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退職後の健康保険を選んで加入手続きをしましょう

※３ページに続く

　医療保険制度には、主に会社員などが加入する健康保険、自営業者などが加入する国民健康保険、75歳以上になると加入
する後期高齢者医療制度※などがあります。日本国内に住所があれば、いずれかの医療保険制度への加入が義務づけられて
います。75歳未満で退職する場合は、「再就職する」「家族の被扶養者になる」「任意継続被保険者になる（最長２年間）」「国民
健康保険に加入する」などの選択肢があり、退職後、いずれかに加入手続きが必要となります。
　※後期高齢者医療制度の加入者には、後期高齢者医療広域連合から障害認定を受けた65歳以上74歳未満の方を含みます。

退職などで健康保険の加入者の資格を喪失した場合、それまで使用していた保険証は、退職日の翌日以降、使用できません。
高齢受給者証および被扶養者の保険証も同様です。資格を喪失したら、すみやかに保険証を事業主へ返却してください。

　協会けんぽの任意継続被保険者になると、最長２年間は加入することになります。
　家族の被扶養者になる、国民健康保険に加入する、という理由でやめることはできません。
　ただし、「就職して他の健康保険の被保険者になったとき」や「保険料を納付期限までに納付
しなかったとき」などは、任意継続被保険者の資格を喪失します。

ご注意
ください

お住まいの都道府県の協会けんぽ支部に、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を提出してください。
後日、保険証等を郵送します。申出書は、協会けんぽのホームページからダウンロードできます。
●健康保険に関する申請は、窓口でお待ちいただく必要のない、郵送で提出してください。

手続き方法

被扶養者がいる場合は、被扶養者の収入の有無にかかわらず、生計維持関係を証明できる書類の添付が必要な
場合があります。添付書類の詳細については、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」をご覧いただくか、
お住まいの都道府県の協会けんぽ支部にお問い合わせください。

注 意 事 項

退職日の翌日から20日以内（20日目が土曜・日曜・祝日の場合は、翌営業日まで）に提出してください。
郵送で申請される場合は、お住まいの都道府県の協会けんぽ支部に20日以内に必着でお送りください。手続き期限

▶▶▶退職後に協会けんぽの任意継続を選択する場合◀◀◀

退職後に新たに加入する健康保険はどれ？
75歳未満で退職する

再就職する

家族の被扶養者になれない 家族の被扶養者になる

再就職しない
（再就職まで期間が空く）

就職先の健康保険に加入する
（健康保険の適用事業所）

協会けんぽ（任意継続） 国民健康保険 家族の健康保険（被扶養者）

お住まいの都道府県の協会けんぽ支部
［新しい保険証が発行されます］

お住まいの区市町村の
国民健康保険担当課 家族の勤務先

次の２つをいずれも満たすこと
◦ 退職日までに被保険者期間が継続して２か月

以上あること
◦退職日の翌日から20日以内に手続きすること

◦�お住まいの区市町村にお問い
合わせください。

◦�家族が加入している健康
保険の扶養の要件を満た
す必要があります。
◦�家族の勤務先にお問い合
わせください。

◦�退職前に給与から控除されていた保険料の２
倍になります。
※�保険料には、上限（東京支部の場合、32,368円：平成
30年２月現在、東京都在住の40歳以上65歳未満の方）
があります。また、お住まいの都道府県と退職前に加入
していた都道府県の協会けんぽ支部で保険料率が異なる
など、２倍した額にならない場合があります。

◦原則、最長２年間は変わりません。
※保険料率が変更される場合などを除きます。

◦前納（まとめて先払い）による割引があります。

◦�お住まいの区市町村により保
険料（税）が異なります。
◦�保険料（税）は、加入する世
帯の人数や前年の所得などに
より決まります。
◦�保険料（税）の軽減制度があ
ります。
◦�お住まいの区市町村にお問い
合わせください。

◦�被扶養者の個人負担はあ
りません。
◦�家族の勤務先にお問い合
わせください。

加 入 先

手続き先

加入要件

保 険 料

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。
▶このページの記事の内容に関するお問い合わせは、協会けんぽ東京支部（TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「１」）まで



　退職後や扶養から外れた後も保険証を返却せず、無効になった保険証で医療機関等を受診する無資格受診が増えて
います。

　無資格受診は、本来、協会けんぽが負担する必要のない医療費となることから、健康保険料率に大きな影響を及ぼし、
保険料率の引き上げの要因となります。
　無効になった保険証の使用が判明した場合は、退職された方に、法的措置も含めて、医療費の返還を求めています。

無資格受診が原因で協会けんぽが返還を求めた金額は…

スマートフォンは、
ここから登録！

パソコンは、協会けんぽ
東京支部のホームページの
このバナーから登録！

kyoukaikenpo.or.jp（@マークの後ろ）からのメールを受信できるよう設定してください

メ 会 中マ 募 すル 員 でガ 集

登録してね！毎月５日に、健康づくりに役立つ情報や
協会けんぽ東京支部の最新情報をお届け
しています！

登録は無料です。今すぐ登録を！
※携帯電話・PHS からは登録できません。

高齢化の進行に加えて、新しい高額な医療技術が次々と保険適用されているため、今後も医療費の増加
が見込まれます。協会けんぽでは、健診などの保健事業をより推進し、加入者の皆様の日頃の健康維持
によって、長期的な医療費の伸びの抑制を図ります。また、ジェネリック医薬品の普及活動によって、
短期的な医療費の伸びの抑制にも努めます。加入者の皆様のご協力をお願いします。

医療費の増加は今後も続くの？

▶▶▶保険料率を上げないための協会けんぽの取り組み◀◀◀

平成30年度の協会けんぽ東京支部の
健康保険料率は9.90％となる予定です
　平成30年３月分（４月納付分）から、協会けんぽ東京支部の保険料率が9.90％となる予定です。
詳しくは、次号『社会保険新報』平成30年３月号をご覧ください。
　協会けんぽでは、今後も引き続き経費削減に努める一方、医療費の伸びを抑えるために、次のような取り組みを行います。

健診・保健指導
などの保健事業
の推進

病気の予防・早期
発見についての
情報の発信

健康づくりに
役立つ情報の
発信

健康づくりのための対策

医療費の支払審査
（レセプト点検）
の強化

ジェネリック医薬品
（後発医薬品）の普及
活動

被扶養者資格
の再確認

医療費適正化対策

年間 約８億2,700万円（平成28年度）

無資格受診は保険料率の引き上げの要因に！

不要な医療費の支出を防ぐため、事業主の皆様には、
迅速・確実な保険証の回収にご協力をお願いします。
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　70歳以上の従業員（70歳以上被用者）を継続雇用や新規採用したとき、または、従業員が70歳以上になり退職（死亡）
したときは、事業主は、年金事務所または健康保険組合に、次の届出を提出してください。

主な届出の提出の際の留意点
　３月・４月は、採用や退職等による人事異動が多い時期です。この時期に提出するおもな届出に関する留意点について
ご説明します。

　従業員を採用等したときや従業員が退職（死亡）等したときは、事業主は、年金事務所または健康保険組合に、「被保険者
資格取得届」および「被保険者資格喪失届」を提出してください。

◦資格取得日　事実上の使用関係が発生した日

　試用期間であっても報酬を支払うなど、事実上の使用関係が生じていれば、その開始日
が資格取得日となります。
　資格取得日が60日以上さかのぼる場合には、事実確認のため、賃金台帳および出勤簿
の写しを添付してください。

◦年金手帳等の添付の省略
�　事業主が、「資格取得届」に記入した内容（基礎年金番号・氏名・生年月日等）を、年金手帳等と照合・確認した場合は、
年金手帳等の添付を省略できます。

◦被扶養者の届出等
　従業員（被保険者）に扶養する家族がいる場合は、「被扶養者（異動）届」をあわせて提出してください。

◦70歳以上の従業員の採用
　過去に厚生年金保険に加入していた70歳以上の従業員を採用した場合は、「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を
あわせて提出してください。

◦資格喪失日　退職（死亡）日の翌日

　月の末日に退職した場合は、翌月１日が資格喪失日となります。備考欄に、退職または
死亡した年月日を記入してください。
　資格喪失日が60日以上さかのぼる場合には、事実確認のため、賃金台帳および出勤簿
の写しを添付してください。

◦健康保険証等の添付
�　退職（死亡）した従業員（被保険者）とその扶養家族（被扶養者）の「健康保険被保険者証」の添付が必要です。紛失
等により添付（返納）できない場合は、「資格喪失届」に理由を記載するか、「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」を
添付します。また、「高齢受給者証」「健康保険特定疾病療養受給者証」「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」
等の交付を受けている場合は、同様に添付してください。

◦60歳未満での退職
　60歳未満で退職した場合は、国民年金の加入手続きが必要です。退職日の翌日から14日以内に、年金手帳等を持参
のうえ、お住まいの区市町村または年金事務所で手続きしてください。

資格取得届・資格喪失届

70歳以上従業員の継続雇用・新規採用・退職等の届出

被保険者資格取得届　従業員の資格取得日から５日以内に提出

被保険者喪失取得届　従業員の資格喪失日から５日以内に提出

※５ページに続く

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/n/www/section/）まで

社 会 保 険 新 報 平成 30.2―❹



　生活保護法による生活保護（公的扶助）または障害基礎年金および被用者年金の障害年金を受給している方は、
国民年金保険料が法定免除となります。

　次に該当する方は、「国民年金保険料免除理由該当届」を、お住まいの区市町村に提出していただくと、国民
年金保険料が免除されます。該当しなくなった場合は、「国民年金保険料免除理由消滅届」を提出してください。

詳しくは、お近くの年金事務所等にお問い合わせください。

◦生活保護法による生活保護（公的扶助）を受給している方

　生活保護（公的扶助）を受け始めた日を含む月の前月の国民年金保険料から免除となります。

◦障害基礎年金および被用者年金の障害年金（２級以上）を受給している方

　障害認定日を含む月の前月の国民年金保険料から免除となります。

国民年金ひとことメモ

年金額の計算 法定免除となった期間の老齢基礎年金の額は、２分の１で計算されます。

過去にさかのぼって法定免除の要件に該当する場合
① 法定免除となった期間に納めた国民年金保険料は還付されます。
②  法定免除となった期間の国民年金保険料の納付を希望される場合は、追納または納付申出の制度を利用して

ください。
　　　　　　　　　 過去に国民年金保険料を免除された期間について、最大10年間さかのぼって納付できる

制度。この制度を活用することで、老齢基礎年金を増やすことができる。
　　　　　　　　　 平成26年４月以降で、法定免除となった期間の国民年金保険料について、申出により国民年

金保険料を納付できる制度。

◦厚生年金保険の被保険者を70歳到達後も継続して雇用
◦70歳以上被用者を新たに雇用

70歳以上被用者が退職または死亡 ⇒�「厚生年金保険70歳以上被用者 不該当届」を提出。

　70歳以上の被用者は、厚生年金保険の被保険者にはなりませんが、在職老齢年金制度の年金調整
の対象となるため、次の届出が必要です。
�　⇒「厚生年金保険70歳以上被用者 該当届」を提出。
　�⇒�「算定基礎届」に「厚生年金保険70歳以上被用者 算定基礎・月額変更・賞与支払届」※もあわせて提出。
　　※「厚生年金保険70歳以上被用者 算定基礎・月額変更・賞与支払届」について

70歳以上被用者に�定時決定を行うときは、「厚生年金保険70歳以上被用者 算定基礎届」を提出。
70歳以上被用者が 随時改定に該当したときは、「厚生年金保険70歳以上被用者 月額変更届」を提出。
70歳以上被用者に�賞与を支払うときは、「厚生年金保険70歳以上被用者 賞与支払届」を提出。

国民年金保険料の法定免除

追 納 制 度

納付申出制度

●�日本年金機構では、これまで提出していただいていた各種届出の様式について、同一の提出契機の届出（「資格
取得届」「70歳該当届」等）や共通の届出項目が多い様式を統廃合するとともに、届出様式にマイナンバー記載欄
を設け、平成30年３月から、マイナンバーによる届出が可能となる予定です。
●�平成30年３月から、マイナンバーを活用して、被保険者等の氏名および住所変更の届出の省略を実施する予定です。
●�新しい届出様式、マイナンバーを活用した氏名および住所変更の届出の省略等の詳細については、日本年金機構の
ホームページ等で順次お知らせします。

平成30年３月から、各種届出の様式が変更になります

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/n/www/section/）まで
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大江戸線
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大江戸線
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A2
出口
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出口「東新宿」駅    から徒歩１分

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 http://www.k-fiore.jp/  をご覧ください。

フィオーレ健診クリニック 「東新宿」駅    から徒歩１分
　健診予約専用ダイヤル TEL 03-5287-6211

お 問 い 合 わ せ TEL 03-5287-6217
月曜日～金曜日 9：00～17：00電話受付

時間 土曜日健診実施日 9：00～12：00

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

次号（３月号）は、平成30年度の健康診断の予約 についてご案内する予定です。

健診に関するFAQ よくある質問にお答えします！

健診を受けるには、
どうすればいいですか？

婦人科検査を受けたいのですが、
医師は女性ですか？

健診に子どもを連れていくことは
できますか？
託児所などはありますか？

Q Q

Q

当健診クリニックの健診は事前
予約制となっています。健康保
険証をご用意のうえ、健診予約
専用ダイヤルへお電話ください。また、全国
健康保険協会（協会けんぽ）・国民健康保険に
ご加入の方は、健診Web申込もご利用いただ
けます。

当健診クリニックには、女性専用フロアがご
ざいます。女性の皆様に安心して受診いただ
くため、女性専用フロアの医師・技師・スタッ
フは、すべて女性です。
乳がん検査・子宮頸がん
検査など、女性向けのオ
プション検査も多数ご用
意しています。健診と一
緒に受診なさってはいか
がでしょう。

※ オプション検査の胃カメラ・CT検査は、フロアを
移動しての受診となるため、医師・技師が女性では
ない場合がございます。

お子様連れでも安心して健診を受けられるよ
う、ふぃおーれ保育室（事前予約制）を当健
診クリニック４Fに完備
しています。受診してい
る間は、保育士が無料で
お子様をお預かりいたし
ます。ご希望の方は、健
診のご予約時、もしくは
健診日前にお申し込みく
ださい。

Ａ

駐車場や駐輪場はありますか？Q
駐車・駐輪スペースはございません。公共交
通機関をご利用ください。当健診クリニック
は、東新宿駅（都営大江戸線または東京メト
ロ副都心線）A２出口から徒歩１分ですので、
電車のご利用をおすすめいたします。地図は
交通アクセスをご参照ください。

Ａ

Ａ

Ａ

健診料金の支払いにクレジットカード
は使えますか？Q
VISA、MasterCard、JCB、AMERICAN�
EXPRESS、ダイナースクラブのカードをご利
用いただけますが、お取り扱いは一括払いの
みです。

Ａ

その他の健診に関するFAQは、ホームページに掲載しています。ご参照ください。

フィオーレ健診クリニックに寄せられる、健診に関する疑問や質問のなかから、いくつかご紹介いたします。
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東京社会保険協会　入会のご案内
東京社会保険協会�からのお知らせ

会員事業所変更届 FAX 03-3209-1759

変　更　前 変　更　後

事 業 所 名

会 員 番 号
会費払込受領証に記載されている７ケタの番号

〒 〒
事業所所在地

電 話 番 号

年 会 費

そ の 他
連 絡 事 項

事業所名・事業所所在地・電話番号・年会費などの変更は、FAXまたはWEBでご連絡ください。

会員事業所変更等に関するお願い

●詳しい事業内容は、ホームページ http://www.tosyakyo.or.jp をご覧ください。
●ホームページから入会のお申し込みができます。入会申込書PDFもダウンロードできます。

　東京社会保険協会は、社会保険事務講習会・セミナー、契約宿泊
施設の利用補助、各種健康診断などの健康増進事業を通じ、社会保険
制度の周知と健康づくりのお手伝いをさせていただいています。

　ぜひご入会くださいますよう、よろしくお願い
いたします。 ■各種講習会・セミナーの開催

■宿泊施設の利用補助
■レジャー施設の利用割引
■フィットネスクラブの利用割引
■脳検査・心臓ドック等の料金割引
■会員健診（人間ドック・定期健診）

各種会員特典
●年会費（有効期間４月１日～３月31日）

被　保　険　者　数 会費年額
10人未満 3,500円

10人以上　 30人未満 4,800円
30人以上　 50人未満 7,300円
50人以上　 100人未満 9,800円
100人以上　 200人未満 14,600円
200人以上　 500人未満 19,600円
500人以上　1,000人未満 24,300円

1,000人以上　2,000人未満 36,500円
2,000人以上　　　　　　　 48,600円

年会費は不課税です。

●会員特典の利用例
各種講習会等
講習会・セミナーの参加費が無料になります。
一部有料の講習会等もあり／非会員は参加費が必要。

宿泊施設
契約宿泊施設は、年度内１人につき１回1,000円
の補助が受けられます。

会員健診 （実施時期：12月から翌年３月まで）
人間ドックが、通常37,800円（税込）のところ、
会員料金30,240円（税込）で受けられます。

お問い合わせは、会員事業グループ　TEL 03-5292-3596　FAX 03-3209-1759

　　FAX　�下の会員事業所変更届に必要事項を記入して、
FAX（03-3209-1759）でご連絡ください。

　　WEB　 ホームページの会員情報変更に
アクセスしてご連絡ください。

入会キャンペーン実施中！
３月末までに新規にご入会 いただくと、
平成30年度の年会費が 無料 になります。
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ノロウイルスによる
感染症にご注意！

協会のホームページをリニューアルしました！
宿泊施設（休暇村・東急ホテルズ）と新たに契約しました！
新規入会キャンペーン（期間限定）も実施しています。
この機会にぜひご入会ください。

●ＷEBから入会申し込みや会員情報変更等ができます。
●『協会だより』（会員事業所向け冊子）等をダウンロードできます。
●会員限定ページを新設しました。

フィオーレ健診クリニックのホームページも、今春リニューアル予定！

ログインには、ID・パスワードが必要です。
『協会だより』11月号（送付済）でご確認ください。

リニューアル
記念

主なリニューアルポイント！

季節の健康
TOPICS

会員限定ページ

MEMBERS ONLY! ログイン

http://www.tosyakyo.or.jp

潜伏期間：24 ～ 48 時間

主な症状：吐き気、おう吐、下痢、腹痛、
　　　　　微熱（38℃以下）　  　など　

経　　過：通常 3 日程度で回復

※感染しても発症しない場合や、軽いかぜのよう

な症状の場合もあります。

※乳幼児や高齢者では重症化したり、おう吐物を

誤って気道に詰まらせたりすることがあるので、

注意が必要です。

　ノロウイルスによる感染性胃腸炎は、１年を通して発生していますが、
とくに冬に流行します。感染力が非常に強く、ごく少量のウイルスでも
発症します。ノロウイルスには有効なワクチンがないため、予防が基本
となりますが、感染を広げないようにすることも重要です。

　ノロウイルスの感染経路は、ほとんどが口から入る経口感染です。ウ

イルスに汚染されている加熱不十分な二枚貝や、感染者が調理して手指

からウイルスが移った食品を食べた場合以外にも、患者のおう吐物や便

が手指に付着して二次感染したり、患者のおう吐物などの飛まつを吸入

して感染する場合などがあります。

　感染すると、右記の症状が１～２日続きますが、通常は医療機関を受

診しなくても回復します。ただし、体力の弱い乳幼児や高齢者は、脱水

症状を起こしたり、体力を消耗したりしないように、水分と栄養の補給

を十分に行うよう、とくに注意してください。

　なお、症状がなくなっても１～２週間程度は便とともにウイルスが排

泄されるといわれています。二次感染を広げないための注意が必要です。

　予防の第一のポイントは、手洗いです。トイレの後、食

事前はもちろん、調理前後、おう吐物や便の処理後は、石

けんでていねいに手を洗い、流水で十分に流しましょう。

ノロウイルスの感染経路と症状

感染を防ぐために

◦◦◦ノロウイルス感染症◦◦◦

　家族が感染・発症した場合は、二次感染しないよう注意

が必要です。おう吐物や便の処理を適切に行い、トイレ、

ドアノブなど、患者も家族も触るものや場所はきちんと

消毒しましょう。また、タオルの共用はやめましょう。

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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