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新年のご挨拶
神奈川県薬剤師国民健康保険組合
理事長

山本 哲朗
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組合からのお知らせ
❖（ご注意）平成29年分確定申告の医療費控除に「医療費通知」は使用できません。❖
所得税法の改正により、平成29年分の医療費控除申告の際に
「医療費通知」を添付した場合
「医療費控除の明細書」の
提出を省略できるようになりましたが、当組合が発行している医療費通知は被保険者が支払った医療費の額の記載がな
いため、
「医療費控除の明細書」
の代わりとして使用することができませんのでご注意ください。
なお、
来年以降の確定申告には医療費通知を使用できるように様式を変更いたします。

❖ マイナンバーによる情報連携について －手続き時の添付書類提出のお願い－ ❖
マイナンバーを利用した情報連携につきましては、昨年の７月18日より医療保険者と区市町村等の行政機関等の間
で各種データを照会する
「情報連携の試行運用」が開始され、11月13日から本格運用に移行しました。本格運用後は、
原則として、
住民票等の書類の提出が省略できるようになると言われていました。
しかし、この情報連携では、加入者の資格管理に必要となる世帯情報や異動日が確認できないなどの問題があり、適正
な資格適用事務に支障が生じるため、
組合員の皆様には、引き続き、住民票等の関係書類の提出をお願いいたします。
今後の事務手続の変更については、
順次、
ご案内させていただきます。

❖ 法人事業所・従業員5人以上の個人事業所の厚生年金保険の適用について ❖
個人事業所が法人化した場合や個人事業所の従業員が5人以上になったときは、厚生年金保険が適用になりますので
手続きをお願いいたします。
適正な手続きが行われない場合、
組合員の資格を継続できなくなる場合がございますのでご留意ください。
詳しくは組合にお問合せください。

ジェネリック医薬品の
使用促進のお願い
皆様のご理解ご協力により、ジェネリック医薬品の使用
率が伸びていますが、全国平均や県平均と比べると10％も
低い状態です。使用率の向上により、財政の健全化とともに
自己負担額の軽減にもつながります。今後も使用促進にご
協力をよろしくお願いします。
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●補助金額 年間限度額5,000円
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来年度から市民マラソンの参加費に
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●添付書類
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マラソン等参加費に対する補助

平成 29 年 4 月
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（2）参加費の領収書の写しまたは、振り込み控えの写し

●申請期間 平成31年１月１日～３月31日（必着）

40歳～74歳未満の方へ

まだ受診していない方は、

３月末までに

健康診断を受診しましょう！

受診してください

～健診を受けて伸ばそう！私の 家族の 健康寿命～

特定健診受診券を利用すれば
契約健診機関で

人間ドックや健康診断がかんたんに

受診できます。

1予約
昨年６月初旬にお送りした受診券をお手元にご用意ください。同封され
ている冊子「健康診断を受けましょう」または、組合ホームページで健診機
関をご確認の上、予約をしてください。その際、神奈川県薬剤師国保に加入
していることを伝えてください。

健診受診券を紛失
した場合は組合まで
ご連絡ください

2受診
予約日当日は、特定健診受診券と保険証、
健診機関から指定されたものを持参し、
受診してください。

3支払
最後に窓口で補助金を差し引いた金額をお支払いください。
（例:人間ドック41,040円 - 補助金30,000円=自己負担額11,040円）
※婦人科系検診や脳ドック（ＭＲＩ・ＭＲＡ両方実施）以外のオプションは、補助の対象外になります。

※契約外健診機関で人間ドックや一般健診を受診した場合、補助金の申請が必要になります。詳細は組合までご連
絡ください。

※補助は年度内に一回になります。

インフルエンザ予防接種に対する補助
●補助対象
（1）
組合員
（75歳以上を除く）
※家族の方は対象外です。
（2）
平成29年10月１日～平成30年２月末までに実施したもの

●補助金額 組合員１名につき1,000円（費用額が、1,000円に満たない場合は実費）
●添付書類
（1）
申請用紙
（組合ホームページからダウンロードまたは、組合までご連絡ください。）
（2）
領収書(医療機関名及びインフルエンザ予防接種の記載のあるもの)

●申請期間 平成30年３月31日（必着）
お願い 申請する際は、事業所単位でまとめてください。

よ こ は ま・さ ん ぽ
～

健康のために最初の一歩

～

港北区大倉山で
歴史と梅の散策
大倉山公園

「よこはま・さんぽ」
第三弾です。
今回は、港北区大倉山です。2月に見頃を迎える大倉山公園梅林。ひとつの枝に
紅・白色の花が咲く
「思いのまま」
をはじめ、
約200本の紅・白梅が植えられている
観光名所がゴールとなっています。ウォークの途中、師岡熊野神社に立ち寄りま
す。開かれたのは古く724年で、
横浜北部の総鎮守と言われています。
御社紋の八咫
烏（やたがらす）
は、
夜明けを呼ぶ鳥等、
人生の闇に迷い悩む人々を明るい希望の世
界に導く神の使いの霊鳥として信仰されています。日本サッカー協会のシンボル
マークとしても使われ、
サッカー神社とも言われています。
大倉山を、
ゆったり歩きましょう。
ご応募お待ちしております。

平成 30 年 2

月 18 日（日）

● 募集人数：40 名（応募締切 1 月 31 日（水））
● 参 加 費：無料
●受

付：午前 10 時

●解

散：午前 11 時半頃

● 申込方法：１

東急東横線大倉山駅

改札前

大倉山公園

同封の参加申込書での申込
申込書を FAX 又は郵便でお送りください。

２

師岡熊野神社

メール（ホームページお問い合わせ欄）での申込
下記の項目を表記して送信してください。
①被保険者証の番号
③電話番号

②参加者氏名

④組合加入の有無

※詳細は、申込後にお送りします。
※歩きやすい服装でご参加ください。

完歩賞として !
多くのお食事場所などで使える

VJA ギフトカード 3,000 円分をプレゼント！
※完歩賞は、当国保組合加入者のみとさせていただきます。

