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郵便番号 住　　　所 保険者等名称 役職等 代表者氏名

1 北海道 060-8544 北海道札幌市中央区北３条西７丁目 公立学校共済組合 北海道支部 支部長 立川　　宏

2 青　森 030-8552 青森県青森市長島２-２５-３ ニッセイ青森センタービル８階 全国健康保険協会 青森支部 支部長 鳴海　文紀

3 岩　手 020-8570 岩手県盛岡市内丸１０－１ 公立学校共済組合 岩手支部 支部長 高橋　嘉行

4 宮　城 980-8561 宮城県仙台市青葉区国分町３-６-１ 仙台パークビル８階 全国健康保険協会 宮城支部 支部長 髙橋　祥允

5 秋　田 010-8507 秋田県秋田市旭北錦町５-５０　シティビル秋田２階 全国健康保険協会 秋田支部 支部長 中田　　博

6 山　形 990-0042 山形県山形市七日町２-６-３　山形共立本社ビル３Ｆ 健康保険組合連合会 山形連合会 会   長 丹野　晴彦

7 福　島 960-8546 福島県福島市栄町６-６　ＮＢＦ ユニックスビル８階 全国健康保険協会 福島支部 支部長 齋藤　博典

8 茨　城 310-0021 茨城県水戸市南町３-４-１２　常陽海上ビル２階 健康保険組合連合会 茨城連合会 会   長 坂本　秀雄

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  群馬県前橋市本町２-２-１２　前橋本町スクエアビル４階 全国健康保険協会 群馬支部 支部長 藤井　　稔

11 埼　玉 330-8686 埼玉県さいたま市大宮区土手町１-４９-８　Ｇ・Ｍ大宮ビル１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 千葉県千葉市中央区富士見２-２０-１ 日本生命千葉ビル９Ｆ 全国健康保険協会 千葉支部 支部長 鶴岡　茂樹

13 東　京 164-8540 東京都中野区中野４丁目１０番２号中野セントラルパークサウス７階 全国健康保険協会 東京支部 支部長 矢内　邦夫

14 神奈川 240-8515 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町１３４
横浜ビジネスパーク　イーストタワー２階 全国健康保険協会 神奈川支部 支部長 吉原　利夫

15 新　潟 950-8613 新潟県新潟市中央区弁天３-２-３　ニッセイ新潟駅前ビル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 黒田　幸一

17 石　川 920-8553 石川県金沢市鞍月１丁目１番地 警察共済組合 石川県支部 支部長 小島　裕史

18 福　井 910-8554 福井県福井市西開発４丁目２０２-１　福井県自治会館３階 福井県市町村職員共済組合 理事長 東村　新一

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 井上　明彦

20 長　野 380-8583 長野県長野市南長野西後町１５９７-１　 長野朝日八十二ビル８階 全国健康保険協会 長野支部 支部長 上原　　明

21 岐　阜 500-8358 岐阜県岐阜市六条南２－１１－１ 健康保険組合連合会 岐阜連合会 会   長 高橋　義信

22 静　岡 420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町１１-８　山口駅前ビル６階 健康保険組合連合会 静岡連合会 会　長 露木　　豊

23 愛　知 451-0045 愛知県名古屋市西区名駅３丁目９-３７　４８ＫＴビル４階 健康保険組合連合会 愛知連合会 会　長 上田　達郎

24 三　重 514-0006 三重県津市広明町３４５－５　三浴ビル４階 健康保険組合連合会 三重連合会 会   長 高林　　学

25 滋　賀 520-8513 滋賀県大津市梅林１丁目３番１０号　滋賀ビル４階 全国健康保険協会 滋賀支部 支部長 若林　善文

26 京　都 604-8508 京都府京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町６３４　カラスマプラザ２１ 全国健康保険協会 京都支部 支部長 矢田　久雄

27 大　阪 542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋１-１-１０ 大阪府食品国民健康保険組合 理事長 田中　清三

28 兵　庫 650-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通６-１-１２　三宮ビル東館２階 全国健康保険協会 兵庫支部 支部長 笠井　利雄

29 奈　良 630-8535 奈良県奈良市大宮町７-１-３３　奈良センタービル４階 全国健康保険協会 奈良支部 支部長 西本　　稔

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 東　　　誠

31 鳥　取 680-8560 鳥取県鳥取市扇町５８ナカヤビル 全国健康保険協会 鳥取支部 支部長 石本　健一

32 島　根 690-8531 島根県松江市学園南一丁目２番１号　くにびきメッセ５階 全国健康保険協会 島根支部 支部長 大塚　正明

33 岡　山 700-8506 岡山県岡山市北区本町６－３６ 　第一セントラルビル８階 全国健康保険協会 岡山支部 支部長 岡田　一成

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 向井　一誠

35 山　口 754-8522 山口県山口市小郡下郷３１２-２　山本ビル第３-２階 全国健康保険協会 山口支部 支部長 梶　　健次

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 三木　　敏

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 田中　亮三

38 愛　媛 790-8546 愛媛県松山市三番町７-１-２１　ジブラルタ生命松山ビル５階 全国健康保険協会 愛媛支部 支部長 家髙　眞信

39 高　知 780-0870 高知県高知市本町５丁目３‐２０　高知共済会館内 高知県市町村職員共済組合 理事長 板原　啓文

40 福　岡 812-8670 福岡県福岡市博多区呉服町１０-１　博多三井ビル 全国健康保険協会 福岡支部 支部長 原田　祐二

41 佐　賀 840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目１番５９号 地方職員共済組合 佐賀県支部 支部長 山口　祥義

42 長　崎 850-8570 長崎県長崎市江戸町２番１３号 地方職員共済組合 長崎県支部 支部長 中村　法道

43 熊　本 862-8609 熊本県熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号 公立学校共済組合 熊本支部 支部長 田崎　龍一

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２階 全国健康保険協会 大分支部 支部長 北川　晴雄

45 宮　崎 880-8546 宮崎県宮崎市橘通東１-７-４　第一宮銀ビル５階 全国健康保険協会 宮崎支部 支部長 比嘉　廉太

46 鹿児島 890-8527 鹿児島県鹿児島市与次郎二丁目８番８号　マリンパレスかごしま１階 鹿児島県市町村職員共済組合 理事長 日髙　政勝

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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