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　青山通りから聖徳記念絵画館に向かって、146
本のいちょうの木々が４列に連なる、東京都内で
も有数の並木道。11月中旬から色づき始め、下
旬から12月上旬にかけて〝金色のトンネル〟を
つくります。同時に「神宮外苑 いちょう祭り」
が開催（2019年は11月15日～12月１日）され、
エリア全体で180万人以上が訪れます。

明治神宮外苑いちょう並木（新宿区）
Ｐ８で、おすすめスポットをご紹介しています！
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高額療養費を申請しましょう
　高額療養費とは、入院等で高額な医療費がかかった場合、自己負担限度額を超えた額の払い戻しが
受けられる制度です。

　自己負担限度額は、下表のとおり、所得区分と年齢によって変わります。

※１ 健康保険が適用される診療費用の総額（10割）です。
※２  診療を受けた月以前の１年間に、３か月以上の高額療養費の支給を受けた（限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した

場合も含む）場合には、４か月目から多数回該当となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
※３ 年間とは、前年８月１日から本年７月31日の１年間です。
※４ 被保険者が区市町村民税の非課税者の場合です。
※５ 被保険者および被扶養者が区市町村民税の非課税者で、年金収入が年間80万円以下等の場合です。

70
歳
未
満

70
歳
以
上
75
歳
未
満

被保険者の所得区分 自己負担限度額

❶ 区分 ア
　 （標準報酬月額83万円以上の方）

252,600円＋（総医療費※1－842,000円）× １％
＜多数回該当※２：140,100円＞

❷ 区分 イ
　 （標準報酬月額53～79万円の方）

167,400円＋（総医療費※1－558,000円）× １％
＜多数回該当※２：93,000円＞

❸ 区分 ウ
　 （標準報酬月額28～50万円の方）

80,100円＋（総医療費※1－267,000円）× １％
＜多数回該当※２：44,400円＞

❹ 区分 エ
　 （標準報酬月額26万円以下の方）

57,600円
＜多数回該当※２：44,400円＞

❺ 区分 オ（低所得者）
　 （被保険者が区市町村民税の非課税者の方等）

35,400円
＜多数回該当※２：24,600円＞

被保険者の所得区分
自己負担限度額

外来（個人ごと） 外来・入院（世帯ごと）

❶ 現役並み
　 所得者

Ⅲ
標準報酬月額83万円以上で
高齢受給者証の負担割合が３割の方

252,600円＋（総医療費※1－842,000円）× １%
＜多数回該当※２：140,100円＞

Ⅱ
標準報酬月額53～79万円で
高齢受給者証の負担割合が３割の方

167,400円＋（総医療費※1－558,000円）× １％
＜多数回該当※２：93,000円＞

Ⅰ
標準報酬月額28～50万円で
高齢受給者証の負担割合が３割の方

80,100円＋（総医療費※1－267,000円）× １％
＜多数回該当※２：44,400円＞

❷ 一般所得者（❶および❸以外の方） 18,000円
＜年間上限※３：144,000円＞

57,600円
＜多数回該当※２：44,400円＞

❸ 低所得者
Ⅱ※４

8,000円
24,600円

Ⅰ※５ 15,000円

医療費が高額
になったら…

たとえば11月から12月にかけて入院した場合、11月分と12月分
をそれぞれ計算します。高額療養費の申請書もそれぞれ必要です。

払い戻しの計算は
１か月単位

同じ医療機関等にかかった場合も、外来・入院・歯科外来・歯科
入院は別々に計算します。ご家族の分も別々です。

こんな場合は
別々に計算

差額ベッド代や食事の自己負担額、健康保険外の負担額（自費診
療分）は、払い戻しの対象となりません。

対象となりません

高額療養費の
Point

からの協会けんぽ 東京支部 からの協会けんぽ 東京支部
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協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、加入先の健康保険組合等にお問い合わせください。
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　協会けんぽでは、生活習慣病予防健診や特定健診の結果から、生活習慣の改善が必要と判定された40～74歳の方に
特定保健指導を実施（無料）しています。特定保健指導の対象となるかどうか、健診結果を確認しながら下のフローチャー
トでチェックしてみてください。対象となられた方は、特定保健指導を積極的にご活用ください。

　生活習慣病予防健診や特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高い
と思われる方に対し、医師や保健師、管理栄養士等が対象となられた方の身体
状況に合わせ、生活習慣を見直すためのサポートを行います。

男性：85cm以上
女性：90cm以上

いくつのリスクが当てはまりますか？

血圧 収縮期血圧（上の血圧）：130mmHg以上
拡張期血圧（下の血圧）： 85mmHg以上

または

脂質 中性脂肪値：150mg/dl以上　
HDLコレステロール：40mg/dl未満

または

血糖 空腹時血糖　　　　　　　　  ：100mg/dl以上
HbA1c：5.6％（NGSP）以上

または
（やむを得ない場合は随時血糖）

上記のリスクに１つでも当てはまる場合のみチェック たばこを吸う

健診結果でチェック

取り組む目標と行動計画を考えます。初回面接 取り組む目標と行動計画を考えます。初回面接

健康づくりにチャレンジ！
健康づくりにチャレンジ！

電話や手紙等で定期的にサポートします。途中

電話や手紙等で生活習慣改善の状況等を
伺います。

３～６か月後 電話や手紙等で生活習慣改善の状況等を
伺います。

３～６か月後

積極的支援 動機づけ支援

腹囲
男性：85cm未満
女性：90cm未満 ＋ BMIが25以上腹囲＋BMI

健診結果の見方や生活習慣改善のための情報提供を行います。０（ゼロ）チェックの数

ココをクリックすると、協会けんぽの
保健指導や健康相談が閲覧できます。

ココをクリックすると、協会けんぽの
保健指導や健康相談が閲覧できます。

特定保健指導を活用しましょう健診の後は

特定保健指導
とは…

◦BMIは、〔体重（kg） 〕÷〔身長（m）の２乗〕で算出し、肥満や低体重（やせ）を判定します。

積極的支援２つ以上
次のチェック（リスク）の数によって支援内容が異なります

動機づけ支援１つ

40～64歳の方のみ

※65～74歳の方は動機づけ支援になります。
積極的支援

動機づけ支援

３つ以上

１つか２つ

次のチェック（リスク）の数によって支援内容が異なります

※65～74歳の方は動機づけ支援になります。

40～64歳の方のみ
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老齢年金の繰下げ受給の手続き
　前号『社会保険新報 10月号』で、老齢年金の繰下げ受給制度について掲載しました。
今号（11月号）では、実際に老齢基礎年金および老齢厚生年金を繰下げて受給する場合の
手続き等についてご説明します。

　日本年金機構では、老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権が発生する65歳の誕生月前に、年金請求書（国民年金・
厚生年金保険 老齢給付）をお送りしています。65歳になって初めて老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権が発生す
る方と、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受給している方では、手続き等が異なりますので、次の表でご確認
ください。
　なお、特別支給の老齢厚生年金は繰下げできませんので、未請求の方はすみやかに届け出てください。また、66歳以
降70歳までの希望する時点に繰下げて受給する際は、老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書の提出が必要です。

　老齢基礎年金および老齢厚生年金は、受給権を満たしていれば原則65歳から支給さ
れますが、66歳以降70歳までの希望する時点に繰下げて受給することも可能です。
繰下げ１月につき0.7％増額され、70歳まで繰下げると最大42％増額された年金額を、
生涯にわたり受給できます。

老齢年金の
繰下げ受給
制度とは…

特別支給の老齢厚生年金 年金請求書の様式
老齢基礎年金および

老齢厚生年金の繰下げ受給
65歳時点の手続き

受給権が  ない  方
Ａ４冊子形

【事前送付用】

  どちらか  を繰下げ希望
Ａ４冊子形の年金請求書に、老齢基礎
年金・老齢厚生年金支給繰下げ申出書
を添付して提出

  両方  とも繰下げ希望
保留（※）。Ａ４冊子形の年金請求書の
提出は不要

受給  している方
（全額停止中も含む）

はがき形

繰下げを  希望しない  
はがき形の年金請求書の「繰下げ受給
の希望欄」を未記入で提出

  どちらか  を繰下げ希望
はがき形の年金請求書の「繰下げ受給
の希望欄」を記入して提出

  両方  とも繰下げ希望
保留。はがき形の年金請求書の提出は
不要

（※） 保留の方が老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ受給を希望するときは、年金請求書（国民年金・厚生年金保険 老齢給付）
【事前送付用】に、老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ申出書（様式第103-1号）を添付してご提出ください。

ない

両方

両方

受給

どちらか

希望しない

どちらか

老齢年金の繰下げ受給制度の詳細は、日本年金機構のホームページでご確認ください

⇒日本年金機構のホームページ ⇒申請・手続きを調べる／▶年金を請求する方

66歳以後の受給を繰下げたいとき⇒老齢年金の請求／▶老齢年金を請求する方の手続き

繰下げ受給制度の
概要等は、
前号をご参照
ください

からの からの

▶このページの記事の内容に関するお問い合わせは、管轄の年金事務所（http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/）まで
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⇒ ⇒ ⇒日本年金機構のホームページ 事業主の方 シーン別手続き案内

従業員に関する手続き／▶従業員に賞与を支給したときの手続き

賞与を支給したら 賞与支払届をご提出ください！

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

　事業主が賞与を支給したときは、被保険者賞与支払届に被保険者賞与支払届総括表を添付し
て、支給日から５日以内に、東京広域事務センターまたは管轄の年金事務所にご提出ください。
　また、日本年金機構に登録している賞与支払予定月に賞与の支給がなかった場合は、被保険
者賞与支払届総括表の［② 支給の有無］の［１．不支給］に○を付けてご提出をお願いします。
70歳以上の被用者に賞与を支給した場合も、賞与支払届の提出が必要です。
　賞与支払届は、保険料や受け取る年金額にも反映されますので、適正な届出をお願いします。

　日本年金機構では、公的年金について所得税の課税対象となる方に、令和２年分 扶養
親族等申告書をご送付しています。扶養親族等申告書がお手元に届きましたら、内容を確
認し、各種控除に該当する方は、記載されている期限内にご提出をお願いします。扶養親
族等申告書を提出されない場合は、各種控除が受けられませんので、期限内に間に合わな
かった方も、早めにご提出ください。
　税制改革に伴い、令和２年分以降の扶養親族等申告書については、提出された場合とさ
れなかった場合で、所得税率に差がなくなりました。各種控除に該当しない方は、提出は
不要です。

所得税の課税対象は、老齢年金を受給しており、所得が65歳未満は108万円以上、65歳以上は158万円以上の方です。

国民年金ひとことメモ 社会保険料控除証明書
　国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。日本年金機構では、社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書をご送付しています。年末調整や確定申告の際は、社会保険料（国民年金保険料）控除証明書ま
たは領収証書を必ず添付してください。

※社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の再交付についても、上記までお問い合わせください。

◦平成31年１月１日から令和元年９月30日に国民年金保険料を納付された方 ⇒ 令和元年10月31日に発送しました
◦令和元年10月１日から12月31日に国民年金保険料を本年初めて納付された方 ⇒ 令和２年２月６日に発送予定

0570-081-240（ナビダイヤル）

0570-003-004（ナビダイヤル）

扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル

ねんきん加入者ダイヤル

◦050で始まる電話の場合は 03-6837-9932（一般電話）

◦050で始まる電話の場合は 03-6630-2525（一般電話）

通話料がかかります。

通話料がかかります。

日本年金機構のホームページもご参照ください

日本年金機構のホームページもご参照ください

でご確認ください。

からの からのからの からの

▶このページの記事の内容に関するお問い合わせは、管轄の年金事務所（http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/）まで
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東京社会保険協会　 フィオーレ健診クリニック からのお知らせ

フィオーレ健診クリニック

❖健康診断およびオプション検査等の詳細は、ホームページ https://www.k-fiore.jp をご覧ください。
【電話受付時間】月～金曜日　9：00～17：00　　土曜健診実施日　9：00～12：00

健診予約専用ダイヤル　03-5287-6211 お問い合わせ　03-5287-6217

「東新宿」駅A2出口から徒歩１分保育室完備

　婦人科検診も子宮頸がんワクチンも、まだ十分に普及していない日本では、子宮頸がんの患者数・死亡者数ともに
増え続けています。特に20歳代から40歳代の若い世代の罹患率が増加しており、一人でも多くの女性に受診していただき
たいのが子宮頸がん検査です。

女性におすすめのオプション検査 ～子宮頸がん検査の液状化細胞診～

　HPV検査では、将来、子宮頸がんへ進展するリスクも知ることができます。子宮頸部細胞診で異常がなく、HPV検査で
HPVの感染が認められない場合、３年後に前がん状態である中等度異形成以上の病変が検出される可能性は非常に低く
なりますが、定期的に婦人科検診を受診していただくことが大切です。

HPV（ヒトパピローマウイルス）　6,000円（税抜）

＊子宮頸部細胞診は、ご加入の健康保険組合等から補助が受けられる場合がありますので、ご確認ください。

液状化細胞診　子宮頸部細胞診　3,000円（税抜）＋ 液状化細胞診への変更料金　1,500円（税抜）

　過去に子宮頸がん検査で異常を指摘されたことのある方は、液状化細胞診とHPV検査の併用をおすすめします。

　フィオーレ健診クリニックでは、従来法での子宮頸部細胞診を行っていますが、オプションとして液状化細胞診への
変更も可能です。ご不明な点やご質問等は、健診当日の婦人科問診時にお問い合わせください。

子宮頸がんとは

液状化細胞診の検査方法

多くの女性が
HPVに感染

持続感染 進行 進行

免疫力により自然に排除されれば、正常な細胞に戻ります。

がん細胞
感染から５～10年以上かけて、

がんへと移行します。

前がん病変
（異形成）

HPVに
持続感染した細胞

正常な細胞 HPVに
感染した細胞

この段階で発見すれば、
がんになる前に治療を開始できます。

■たばこの影響
子宮頸がんもたばこの影響をうけるがんのひとつです。定期的に婦人科検診の受診とともに、禁煙ががんの予防につながります。

【参考文献】 国立がん研究センター（https://ganjoho.jp/public/pre_scr/cause_prevention/smoking/tobacco02.html）

■正常な細胞が子宮頸がんになるまで

液状化細胞診

従来法
顕微鏡検査

炎症が強かったり出血が多いと、
細胞が観察しにくいことがあります。

子宮頸部から
採取した細胞

スライドガラスに塗布

保存液が入った専用容器へ
細胞を回収

＊検査に提出できる細胞数が、
従来法より多い

検査に必要ないものを除去
して、必要な細胞のみを
スライドガラスに塗布

顕微鏡検査
従来法よりも観察しやすい

標本が作製できるため、
検査の精度が上がります！

多くの女性が
HPVに感染

持続感染 進行 進行

免疫力により自然に排除されれば、正常な細胞に戻ります

がん細胞
感染から5～10年以上かけて

がんへと移行します

前がん病変
（異形成）

HPVに
持続感染した細胞正常な細胞 HPVに

感染した細胞

この段階で発見すれば、
がんになる前に治療を開始できます。

子宮頸がんとは

HPV検査とは

HPVに感染すると

HPVに感染しているかを調べる検査です。当施設では、より精度の高いHPV検査を
導入しました。

ほとんどの場合は免疫力によって自然に消えますが、感染している状態が長く続くと、
一部は細胞が変化を起こし、子宮頸がんへと進行します。

HPV（ヒトパピローマウイルス）に感染することが主な原因です。初期症状はほとんど
ない為、早期発見するためには定期的な検査が必要です。

正常な細胞が子宮頸がんになるまで

たばこの影響

HPV検査子宮頸がん検診
（細胞診）

液状化細胞診と従来法（これまでの方法）

子宮頸がんもたばこの影響を受けるがんです。定期的な産婦人科検査を受けるとともに禁煙をする事でがんの予防につながります。
※)【参考文献】  国立がん研究センター　https://ganjoho.jp/public/pre_scr/cause_prevention/smoking/tobacco02.html

液状化細胞診

従来法

フィオーレ健診クリニックの
子宮頸がん検診（子宮頸部細胞診）に
新たに液状化細胞診が
導入されました
子宮頸がんの原因であるHPVは、
性交渉の経験がある女性８０％が
一度は感染するといわれています。

検査に必要ない物を除去して
必要な細胞のみを
スライドガラスに塗布

顕微鏡検査
従来法よりも観察しやすい標本が

作製できるため、
検査の精度があがる

顕微鏡検査
炎症が強かったり出血が多いと

検査したい細胞が
観察しにくくなることがある

保存液が入った専用容器へ
細胞を回収

*検査に提出できる細胞数が
従来法より多い

子宮頸部から
採取した細胞

スライドガラスに塗布
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東京社会保険協会 からのお知らせ

東京社会保険協会 新規入会のご案内
　東京社会保険協会では、会員の被保険者および被扶養者の皆様を対象に、社会保険事務講習会・
セミナーの開催、契約宿泊施設・レジャー施設の利用割引、お得な料金での観劇会や日帰りバスツ
アー、各種健康診断等の福利厚生・健康増進事業を実施しています。これらの事業は、会員事業所
に年１回お願いしている会費を唯一の財源としています。
　充実した内容の多彩な特典をそろえています。まだ未加入の事業所は、入会をお待ちしています。
ホームページまたはFAXにてお申し込みください。

入会および事業等のお問い合わせ 会員事業グループ　TEL 03-5292-3596

新規入会・変更等 URL http://www.tosyakyo.or.jp　FAX 03-3209-1759

2019年度前半は次のような事業を行いました

春を満喫！日帰りバスツアー

◦東京ディズニーリゾートRコーポレートプログラム利用券の配付
◦新江ノ島水族館 入館割引
◦国営昭和記念公園 レインボープール【７月13日～９月１日】
◦大磯ロングビーチ【７月６日～９月16日】

◦舞台「笑う門には福来たる」【７月13日・14日】　◦舞台「サザエさん」【９月８日】

レジャー施設

観劇会

ヒルトン成田　ストロベリーブッフェ

イメージ

東京ドイツ村　イルミネーション

　飛行機のビュースポットで知られるさくらの山公園に立ち寄り、ヒルト
ン成田のストロベリーブッフェで春を先取り、酒々井プレミアム・アウト
レットでお買いものしたあとは、東京ドイツ村のロマンティックなイルミ
ネーション…と、贅沢な１日をお楽しみください。

2020年２月15日（土）　９時30分出発・19時30分解散【予定】日　　時

JR 新宿駅 工学院大学前  ※詳細は、後日配付のしおりをご覧ください。集合・解散

80名  ※20名に満たない場合は、催行できません募集人数

2019年12月20日（金）必着申込締切

会員 8,900円（会員以外 10,000円）  ※大人・子ども同額（旅行保険を含む）参 加 費

行 程 さくらの山公園（飛行機ビュースポット）➡ 

ヒルトン成田（テラスレストラン：ストロベリーブッフェ）➡

酒々井プレミアム・アウトレット（お買いもの）➡ 

東京ドイツ村（イルミネーション）

新規入会
受付中

季節のイベントをご紹介します！

イメージ

観劇会も募集中！　詳細は、ホームページまたは
11月中旬発行の『協会だより』№45をご覧ください！
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　この冬の主役は、リトルツインスターズ キキ＆ララ！　サンリオピューロランド
では、宝石のように輝く「ホワイトクリスマス」をテーマに、12月25日（水）まで、

「PURO WHITE CHRISTMAS」を開催中です。新作のイルミネーションショーには、
キキ＆ララがここでしか会えない新衣装で登場。昨年大好評だったライブショーの
再演、星と雪の世界へと誘うプロジェクションマッピングのほか、ホワイトでキラ
キラなフードやスイーツも味わえます。冬でもあたたかいサンリオピューロランド
で、おなじみのキャラクターたちとキラキラ輝くクリスマスを過ごしましょう！

会員特典

キラキラ輝くクリスマス  サンリオピューロランド
会員特典　レジャー施設 最新情報

お問い合わせ：会員事業グループ　TEL 03-5292-3596　http://www.tosyakyo.or.jp

ホームページ「会員限定ページ」をご覧ください

パスポート特別割引券　アフタヌーンパスポート特別割引券
※詳細は、11月中旬発行の『協会だより』№45に掲載しています。

いざ！ 2020年の祭典へ

おすすめスポットめぐり

TOKYO
新宿区～渋谷区

　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に
向け、準備が進む神宮外苑地区。明治神宮では、来年が
鎮座100年の節目となります。これから見頃のいちょ
うが織り成す〝ゴールデンロード〟を抜けて、現代建築
と鎮守の森が融合するエリアを散策してみましょう。

新国立競技場（オリンピックスタジアム）

　2020年東京大会の
メイン会場で、世界
的に有名な建築家・
隈研吾氏が設計。木
を ふ ん だ ん に 使 い、
日本らしさをアピー
ルした造りになって
い ま す。 大 会 で は、
開会式・閉会式のほ
か、陸上競技とサッ
カーが行われます。

まもなく完成 明治神宮

　明治天皇と皇后の昭憲皇太后を祭る神社。大正９
（1920）年11月１日に両祭神にゆかりの深いこの
地に鎮座となり、令和２（2020）年に100年を迎
えます。初詣には毎年300万人以上が訪れ、日本
一の参拝者数でも有名です。

来年鎮座100年

国立代々木競技場

　1964年東京大会の
ために造られた施設
で、建築家・丹下健
三氏の代表作。2020
年東京大会に向けて
改修されました。大
会では、ハンドボー
ルのほか、パラリン
ピックの車いすラグ
ビーとバドミントン
が行われます。

改修終了間近

　木造では日本一大き
い明神鳥居で、南参道
と北参道の出会い口に
あります。高さ12ｍ、
幅17.1ｍ、柱の直径
1.2ｍで、樹齢1500
年の檜造りです。

日本一の大鳥居

記事提供／日本年金機構 新宿年金事務所・全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部

編集・発行／一般財団法人 東京社会保険協会 〒160-8407  東京都新宿区新宿7-26-9　電話 03（3204）8877（大代表）

ホームページ http://www.tosyakyo.or.jp
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