
令和3年6月1日現在

郵便番号 住　　　所 保険者等名称 役職等 代表者氏名

1 北海道 060-8588 北海道札幌市中央区北3条西7丁目 地方職員共済組合北海道支部 支部長 鈴木　直道

2 青　森 030-0801 青森県青森市新町２丁目３番１号 警察共済組合青森県支部 支部長 村井　紀之

3 岩　手 020-8508 岩手県盛岡市中央通1-7-25　朝日生命盛岡中央通ビル2階 全国健康保険協会岩手支部 支部長 樋澤　正光

4 宮　城 980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町12-21シントウ二日町ビル 健康保険組合連合会宮城連合会 会長 成田　努

5 秋　田 010-8570 秋田県秋田市山王四丁目１番１号 地方職員共済組合秋田県支部 支部長 佐竹　敬久

6 山　形 990-8587 山形市幸町18-20　JA山形市本店ビル5階 全国健康保険協会山形支部 支部長 丹野　晴彦

7 福　島 960-8043 福島県福島市杉妻町２－１６ 福島県保険者協議会 会長 菅野　俊彦

8 茨　城 310-0021 茨城県水戸市南町２－５－５（常陽銀行本店別館４階） 健康保険組合連合会茨城連合会 会長 秋野　哲也

9 栃　木 320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 地方職員共済組合栃木県支部 支部長 福田　富一

10 群　馬 371-8516 前橋市本町2-2-12前橋本町スクエアビル4F 全国健康保険協会群馬支部 支部長 下田　正宏

11 埼　玉 330-8686 埼玉県さいたま市大宮区錦町682-2大宮情報文化センター16階 全国健康保険協会埼玉支部 支部長 柴田　潤一郎

12 千　葉 260-8645 千葉市中央区富士見２－２０－１ 日本生命千葉ビル９階 全国健康保険協会千葉支部 支部長 佐藤　信行

13 東　京 102-0093 東京都千代田区平河町1-5-9　厚生会館 全国土木建築国民健康保険組合 理事長 水田　　雄

14 神奈川 231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町４－４７ 健康保険組合連合会神奈川連合会 会長 奈良崎　修二

15 新　潟 950-8513 新潟市中央区東大通2-4-4　日生不動産東大通ビル3階 全国健康保険協会新潟支部 支部長 田中　正一

16 富　山 930-8561 富山県富山市奥田新町8-1　ボルファートとやま6階 全国健康保険協会富山支部 支部長 松井  泰治

17 石　川 920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地 地方職員共済組合石川県支部 支部長 谷本　正憲

18 福　井 910-8541 福井県福井市大手３－４－１　福井放送会館５階 全国健康保険協会福井支部 支部長 畑　秀雄

19 山　梨 400-8559 山梨県甲府市丸の内3-32-12甲府ニッセイスカイビル7階 全国健康保険協会山梨支部 支部長 浅川　文明

20 長　野 380-8583 長野県長野市南長野西後町1597-1 長野八十二ビル8階 全国健康保険協会長野支部 支部長 清水　昭

21 岐　阜 500-8385 岐阜県岐阜市下奈良２丁目２－１　岐阜県福祉・農業会館２階 健康保険組合連合会岐阜連合会 会長 楠井　宏和

22 静　岡 420-0839 静岡県静岡市葵区鷹匠2丁目19-2　NT鷹匠ビル 静岡県薬剤師国民健康保険組合 理事長 鈴木　典之

23 愛　知 460-0001 名古屋市中区三の丸二丁目３番２号 愛知県市町村職員共済組合 理事長 岡村 秀人

24 三　重 514-0006 三重県津市広明町345-5 三浴ﾋﾞﾙ4階 健康保険組合連合会三重連合会 会長 谷口　弘幸

25 滋　賀 520-8513 滋賀県大津市梅林１丁目３番１０号　滋賀ビル３階 全国健康保険協会滋賀支部 支部長 西田　毅

26 京　都 602-8550 京都府京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町８５番地３ 警察共済組合京都府支部 支部長 上野　正史

27 大　阪 540-8571 大阪府大阪市中央区大手前２丁目 公立学校共済組合大阪支部 支部長 酒井　隆行

28 兵　庫 651-8512 兵庫県神戸市中央区磯上通7-1-5　三宮プラザＥＡＳＴ 全国健康保険協会兵庫支部 支部長 竹内　徹

29 奈　良 630-8502 奈良県奈良市登大路町30　奈良県教育委員会事務局内 公立学校共済組合奈良支部 支部長 吉田 育弘

30 和歌山 640-8516 和歌山県和歌山市六番丁５　和歌山第一生命ビル３階 全国健康保険協会和歌山支部 支部長 谷口　拓司

31 鳥　取 680-8520 鳥取県鳥取市東町一丁目２７１番地 警察共済組合鳥取県支部 支部長 服部　準

32 島　根 690-8531 島根県松江市殿町３８３　山陰中央ビル２階 全国健康保険協会島根支部 支部長 石原　貢

33 岡　山 700-8507 岡山市北区内山下2-4-6岡山県教育庁 公立学校共済組合岡山支部 支部長 鍵本 芳明

34 広　島 732-8512 広島県広島市東区光町1-10-19　日本生命広島光町ビル2階 全国健康保険協会広島支部 支部長 神田　和幸

35 山　口 754-8522 山口市小郡下郷312-2　山本ビル第3 全国健康保険協会山口支部 支部長 尼田　剛

36 徳　島 770-8541 徳島県徳島市沖浜東3-46　Ｊビル西館1階 全国健康保険協会徳島支部 支部長 品川　晴旨

37 香　川 760-8564 香川県高松市鍛冶屋町3　香川三友ビル7階 全国健康保険協会香川支部 支部長 春山　保男

38 愛　媛 790-8546 松山市千舟町４-６-３　アヴァンサ千舟１階 全国健康保険協会愛媛支部 支部長 逸見 雅一

39 高　知 780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4-30 警察共済組合高知県支部 支部長 熊坂　隆

40 福　岡 812-8670 福岡市博多区上呉服町10-1　博多三井ビルディング 全国健康保険協会福岡支部 支部長 片平　祐志

41 佐　賀 840-8560 佐賀県佐賀市駅南本町6-4　佐賀中央第一生命ビル 全国健康保険協会佐賀支部 支部長 久米　勝士

42 長　崎 850-8548 長崎県長崎市尾上町３番３号 警察共済組合長崎県支部 支部長 早川　智之

43 熊　本 862-8610 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 警察共済組合熊本県支部 支部長 岸田　憲夫

44 大　分 870-8570 大分県大分市金池南1-5-1 ホルトホール大分(MNCタウン2階) 全国健康保険協会大分支部 支部長 中村　光政

45 宮　崎 880-8546 宮崎市橘通東１－７－４第一宮銀ビル５Ｆ 全国健康保険協会宮崎支部 支部長 矢野　憲男

46 鹿児島 890-8566 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号 警察共済組合鹿児島県支部 支部長 鈴木　敏夫

47 沖　縄 900-8512 沖縄県那覇市旭町１１４-４　　おきでん那覇ビル８階 全国健康保険協会沖縄支部 支部長 宮里　博史
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