
No. 質問カテゴリ 質問 回答

1 保険証の発送

「協会けんぽ保険証」はいつ届きますか？ 「協会けんぽ保険証」は平成31年4月中旬から下旬にかけて順次発送いたします。

2 保険証の発送

「協会けんぽ保険証」は「どこ」に「どのような郵送方法」で送られてきますか？ 登録住所に「簡易書留」で発送いたします。

ご不在で受け取れなかった場合など、派遣会社に戻ってきた場合は「特定記録郵便（ポスト投

函）」で再送いたします。

3 保険証の発送

「協会けんぽ保険証」を直接、派遣会社へ受け取りに行くことはできますか？ 大変申し訳ございませんが、直接お渡しすることはできません。

今回の「協会けんぽ保険証」は、短期間で大量に発送しなければならない為、発送業務を外

部業者に委託しています。到着までお待ちいただけますよう、よろしくお願いいたします。

4 保険証の発送

発送される封筒はどのような形状ですか？ 窓開きの横向き定型封筒の予定です。

差出人は、ご自身が保険加入されている派遣会社（例：パーソルテンプスタッフ株式会社）と

なります。

5 保険証の発送

登録住所以外に送ってもらえますか？ 登録住所以外への発送受付は、できません。

不在で受け取れなかった場合は、不在通知にてご自身でのご対応をお願いします。

6 保険証の発送

70歳以上なので高齢者受給者証が必要です。「協会けんぽ保険証」と一緒に届きますか？ 高齢者受給者証も「協会けんぽ保険証」に同封してお送りいたします。平成31年4月中旬から

下旬にかけて順次発送いたします。

7 保険証の発送

最近、住所変更をしました。新しい住所に保険証を届けてほしいのですが、どのような手続きをす

ればよいでしょうか？

発送のタイミングによって新しい住所への発送が間に合わない場合があります。郵便局へ転送届

の申し込みを行ってください。

8 新保険証の記載内容

「協会けんぽ保険証」の番号は変わりますか？ 「記号」（事業主を表す番号）が変更になります。

「証番号」（個人番号）は原則変更ございませんが、

ダブルワークなど二箇所で健康保険に加入されていらっしゃる方は、年金機構の指示により例外

的に変更される場合があります。

9 新保険証の記載内容

「協会けんぽ保険証」になると氏名の表記など変更点はありますか？ 氏名の表記が変わる場合がございます。

「協会けんぽ保険証」に表記される氏名は、原則として日本年金機構（協会けんぽ）に登録

されている氏名となります。

しかし、下記のような場合は、「協会けんぽ保険証」の漢字氏名欄が空欄になり、カナ氏名欄の

みが表記されることがあります。

・漢字氏名欄の文字数が全角12文字を超える

・漢字氏名欄にアルファベットが使われている

・年金機構（協会けんぽ）で使用できない文字がある

※いわゆる外字など常用漢字でないもの

氏名の表記がカナのみであっても、保険証としての効力を失うものではございません。そのままご利

用ください。

10 旧保険証の返却

「協会けんぽ保険証」が届いた後、「はけんけんぽ保険証」はどうすればよいですか？ 派遣会社を通して協会けんぽへ返却する必要があります。「協会けんぽ保険証」がお手元に届

き次第、同封の返却用封筒をご利用いただき、受け取りから２週間以内にご返却ください。

11 旧保険証の返却

「はけんけんぽ保険証」を紛失してしまいました。どうすればよいですか？ 「はけんけんぽ保険証」を紛失した場合は、別途届出が必要となります。下記URLから申請書を

ダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、保険証返信封筒で必ずご返送ください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/180319kaisyufu

noutodoke.pdf

12
保険証受取前の

病院受診

「協会けんぽ保険証」が届く前に病院で受診したいのですが、どうすればよいですか？ 「協会けんぽ保険証」が届く前に、やむを得ず通院する場合は、

平成31年４月中に限り、「はけんけんぽ保険証」を使用して受診できます。

なお、「協会けんぽ保険証」が手元に届き次第、「協会けんぽ保険証」を医療機関に提示してく

ださい。

その他、医療機関の指示に従ってください。

13
保険証切り替え時期の

加入・退職

平成31年4月以降退職予定ですが、退職予定者にも「協会けんぽ保険証」は交付されます

か？

平成31年4月1日時点で健康保険に加入されている方には「協会けんぽ保険証」は交付され

ます。ご退職時にご返却ください。

「人材派遣派遣健康保険組合」から、「全国健康保険協会」への移行に関するFAQ
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14
保険証切り替え時期の

加入・退職

平成31年3月の下旬に、社会保険に加入した場合の保険証の発行はどうなりますか？ 手続きのタイミングにもよりますが、「はけんけんぽ保険証」が先に発行され、後から「協会けんぽ

保険証」が発行されるか、もしくは「協会けんぽ保険証」のみが発行されます。

なお、「協会けんぽ保険証」は、お手元に届くまで1か月程度かかります。

15 保険料

協会けんぽに移行後、保険等級や保険料に変更がありますか？ 保険等級は引継ぎますので変更はございませんが、保険料率が変わります。そのため保険料が

変更となります。

16 保険料

協会けんぽに移行後、毎月の保険料負担額は具体的にどれくらい変わりますか？ 【保険料率が変わります】

Ｌ保険料率は、ご自身が保険加入されている派遣会社の事業所所在地の都道府県保険

料率が適⽤されます。

　例）パーソルテンプスタッフ（株）の場合

　　　　事業所所在地：東京都

　　　  東京都の料率が社保加入スタッフ全員に適用されます

Ｌ協会けんぽの全国平均保険料率は10％です。

 　月ごとの保険料は個人の標準報酬月額によって異なるため、

　 以下、参考値としてください。　*平成31年度

　　＜40歳未満＞　おおよそ200円～300円/月の増

　　＜40歳～64歳＞おおよそ10円～30円/月の減

　　　　　　　　　　　→　健康保険料UP＆介護保険料DOWN

17 保険料

協会けんぽでは、都道府県毎に保険料率が設定されているようですが、自分自身の居住地に

よって健康保険の料率が異なるということですか？

No.16の回答の通り、保険料率は、ご自身が保険加入されている派遣会社の事業所所在地

ごとの料率が適⽤されますので、ご自身の居住地の都道府県で異なるわけではありません。

【各社詳細】

◆東京都

パーソルテンプスタッフ／テンブロス／テンプスタッフプラス／テンプスタッフ・ウィッシュ／パーソナル／

パーソルテクノロジースタッフ

◆新潟県

テンプスタッフフォーラム

◆宮城県

パーソルテンプスタッフカメイ

各都道府県の保険料率はこちらからご確認ください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31/h31ryougakuhyou

3gatukara

18 健康保険加入期間

協会けんぽへの移行により、保険の加入期間としては一旦途切れるのでしょうか？ 「協会けんぽ保険証」は、システム上、取得日が平成31年4月1日と表記されておりますが、加

入期間は途切れておりません。はけんけんぽでの加入期間も通算されておりますのでご安心くだ

さい。

19 扶養家族

はけんけんぽから協会けんぽへの移行において、扶養家族再審査はありますか？ 移行に際しての再審査はありません。

改めて提出していただく書類等もありません。

20 扶養家族

扶養家族の「協会けんぽ保険証」は本人分と一緒に届きますか？ 現在、扶養家族の「はけんけんぽ保険証」をお持ちの方は、ご本人分と一緒に発送されます。

申請中などで、扶養家族の「はけんけんぽ保険証」をお持ちでない方は、別送となる可能性がご

ざいます。

21 扶養家族

扶養家族分の「協会けんぽ保険証」を、自分自身の登録住所と異なる住所へ、送っていただく

ことは可能でしょうか？

扶養家族分の「協会けんぽ保険証」も、ご自身の登録住所へ一緒に発送されますので、別々の

住所にお送りすることはできません。

ご自身で受取り後、転送等の手続をお願いいたします。

22 扶養家族

扶養家族も「協会けんぽ保険証」が到着するまでは、「はけんけんぽ保険証」を使用して問題あ

りませんか？

扶養家族の方々も、「協会けんぽ保険証」が届く前に、やむを得ず通院する場合は、平成31年

４月中に限り、「はけんぽの保険証」を使用して受診できます。

なお、「協会けんぽ保険証」が手元に届き次第、「協会けんぽ」の保険証を医療機関に提示して

ください。

その他医療機関の指示に従ってください。

23 扶養家族

平成31年3月末まで扶養家族がいますが、平成31年4月1日以降、扶養から外れます。

手続きはどのようにすればよいですか？

当社スタッフサポートセンターまで、ご連絡ください。

【電話番号】0120-060-236

【受付時間】平日　9:00～18:00

なお、申請のタイミングにより、「協会けんぽ保険証」が送付される場合がございます。

その際はお手数ですが、同封されている返却用封筒にて、ご返却をお願いいたします。
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24 各種申請・手続方法

平成31年4月1日以降に氏名変更予定があるのですが、どのような手続きが必要でしょうか？ 住民票上の氏名が変わった時点から概ね１か月後に、事業主（派遣会社）へ「氏名変更

後」の「協会けんぽ保険証」が到着します。

届き次第、ご本人へ電話またはメールにて「氏名変更」の事実確認をさせていただき、確認完了

後に発送いたします。

発送時に、その他必要な手続をご案内いたします。（システムの登録氏名変更、給与口座変

更、扶養家族の手続きなど）

25 各種申請・手続方法

平成31年4月1日以降に住所変更予定があるのですが、社会保険に関してどのような手続きが

必要でしょうか？

協会けんぽで管理している被保険者住所は、住民票住所と連動しているため、社会保険にお

ける手続きは原則必要ありません。

26 各種申請・手続方法

今まで受けていた保険給付は、協会けんぽ移行後も受けられますか？ 要件を満たしていれば、協会けんぽへ移行した後も引き続き給付対象となります（申請に必要

な加入期間は、はけんけんぽでの加入期間も通算できます）。

申請に使用する書類は協会けんぽ用に変更となります。協会けんぽのホームページからダウン

ロードしてご記入・ご提出ください。

27 各種申請・手続方法

限度額適用認定証（高額療養費）、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、療養

費還付申請など健康保険給付金の申請はどのようにしたらよいでしょうか？

平成31年4月1日以降は、協会けんぽへ直接、提出をお願いいたします。

※書類や送付先は協会けんぽのホームページにございます。

ただし、以下の書類は社会保険に加入している派遣会社へ提出が必要です。※派遣会社の

証明欄があるため

＜派遣会社へ提出が必要な書類＞

出産手当金支給申請書、傷病手当金支給申請書、負傷原因届、埋葬料支給申請書、保

険証滅失・再交付申請書

28 各種申請・手続方法

「特定疾病療養受療証」、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」

を利用していますが、変更手続きは必要ですか？

協会けんぽへ平成31年4月以降に再度申請が必要です。

医療証は、用途によって再申請が必要なものと、「協会けんぽ保険証」とともに自動で発行され

るものがあります。

なお、いずれの場合も、「協会けんぽ保険証」がお手元に届くまでは、４月中に限り、「はけんけ

んぽ保険証、医療証」を使用して医療機関で受診できます。新しい「協会けんぽ保険証、医療

証」は届き次第、医療機関へ提示をお願いいたします。

＜再度申請が必要なもの＞

●限度額適用認定証

●標準負担額減額認定証

→申請書は記入例に従って漏れなく記載いただき、必要書類をご確認の上ご提出ください。

●特定疾病療養受療証

→ご申請時に現在の証を添付してください。

　ただし、現在の証を使用する予定がある場合は、病院へ対応をご確認ください。

＜保険証と同様に、申請しなくても自動発行されるもの＞

●高齢受給者証

→「協会けんぽ保険証」に同封し発送されます。

●一部負担金免除証明書（東日本大震災、平成30年7月西日本豪雨災害）

→「協会けんぽ保険証」とは別送にて、協会けんぽより直接、対象者の方へ送付されます。

　なお、熊本地震については、平成31年3月末日にて、免除終了となります。

29 任意継続

協会けんぽへ移行されても、任意継続はできますか？継続のルールは同じですか？ 協会けんぽへ移行されても任意継続は可能です。任意継続のルールははけんけんぽと同じで

す。

【任意継続のルール】

①退職日までに継続した2 か月以上の被保険者期間（任意継続被保険者期間は除く）が

必要です。

②退職日の翌日から20 日以内に資格取得申出が必要です。

※標準報酬月額の上限は下記の通り変更されます。

　（平成31年度)

　　はけんけんぽ：上限24万円

    協会けんぽ：上限30万円

【手続き方法】

●資格取得申出書は協会けんぽ書式を使用してください。

＜取得申出が平成31 年4 月1 日以降になる場合＞

※退職日が3月31日 以降、または４月１日以降に加入申出をされる方

①お住まいの都道府県の「協会けんぽ支部」に「資格取得申出書（はけんけんぽ解散の旨を

余⽩に朱書き）」を提出してください。

②4月1日以降のお問い合わせや各種申請窓口はお住まいの都道府県の「協会けんぽ支部」

です。（協会けんぽのホームページでご確認ください。）
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30 問合せ

今まで、「はけんけんぽ」に問い合わせをしていましたが、「協会けんぽ」も同様に受付してくれます

か？

協会けんぽへご提出いただくものであれば、お問い合わせいただけます。

お問い合わせ先は、派遣会社所在地の協会けんぽホームページをご確認ください。

【各社詳細】

◆東京都

パーソルテンプスタッフ／テンブロス／テンプスタッフプラス／テンプスタッフ・ウィッシュ／パーソナル／

パーソルテクノロジースタッフ

◆新潟県

テンプスタッフフォーラム

◆宮城県

パーソルテンプスタッフカメイ

31 福利厚生

協会けんぽに移行しても、健康診断は受けられますか？ はい。協会けんぽにおいても年に一度、健康診断を受けることができます。今年度の定期健康

診断は2019年8月から実施予定です。対象者の方には健康診断開始前にご案内をお送りし

ますので、書面にて詳細をご確認ください。

32 福利厚生

健保組合が変わったことで、利用できなくなるサービスはありますか？ はけんぽで契約していたスポーツクラブの法人会員利用や電話健康相談は利用できなくなりま

す。

上記の通り、スポーツクラブの法人会員としての利用ができなくなることをご認識のうえ、ご自身で

スポーツクラブ利用継続はご判断ください。


