練習も耐えられます。栄光は一
瞬あるか、もしくは訪れないかも。でも、その経験

は自身の将来に必ずやプラスに
働きます。あなたの夢は何です
か？(医学博士･内科医)

「夢を持ち幸福な偶然を」「夢を持ち幸福な偶然を」

◆ 発行　徳島市北矢三町3丁目1-77　マイム21-1Ｆ　一般財団法人　徳島県社会保険協会　☎（088）679-6670　FAX（088）634-3337
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職場内で回覧しましょう！

主 な 内 容

「秋祭り」（西由岐）撮影者: 田中　耕二

1 1098765432

・ 第19回　徳島県社会保険協会 けんこうウォーク参加者大募集!
・ 健康づくり・防災意識の向上DVD貸出しのご案内！
・ 第20回　社会保険協会健康ボウリング大会結果
・ 日帰りバス旅行のご案内（神戸）
・ 平成29年度 第1回社会保険事務担当者研修会を開催しました。
・ 平成29年度 年金シニアライフセミナー開催のご案内 !
・ 宿泊施設等の優待サービス事業が始まります！！ 
・ 日本年金機構からのお知らせ
・ 協会けんぽからのお知らせ
・ 健康のススメ「夢を持ち幸福な偶然を」　　・ 徳島県年金受給者協会のご案内
・ 保健師だより「こうして改善！生活習慣～平均寿命と健康寿命～」

社会保険とくしま（8）　平成29年 9月8日 第705号
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社会保険とくしま（2）　平成29年 9月8日 第705号 第705号 社会保険とくしま 平成29年 9月8日　（3）

※本申込書にご記入いただきました個人情報は、当協会からのご連絡・ご案内以外には使用いたしません。
※1事業所4名までとし、申込み多数の場合は抽選となります。

日帰りバス旅行参加申込書

事業所名

参　加　者　氏　名 年 齢
フリガナ

フリガナ

当日連絡のとれる代表者の氏名・電話（携帯TEL）

性 別 参　加　者　氏　名 年 齢 性 別

電話番号

所 在 地 集合場所 徳島駅前 ・とくとくターミナル

フリガナ

フリガナ

申 込 方 法
お問い合わせ

下の申込書に所定事項を記入のうえ、FAX（088-634-3337）でお申し込み下さい。
一般財団法人　徳島県社会保険協会　TEL（088）679-6670

●参 加 料　１人当たり　8,100円（旅行保険含む）
●参加人数　40名（最少催行人員30名）
●締 切 日　平成29年10月17日（火）

●日　　時　平成29年11月12日（日）
●集合場所　徳島駅前もしくは　徳島とくとくターミナル
●集合時間　午前7時45分まで

キリンビール神戸工場見学と
神戸三田プレミアム・アウトレットの旅 !

11月12日
日

出発
徳島駅前

8：00

解散　徳島駅前
    18：40

徳島
とくとくターミナル

8：20

徳島
とくとくターミナル

18：20

徳島県知事登録旅行業第2種　94号

徳島西部交通株式会社観光課
〒779-3601　美馬市脇町1623－6
ＴＥＬ（０８８３）５２－１０１０　ＦＡＸ（０８８３）５３－９２９７
総合旅行業務取扱管理者：山田　玲
　　　　　　担　当　者：山田　玲

旅 行 取 扱

神戸三田プレミアム・アウトレット
1０：1０　　　　　　　　　　　　12：40

【昼食】
「味どころ ももたろう」にて

ステーキ御膳
13：００　　　　　　　14：10

キリンビール神戸工場
（見学・試飲）

14：30　　　　　　15：50

博多の老舗「かねふく」直営
神戸三田めんたいパーク
15：55　　　　　　16：30

横山茂美
準優勝

551ピン

石川清史
第3位

532ピン

(有)青木板金工業
準優勝

富田製薬(株)
第3位

伊達　智 553ピン

個人戦優勝

(株)十川ゴム 徳島工場Ａ

団体戦優勝

　7月2日（日）、スエヒロボウル(南末広町)
において、第20回社会保険協会健康ボウリ
ング大会が開催されました。
　本年は、12チーム45名の方々にご参加
をいただき団体戦・個人戦を行いました。
　成績の良かったチーム・個人には賞品が
贈られることもあり、気合い十分のチーム
も見られました。
　社員同士の交流も深まり、また、他チーム
の方々とも交流することができ、とても有意
義な大会となりました。
　結果は次のとおりです。

第20回 社会保険協会 健康ボウリング大会
　　　　　　　　　　が開催されました!

第19回　徳島県社会保険協会
10
2017.

22日

午前9時30分スタート！！
●開会式／午前9時から
●集合場所／JAバンク蔵本公園（蔵本野球場前）

※有料駐車場には台数に限りがございますので、
　公共交通機関をご利用下さい。

参 加 条 件

コ ー ス

申し込み方法

イ ベ ン ト

●Aコース（約5km）JAバンク蔵本公園～西部公園～剣山本宮（折り返し）
●Bコース（約10km）JAバンク蔵本公園～西部公園～眉山山頂（お花見広場折り返し）

●簡単姿勢チェックと認知症予防について
　　ウォーキング終了後 12時30分から　
　　講師：

けんこう
ウォーク

●共催／全国健康保険協会徳島支部・徳島県社会保険委員会連合会・徳島県年金受給者協会●主管／NPO法人　徳島県ウオーキング協会

●お問合せ
TEL（088）679-6670　FAX（088）634-3337
〒770-0006　徳島市北矢三町3丁目1-77　マイム21-1F

●主催／一般財団法人徳島県社会保険協会

先着
400名様

小雨決行小雨決行

参加無
料

参加者大募集！

協会けんぽ徳島支部もけんこう
ウォークを応援しています。

年齢、性別は問いませんが、健康に不安のある方は必ず医師の許可を受けてから参加して下さい。

午前8時30分から受付開始

当日、JAバンク蔵本公園で受け付け
携行品その他 各自、水筒、弁当、雨具、タオルなどをご持参のうえ、ウォークに適した服装でご参加下さい。

※解散は
　午後1時30分頃の予定

徳島県社会保険協会 検索

お申し込み・お問い合わせ

〒770-0006
徳島市北矢三町3丁目1－77
TEL（088）679－6670
FAX（088）634－3337

　当協会では、会員事業所にお勤めの皆様の健康づくり・防災意識の向上にお役立ていただく為に、
ＤＶＤを無料で貸出しております。お気軽にお申し込み下さい。
■申込条件　会員事業所（会費納入済事業所）
■申込方法　DVD貸出申込書をご記入のうえ、ＦＡＸ（088-634-3337）又は郵送して下さい。
　　　　　　※申込用紙は当協会ホームページからダウンロードできます。
■送　　料　貸出：当協会負担　返却：ご利用者様負担
■そ　の　他　このＤＶＤは、個人が家庭内で視聴することを目的としています。
　　　　　　ＤＶＤの複製、公衆送信、団体での上映会は禁じられています。
　　　　　　１人１回の申し込みにつき３枚以内で貸出期間は１週間以内とします。
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84分

84分

84分

83分

74分

76分

69分

70分

39分

118分

46分

46分

50分

30分

32分

28分

26分

ためしてガッテン
『がん』

ためしてガッテン
『糖尿病・脳卒中』
ためしてガッテン
『メタボリック』
ためしてガッテン

『ぎっくり腰・ひざ痛』

フィットネスダンス
ひばりエクササイズ
メタボリックシンドローム

予防のための筋力トレーニング

海上保安官が見た巨大津波と
東日本大震災復興支援
カラダをゆるめて

美しく健康に ゆる体操

健康ストレッチング

Good-bye ストレス

正しく知れば怖くない
がんのお話

ロコモが気になる人にも
押して元気にツボ体操

はじめての
ウォーキング＆ジョギング
若々しい体をキープ！

エクササイズ＆ダイエット

大笑い健康プログラム－第1笑－

大笑い健康プログラム－第2笑－

大笑い健康プログラム－第3笑－

No. タイトル No. タイトル時間 時間 No. タイトル 時間

92分3か月でフルマラソン
（基礎編）

117分3か月でフルマラソン
（実践編）

お楽しみ抽選会もあるよ！

橋本リハビリテーションクリニック 主任理学療法士 高岡 克宜 先生

NEW

NEW

無料です！

健康づくり・防災意識の向上DVD貸出しのご案内！
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■そ　の　他　このＤＶＤは、個人が家庭内で視聴することを目的としています。
　　　　　　ＤＶＤの複製、公衆送信、団体での上映会は禁じられています。
　　　　　　１人１回の申し込みにつき３枚以内で貸出期間は１週間以内とします。

1

2

3

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

5

6

7

84分
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84分

83分

74分

76分

69分

70分

39分

118分

46分

46分

50分

30分

32分

28分

26分

ためしてガッテン
『がん』

ためしてガッテン
『糖尿病・脳卒中』
ためしてガッテン
『メタボリック』
ためしてガッテン

『ぎっくり腰・ひざ痛』

フィットネスダンス
ひばりエクササイズ
メタボリックシンドローム

予防のための筋力トレーニング

海上保安官が見た巨大津波と
東日本大震災復興支援
カラダをゆるめて

美しく健康に ゆる体操

健康ストレッチング

Good-bye ストレス

正しく知れば怖くない
がんのお話

ロコモが気になる人にも
押して元気にツボ体操

はじめての
ウォーキング＆ジョギング
若々しい体をキープ！

エクササイズ＆ダイエット

大笑い健康プログラム－第1笑－

大笑い健康プログラム－第2笑－

大笑い健康プログラム－第3笑－

No. タイトル No. タイトル時間 時間 No. タイトル 時間

92分3か月でフルマラソン
（基礎編）

117分3か月でフルマラソン
（実践編）

お楽しみ抽選会もあるよ！

橋本リハビリテーションクリニック 主任理学療法士 高岡 克宜 先生

NEW

NEW

無料です！

健康づくり・防災意識の向上DVD貸出しのご案内！



　徳島県社会保険協会では、会員事業所の皆様への福利厚生事業の一環として、次の契約宿泊施設に
おいて、一般利用料金より安価で利用できる割引優待事業を始めましたので是非ご利用下さい。

「施設利用会員証」交付申請書

事業所名

住　　所

電話番号

担当者名

FAX番号

申込枚数 枚

〒　　　　－

●施設利用会員証の申込について　　
下記の申込書または、当協会ホームページから申込書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、
FAX（郵送可）にてお申込み下さい。
申し込み後、契約施設・利用方法・料金等を記載した「施設優待ガイドブック」と「施設利用会員証」を担当者宛に
お送りします。※「施設利用会員証」の申込枚数は、原則として１事業所につき３枚までです。

●施設の利用について
①予約については、利用者が直接宿泊施設に連絡して下さい。
②利用当日、「施設利用会員証」を施設フロントに提示して下さい。

●その他
・施設利用会員証の有効期限は、2020年３月３１日までです。
・「施設利用会員証」は、事業所内で管理し、必要な方に貸し出して下さい。
・優待利用対象者は、会員事業所に勤務されている被保険者とそのご家族です。

船 員 保 険 会

ホテル法華クラブ

高輪・
品川プリンスホテル

湯快
リゾートグループ

プリンスホテル
優 待 プ ラ ン

・箱根嶺南荘
・やいづマリンパレス

・鳴子やすらぎ荘
・サンポートみさき

札幌、函館、仙台、湘南藤沢、京都、大阪、
広島、福岡他

・品川プリンスホテル
・グランドプリンスホテル高輪他

・彩朝楽・あわづグランドホテル他
　湯快リゾートが経営する宿泊施設

全国のプリンスホテル・スキー場・ゴルフ
場等

一泊2食プラン料金から通常1，000円引き
休日前は500円引き
※詳細は「施設優待ガイドブック」に記載

各施設により、優待内容・割引料金が異なります。
※施設毎の優待内容は「施設優待ガイドブック」に記載

各施設により、優待内容・割引料金は異なります。
※予約用顧客専用電話、優待内容は「施設優待ガイドブック」に記載

宿泊料金から通年、一律500円引。除外日は無し。
他の優待券との併用は不可。
※施設毎の予約電話番号、優待内容は「施設優待ガイドブック」に記載

優待プラン専用webサイトから申し込み。
※ログインパスワードは「施設優待ガイドブック」に記載

対 象 施 設 優 待 内 容
4施設

4施設

17施設

27施設

船員保険会HPの各施設

宿泊施設等の
優待サービス事業が始まります！！ 

〒770-0006　徳島市北矢三町3丁目1-77　マイム21-1F
一般財団法人徳島県社会保険協会

FAX（088）634-3337
［申込先］

保存版

　誰もが不安を感じる退職後の生活は、充実した過ごし方によって人生に大きな違いが生じると言われ
ています。生活のセーフティネットである医療保険や年金について学ぶとともに、定年退職後の豊かで健
康的な生きがいのあるシニアライフを過ごしていただくための、セミナーを開催いたします。

平成29年10月27日（金）申込締切

※受講決定者には後日、参加票をお送り致します。30名（ただし、申し込み先着順とします）募集定員

50歳以上の厚生年金保険の被保険者、年金委員・健康保険委員等対 象 者

●主催／徳島県社会保険委員会連合会　●共催／一般財団法人徳島県社会保険協会・徳島県年金受給者協会
TEL（088）679-6670　FAX（088）634-3337
〒770-0006　徳島市北矢三町3丁目1-77　マイム21-1F一般財団法人徳島県社会保険協会

●お申込み・お問合せ
※お申し込みいただいた個人情報は、セミナー参加者の受付のみに
　使用いたします。

16:40終了
13:30開始
13:00受付
実施時間 平成2９年1１月１９日（日）会場／徳島県JA会館本館8F　2号室

徳島市北佐古一番町5-12　※駐車場有り

❶60歳からの年金・医療保険の手続き（講師:くらた社会保険労務士事務所　倉田紀美子 先生）
❷ライフプランと生きがいについて・家庭経済について（講師:加藤昌義　先生）

内容

昭和2２年生まれ。
富士銀行川口支店長、みずほ総合研究所上席執行役員会員事業部長、㈱久米設計監査役
を経て、平成24年退任。現在、活性化セミナー研究所講師をしている。

略歴 加藤昌義
（かとう　まさよし）

事業所名、電話番号、FAX番号、参加者氏名、年齢を記入のうえ、
FAX（088-634-3337）にてお申し込み下さい。

参加費
無　料

平成2９年度年金シニアライフセミナー開催のご案内年金シニアライフセミナー開催のご案内

平成29年度　年金シニアライフセミナー参加申込書

事業所名

参　加　者　氏　名
フリガナ

・年金委員
・健康保険委員
・被保険者

・年金委員
・健康保険委員
・被保険者

年　齢 備　考 備　考年　齢参　加　者　氏　名

所 在 地
〒 　 　 　 －

※この情報は、セミナー参加者の受付のみに使用し、他に使用はいたしません。

（088）
634-3337

FAX

フリガナ

※備考欄は、該当する項目を○で囲んで下さい。

TEL

FAX

　7月6日（木）県立中央テクノスクール（ろうきんホール）において、平成29年度第1回
社会保険事務担当者研修会を開催いたしました。
　第1部の研修では、全国健康保険協会徳島支部から、健康保険給付に関する事務手
続き、健診事業やジェネリック医薬品の使用促進等についてご講演をいただき、テキス
トを使い、具体例を示しながらとても分かりやすくご説明いただきました。
　第2部の研修では、アフラック徳島支社から専任講師にお招きして、「乳がん・大腸が

んについて知る！」と題して健康に関する講演会を開催いたしました。
　がんの基礎知識や健診の大切さを再認識することができ、大変参考になった
ことと思います。
　研修会最後には、日本年金機構徳島北年金事務所から最近の年金制度に関す
る資料提供及び制度説明等についてご講演をいただきました。今回の研修会に
は、78事業所84名の方々にご参加いただき、誠にありがとうございました。

第1回 社会保険事務担当者研修会を開催しました！平成
29年度

社会保険とくしま（4）　平成29年 9月8日 第705号 第705号 社会保険とくしま 平成29年 9月8日　（5）



　徳島県社会保険協会では、会員事業所の皆様への福利厚生事業の一環として、次の契約宿泊施設に
おいて、一般利用料金より安価で利用できる割引優待事業を始めましたので是非ご利用下さい。
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下記の申込書または、当協会ホームページから申込書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、
FAX（郵送可）にてお申込み下さい。
申し込み後、契約施設・利用方法・料金等を記載した「施設優待ガイドブック」と「施設利用会員証」を担当者宛に
お送りします。※「施設利用会員証」の申込枚数は、原則として１事業所につき３枚までです。

●施設の利用について
①予約については、利用者が直接宿泊施設に連絡して下さい。
②利用当日、「施設利用会員証」を施設フロントに提示して下さい。
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※お申し込みいただいた個人情報は、セミナー参加者の受付のみに
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平成2９年度年金シニアライフセミナー開催のご案内年金シニアライフセミナー開催のご案内

平成29年度　年金シニアライフセミナー参加申込書

事業所名

参　加　者　氏　名
フリガナ

・年金委員
・健康保険委員
・被保険者

・年金委員
・健康保険委員
・被保険者

年　齢 備　考 備　考年　齢参　加　者　氏　名

所 在 地
〒 　 　 　 －
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トを使い、具体例を示しながらとても分かりやすくご説明いただきました。
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第三者の行為による負傷で
健康保険を使用した場合は届出が必要です！
交通事故やけんかなど、業務外の事由による第三者の行為によって負傷し、健康保険を使用して治療
を受けた場合は、「第三者行為による傷病届」の届出が必要です。すみやかにご提出いただきま
すようお願いいたします。

どういう場合に
届出が必要なの？

!

　自動車事故等の第三者行為により負傷したときの治療費は、本来、
加害者が負担するのが原則です。
　しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使っ
て治療を受けることができます。この場合、加害者が支払うべき
治療費を健康保険（協会けんぽ）が立て替えて支払うことと
なります。
　そこで、後日、協会けんぽが加害者に対して健康保険給付した
費用を請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要となります。
（健保法施行規則第65条）

　皆さまにお納めいただいている保険料を適正に使用するために
も、必ずご提出をお願いいたします。

!

第三者の行為によって負傷したときなどで、例は下記のとおりです。
≪届出が必要な例≫
●車同士の事故により負傷した場合
●事故車に同乗していた場合
●けんかや暴力行為により負傷した場合
●他人の飼っている動物にかまれて負傷した場合　等

Q1

どうして
届出が必要なの？

Q2

●事故発生から治療費請求までの流れ

事故発生
　　　【被害者】
・医療機関受診
・協会けんぽへ届出

　　   【協会けんぽ】
・医療機関へ
 医療費の支払い

　　   【協会けんぽ】
・事故相手方（加害者）  
 へ治療費を請求

※詳しくは、協会けんぽ徳島支部レセプトグループ【088-602-0258】にお問い合わせ願います。

検索協会けんぽ徳島支部

〒770-8541　徳島市沖浜東3-46  Jビル西館1階
TEL088-602-0250

全国健康保険協会（協会けんぽ）徳島支部の加入者・事業主の皆さまへ保険料の控除は新しい標準報酬月額で ‼保険料の控除は新しい標準報酬月額で ‼
　7月に提出していただきました「報酬月額算定基礎届」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）に該当する場合を除き、
今年9月から来年8月までの1年間の保険料や保険給付額などの基礎となります。

　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
ることとなっています。
　新しい標準報酬月額による9月分（10月納入告知（平成29年10月31日
納期分））の保険料は10月支払の給与から控除することとなります。
　ただし、月額変更届により本年7月以降に標準報酬月額が改定された場合
は、その改定月から変更後の標準報酬月額を適用することとなります。

　傷病手当金などの保険給付額も新しい標準報酬月額に基づいて計算し、
支給されます。
　また、在職中で老齢厚生年金を受給されている方は標準報酬月額の改定
により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。

　標準報酬月額の決定や改定があったときは、年金事務所から事業主に通
知されます。事業主はこの通知があったときは速やかに被保険者へ通知し
なければならないことになっています。
　標準報酬月額は給与から控除する保険料の基礎となるだけでなく、将来
被保険者が受ける年金の額を決める重要なものです。また、被保険者の皆
様が自身の記録を確認するためにも必ず通知していただきますようお願
いします。

　平成16年の法律改正により、厚生年金保険の保険料率は平成29年9月まで毎年改定されることになっ
ており、平成29年9月分（同年10月31日納付期限分）から次のとおり変更されます。
　※厚生年金基金加入事業所の保険料率は加入されている厚生年金基金へお尋ねください。

徳島北年金事務所 阿波半田年金事務所
徳島市佐古三番町12-8 美馬郡つるぎ町貞光字馬出50-2

電話（088）655-0200

徳島南年金事務所
徳島市山城西4-45

電話（088）652-1511 電話（0883）62-5350

お問い
合わせ先

詳しくは管轄する年金事務所にお問い合わせください。

【現　行】
（平成29年8月分まで）

【変更後】
（平成29年9月分から）

一般の被保険者 　18.182％ 18.300％
坑内員・船員の被保険者 　18.184％

9月分保険料
10月納入告知分から

平成29年9月分から厚生年金保険料率が変わります

●新しい保険料の
　控除はいつから？

●保険給付額なども
　変わります

●標準報酬月額及び
　保険料額の被保険
　者への通知は、事
　業主の義務です

社会保険とくしま（6）　平成29年 9月8日 第705号第705号 社会保険とくしま 平成29年 9月8日　（7）



第三者の行為による負傷で
健康保険を使用した場合は届出が必要です！
交通事故やけんかなど、業務外の事由による第三者の行為によって負傷し、健康保険を使用して治療
を受けた場合は、「第三者行為による傷病届」の届出が必要です。すみやかにご提出いただきま
すようお願いいたします。

どういう場合に
届出が必要なの？

!

　自動車事故等の第三者行為により負傷したときの治療費は、本来、
加害者が負担するのが原則です。
　しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使っ
て治療を受けることができます。この場合、加害者が支払うべき
治療費を健康保険（協会けんぽ）が立て替えて支払うことと
なります。
　そこで、後日、協会けんぽが加害者に対して健康保険給付した
費用を請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要となります。
（健保法施行規則第65条）

　皆さまにお納めいただいている保険料を適正に使用するために
も、必ずご提出をお願いいたします。

!

第三者の行為によって負傷したときなどで、例は下記のとおりです。
≪届出が必要な例≫
●車同士の事故により負傷した場合
●事故車に同乗していた場合
●けんかや暴力行為により負傷した場合
●他人の飼っている動物にかまれて負傷した場合　等
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　徳島県年金受給者協会は、公的年金にご加
入されている方なら、どなたでもご入会いただ
ける団体です。会員の皆様の福祉の向上と会
員相互の親睦等、年金生活を守るためのさまざ
まな事業を行っています。

資料請求
お問い合わせは…

TEL088-679-6671　FAX088-634-3337
徳島県年金受給者協会

会員のつどい
スポーツ大会
さわやか旅行
情報誌の配布
団体保険制度

ボランティア活動
同好会活動
各種割引サービス
葬儀支援サービス

徳島県年金受給者
協会のご案内‼

会員募
集

会員募
集

主
な
事
業

●平成29年度　会員のつどい ●

会場 :あわぎんホール（4F大会議室）

●皆様のご来場をお待ちしております●

「露の団姫の極楽寄席」
講演

講師

11/14
火

　2016年の日本人の平均寿命が過去最高を更新し、
女性87.14歳、男性80.98歳となりましたが、寿命に
関するクイズにお答えください。

　平均寿命の高まりは医療技術の進歩や健康志向の
高まり、生活環境の改善が要因と考えられています。
これからは、生活習慣の改善や適切な医療により健
康寿命が高まることを願いたいものです。

こうして改善！生活習慣
保
健師だより
協会けんぽ
保　健　師

吉積美代

13:10～

露の団姫 さん
つゆ まる こ

（落語家・僧侶） A1．日本は第2位

A2．女性87.8％、男性75.1％

A3．女性49.9％、男性25.6％

A4．女性74.21歳、男性71.19歳

※1985年から26年連続で世界一でしたが、現在は
　男女とも香港が1位となっています。

現在の世界順位は何位でしょうか？

75歳まで生きる人の割合は？ 

90歳まで生きる人の割合は？ 

健康寿命は何歳でしょうか？

日本人の平均寿命は
最高更新！
では、健康寿命は
何歳でしょう？

Q1

Q2

Q3

Q4

第150回

　105歳の現役医師として知られる日野原重明先
生はわが国の医療を変革させ大きな功績を残され
ました。聖路加国際病院で診療や教育に関わりな
がら、｢新老人の会｣の活動を通じて医療･音楽･哲
学を含む日野原イズムを広められたのです。
　長年ご指導頂いた私は、先日東京で先生の穏や
かで愛に溢れる笑顔と文化勲章
を拝見。また先生が常に語られ
ていた大切な4つの言葉である
｢出会い、愛、命、

ゆるし

恕｣について拝聴しました。
　そのとき私はハッと気付くことに。出会いとは｢セ
レンディピティ(serendipity)、偶察力｣のことだろ
う。素敵な偶然に出会ったり、予想外のものを発見
したり、運を掴み取る能力を指します。医学者ルイ･
パスツールは｢構えのある心｣と解説しました。
　実際に私は日野原先生との出会いで人生の方向

性が大きく変わりました。先生の著書｢幸福な偶然
をつかまえる｣で語られている通りです。
　それではどうすれば? わかりやすい例が甲子園
を目指す高校球児。自分の夢を設定し目標が定まっ
ていれば、苦しい練習も耐えられます。栄光は一
瞬あるか、もしくは訪れないかも。でも、その経験

は自身の将来に必ずやプラスに
働きます。あなたの夢は何です
か？(医学博士･内科医)

「夢を持ち幸福な偶然を」「夢を持ち幸福な偶然を」
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職場内で回覧しましょう！

主 な 内 容

「秋祭り」（西由岐）撮影者: 田中　耕二

1 1098765432

・ 第19回　徳島県社会保険協会 けんこうウォーク参加者大募集!
・ 健康づくり・防災意識の向上DVD貸出しのご案内！
・ 第20回　社会保険協会健康ボウリング大会結果
・ 日帰りバス旅行のご案内（神戸）
・ 平成29年度 第1回社会保険事務担当者研修会を開催しました。
・ 平成29年度 年金シニアライフセミナー開催のご案内 !
・ 宿泊施設等の優待サービス事業が始まります！！ 
・ 日本年金機構からのお知らせ
・ 協会けんぽからのお知らせ
・ 健康のススメ「夢を持ち幸福な偶然を」　　・ 徳島県年金受給者協会のご案内
・ 保健師だより「こうして改善！生活習慣～平均寿命と健康寿命～」
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