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決算報告

　第25回理事会および第20回評議員会において、平成30年度の事業報告
および収入支出決算等が報告され、承認されました。
　平成30年度の事業につきましては、会員事業所の皆様方をはじめ、多く
の方々にご協力・ご参加いただき、ありがとうございました。本年度も、
会員の継続、事業への参加、健診の受診等、本会の事業をご利用いただき
ますよう、よろしくお願いいたします。

事業報告・決算が承認されました

平成30年度

（１）継続会員勧奨等による加入事業所数････････ 33,501事業所
（２）新規適用事業所に対する加入事業所数･････････416事業所
（３）ホームページおよび講習会等による加入事業所数････66事業所

（１）契約宿泊施設・レジャー施設等の利用状況
　　①契約宿泊施設の利用補助･････････････････････････366人
　　②レジャー施設の利用補助･･･････････････････････8,693人
　　③東京ディズニーリゾートRの入園料補助････････4,776人
（２）日帰りバスツアー 参加者数･･･････････････････････ 88人
（３）観劇会（歌舞伎・舞台・ミュージカル等）

参加者数･･････････････････････604人
（４）会員健診の実施　　人間ドック･受診者数･･･････････203人

定期健診･受診者数･･････････････ 70人
（５）検査の斡旋　　　　脳検査･受診者数･･･････････････193人

心臓ドック･受診者数････････････ 62人
その他の検査･受診者数･･････････ 56人

（１）･Web版『社会保険新報』を毎月作成・配信し、社会保険
制度の周知を図りました。

　　　･････････････平成31年３月末 配信登録件数　41,222件
（２）『算定基礎届・月額変更届の手引き』を発行しました。
　　　････････････････････････････････ ･発行部数　62,100部
（３）･『協会だより』を年３回（４月・７月・11月）発行し、本会

の事業の周知を図りました。････平均発行部数　39,330部
（４）支部報を各支部ごとに適宜発行しました。

　職場の健康づくり講習会の開催を促し、講師の斡旋や体力測定
器具の貸出を行い、健康づくりの推進と健康管理意識の高揚を
図りました。また、フィットネスクラブの利用促進を図りました。
（１）講習会講師の斡旋･････････････････････17回　771人参加
（２）体力測定器具の貸出････････････････････ 1回　 28人利用
（３）フィットネスクラブの利用････････････････････ 26,979回

　協会けんぽ管掌の生活習慣病予防健診をはじめ、各健康保険
組合の健康診断について、積極的な受診勧奨を行うとともに、
受け入れ枠の見直しや接遇の向上に努める等、健診受診者への
サービス向上を図りました。
◦フィオーレ健診クリニック　健診･受診者数･･･････114,098人

保育室･利用者数････････1,151人

（単位：円）

科目 会計名 実施事業等会計 その他会計（健診事業） 法人会計

経 常 収 益 計 48,518,917 2,495,023,582 169,055,925

経 常 費 用 計 179,275,382 2,438,074,880 34,790,756

当 期 経 常 増 減 額 △130,756,465 56,948,702 134,265,169

講習会・セミナー 開催回数 参加者数

社会保険事務講習会 22回 4,127人

年金シニアライフセミナー 1回 63人

新規適用事業所を対象とした社会保険事務講習会 1回 30人

1 平成30年度の会員加入状況

2 契約施設・福利厚生事業の利用状況

4 社会保険事務講習会・セミナーの開催

5 健康づくり事業の推進

6 健診事業の推進

3 広報活動の推進

事業報告
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８月２日（金）必着でお申し込みください。

■･応募資格は会員のみ（2019年度の会費を納入されている
事業所の被保険者および被扶養者）となります。

■･募集人数を超えた場合は、抽選（はがきごと）となります。
■･応募結果および料金のお支払い方法等は、返信はがきにて
ご連絡します。

■･内容および出演者等は変更になる場合があります。
■･お申し込み後のキャンセルおよび変更等はできません。

家族（被扶養者以外）や友人等の会員以外の方も
参加できます。
※会員以外の方のみでの参加はできません。

会員事業グループ  観劇会 係
TEL 03-5292-3596お問い合わせ

藤原･紀香　葛山･信吾　荒牧･慶彦
高橋･惠子　･松平･健　ほか

出　　演 森･公美子　石井･一孝　今･拓哉
小野･武彦　･鳳･蘭　ほか

出　　演

９月８日（日） 11時開演
明治座（中央区日本橋浜町２-31-１）

100名

会員･Ｓ席･10,500円  ※お弁当代を含む
（会員以外･13,700円）

日　　時

会　　場

募集人数

料　　金

観劇会のご案内

明治座

舞台 サザエさん
物語は10年後!?
国民的人気作を豪華キャストにて舞台化！

お弁当
付き

11月23日（土・祝） 12時開演
東急シアターオーブ
（渋谷区渋谷２-21-１･渋谷ヒカリエ11階）

100名

会員･Ｓ席･11,500円
（会員以外･13,500円）

日　　時

会　　場

募集人数

料　　金

東急シアターオーブ

ミュージカル 天使にラブ・ソングを
～シスター・アクト～

あの大ヒット映画が奇跡のミュージカル化！

応募方法 同封の申込書をご使用ください

ⓒ長谷川町子美術館

　ご希望の公演いずれか１つを囲んでください。往復はが
き１枚につき１公演の応募となりますので、両方をご希望
の場合は、コピーしてご利用ください。

①･･Gを切り取り、【往信宛名面】に貼付
②【往信文面】にBをご記入のうえ貼付
③【返信宛名面】に返信先をご記入
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国営昭和記念公園

大磯プリンスホテル

９つのプールでエンジョイ！　レインボープール

おとなのための温泉・スパ　THERMAL SPA S.WAVE

個性豊かなプール＆ジャグジー　大磯ロングビーチ

■上記の料金には、消費税・入湯税が含まれています。
■･４階スパフロア（温泉・スパ）をご利用の際は、水着をご持参ください。
また、小学生以下（未就学児を含む）のお子様は、３階温泉フロアのみ
ご利用できます。４階スパフロアはご利用できません。

■利用可能日時は、一般の外来利用日時に準じます。
■･2019年８月10日～18日および12月30日～2020年１月３日は、利用対
象外とさせていただきます。

国営昭和記念公園（管理センター）

立川市緑町3173   TEL 042-528-1751
http://www.showakinen-koen.jp/rainbowpool/

【最寄駅】JR 青梅線 西立川駅

　コンセプトは、日常から解放されたゆらぎの旅。温水の
インフィニティプール、太平洋を一望できるジェットバ
ス、サウナや天然温泉等、圧倒的なオーシャンビューとと
もにおとなの時間を満喫ください。

会員限定
特別料金 3,000円（通常料金4,500円）

大磯プリンスホテル　THERMAL SPA S.WAVE
神奈川県中郡大磯町国府本郷546　TEL 0463-61-1111　営業時間：６時～24時（外来最終受付 17時）
http://www2.princehotels.co.jp/oiso/spa/

大磯ロングビーチ
神奈川県中郡大磯町国府本郷546　TEL 0463-61-7726
https://www.princehotels.co.jp/pool/oiso/

７月13日（土）～９月 ８ 日（日） ９時～17時

９月 ９ 日（月）～９月16日（月・祝） ９時30分～17時

７月 ６ 日（土）～７月12日（金） ９時30分～17時

THERMAL SPA S.WAVE・大磯ロングビーチ 申込方法

■･暴力団関係者および入れ墨・タトゥー（シールやペイントを含む）
をされた方の入場はお断りします。
■オムツ（水遊び用オムツを含む）での入水はできません。
■荒天等により、営業内容を変更する場合もあります。

７月13日（土）～７月15日（月・祝） ９時30分～18時30分

８月19日（月）～９月 １ 日（日） ９時30分～18時

レインボープール 申込方法
Cに料金を添えて、国営昭和記念公園の入口に提出してください。Cは
１人につき１枚必要です。複数必要な場合は、コピーしてご利用ください。
会員事業所の被保険者およびそのご家族以外はご利用できません。

Eに料金を添えて、利用する施設の窓口に提出してください。Eは１人につき１枚必要です。複数必要な場合は、コピー
してご利用ください。会員事業所の被保険者およびそのご家族以外はご利用できません。

７月20日（土）～８月18日（日） ９時30分～18時30分
＊７月の平日は17時30分まで

同封の申込書をご使用ください

同封の申込書をご使用ください

※おとなのみ

入館料（一般）：おとな4,500円  小学生2,000円

2019.074
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期間限定企画

表紙の新規契約施設

　江の島と富士山をバックに繰り広げられるイルカショーや相模湾を再現し
た迫力の大水槽等、見どころ満載の水族館。７月13日（土）からは、スペ
シャルイベント「えのすいワンダーアクアリウム2019～美しい水族館～ヒカ
リノエノスイ」がスタート。ヒカリをテーマに生き物たちと特別な時間を楽
しむイベントをお届けします（８月31日（土）まで）。

癒しと感動の“えのすい”へ　新江ノ島水族館

南国のリゾート気分を味わえる　鴨川ホテル三日月

「かんぽの宿」12施設が2019年12月で営業を終了しますお知らせ

新江ノ島水族館
神奈川県藤沢市片瀬海岸2-19-1
TEL 0466-29-9960
https://www.enosui.com/

鴨川ホテル三日月
千葉県鴨川市内浦2781   TEL 04-7095-3115
http://www.mikazuki.co.jp/kamogawa/

新江ノ島水族館 申込方法
Dに料金を添えて、新江ノ島水族館のチケット売場窓口に提示してください。Dは
１枚につき５人まで利用できます。複数必要な場合は、コピーしてご利用ください。
会員事業所の被保険者およびそのご家族以外はご利用できません。

ホテル三日月【勝浦・鴨川・龍宮城・きぬ川】 申込方法
利用するホテルに直接電話して、東京社会保険協会の会員である旨を伝えて
予約し、当日、チェックイン時にFをフロントに提出してください。Fは
１グループにつき１枚必要です。複数必要な場合は、コピーしてご利用くだ
さい。会員事業所の被保険者およびそのご家族以外はご利用できません。

　契約宿泊施設の「かんぽの宿」のうち、次の12施設が2019年12月19日（木）の宿泊をもって営業
を終了します。「施設利用会員証」での宿泊をご検討の場合は、ご注意ください。

◦かんぽの宿･郡山　◦かんぽの宿･磯部　◦かんぽの宿･勝浦　◦かんぽの宿･箱根
◦かんぽの宿･諏訪　◦かんぽの宿･岐阜羽島　◦かんぽの宿･富山　◦かんぽの宿･浜名湖三ケ日
◦かんぽの宿･湯田　◦かんぽの宿･徳島　◦かんぽの宿･別府　◦かんぽの宿･日南

営業を
終了する

施設

優待期間 ７月１日（月）～９月30日（月）

特別優待 一般入場料 10％ OFF

　2018年７月オープンの「一望千里の湯」は、地上35ｍの高
さにある大露天風呂。眼下には太平洋の大海原が広がり、昼は
陽光にきらめく波頭、夕方は茜色した黄昏、夜は見上げれば満
天の星…と、都会の喧騒を離れて解放感に浸れます。名物の「黄
金風呂」では、開運・金運・昇運を祈願。夕食は、種類豊富な
料理をバイキングまたは和会席でお楽しみください！

※勝浦・鴨川・龍宮城・きぬ川の各ホテルでご利用できます。

特別優待 宿泊料金 10％ OFF

イルカショー

同封の申込書をご使用ください

同封の申込書をご使用ください

※１泊２食付のみ
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社会保険事務講習会のお知らせ
　夏から秋に開催する社会保険事務講習会の参加者を募集します。会員限定または
抽選の場合は会員の方が優先となります。この機会に、新規入会もお待ちしています。

※･社会保険の基礎知識･❶（全般）および･❷（詳説）は、それぞれ７月開催と同じ内容になります。また、応募期間外のお申し込み
は落選となりますので、ご注意ください。

社会保険の基礎知識 ❷（詳説）

労災保険・雇用保険の基礎知識 出産・育児・介護休業制度

社会保険の基礎知識 ❶（全般）

概 要
資格の取得や喪失の手続き、出産や疾病の
給付等、社会保険制度の仕組みや手続き等

開催日時
10月16日（水）10時～12時
10月16日（水）14時～16時

定 員 各回200名

講 師
特定社会保険労務士　小林･元子･氏
（がんこ社労士事務所）

費 用 会員：無料
会員以外：5,000円（１名）

応募期間 ９月２日（月）９時 ～９日（月）17時

会　　 場

電設年金会館　２階会議室
新宿区大久保２-８-３
【交通】
◦JR･新大久保駅･徒歩10分
◦都営大江戸線／東京メトロ副都心線･東新宿駅
　B1出口またはエレベーター口･徒歩５分

Web申込URL https://fofa.jp/tosyaky/a.p/216/

先着順。１事業所につき２名まで

概 要
❶（全般）より踏み込んだ内容で、社会保険
の適用や健康保険の給付、各種届出の記入方
法、事務手続きの流れやポイント等

開催日時
10月17日（木）10時～16時
10月18日（金）10時～16時

定 員 各回200名

講 師
特定社会保険労務士　小林･元子･氏
（がんこ社労士事務所）

費 用 会員：無料
会員以外：10,000円（１名）

応募期間 ９月２日（月）９時 ～９日（月）17時

会　　 場

電設年金会館　２階会議室
新宿区大久保２-８-３
【交通】
◦JR･新大久保駅･徒歩10分
◦都営大江戸線／東京メトロ副都心線･東新宿駅
　B1出口またはエレベーター口･徒歩５分

Web申込URL https://fofa.jp/tosyaky/a.p/217/

先着順。１事業所につき２名まで

概 要
労災保険・雇用保険制度の基礎知識や手続き
のポイント、給付の種類等

開催日時

９月10日（火） 10時～12時
９月10日（火） 14時～16時
９月11日（水） 10時～12時
９月11日（水） 14時～16時

定 員 各回220名

講 師
特定社会保険労務士　石和･信人･氏
（いしわ社会保険労務士事務所）

費 用 会員：無料
会員以外：10,000円（１名）

応募締切日 ８月２日（金）必着

会　　 場

損保会館　大会議室
千代田区神田淡路町２-９
【交通】
◦JR･御茶ノ水駅･聖橋口･徒歩５分
◦東京メトロ千代田線･新御茶ノ水駅･B2出口･徒歩３分
◦東京メトロ丸ノ内線･淡路町駅･A5出口･徒歩３分
◦都営新宿線･小川町駅･A5出口･徒歩３分

Web申込URL https://fofa.jp/tosyaky/a.p/218/

概 要
出産・育児・介護休業に関する社会保険や雇
用保険等の制度の説明と手続きのポイント

開催日時
10月23日（水）14時～16時
10月24日（木）14時～16時
10月25日（金）14時～16時

定 員 各回250名

講 師
特定社会保険労務士　安中･　繁･氏
（ドリームサポート社会保険労務士法人）

費 用 会員：無料
会員以外：5,000円（１名）

応募締切日 ９月13日（金）必着

会　　 場

東実健保会館　６階大ホール
中央区東日本橋３-10-４
【交通】
◦JR･総武線快速･馬喰町駅･出口1･徒歩１分
◦都営新宿線･馬喰横山駅･A1出口･徒歩１分
◦都営浅草線･東日本橋駅･B4出口･徒歩２分

Web申込URL https://fofa.jp/tosyaky/a.p/219/

応募者多数の場合は抽選 応募者多数の場合は抽選

定員に満たなかった場合
のみ会員以外も参加可

定員に満たなかった場合
のみ会員以外も参加可

定員に満たなかった場合
のみ会員以外も参加可

定員に満たなかった場合
のみ会員以外も参加可

駐車場・駐輪場は
ございません。

駐車場・駐輪場
はございません。

駐車場・駐輪場は
ございません。

駐車場・駐輪場は
ございません。

新規入会
受付中！

各回内容は同じ

各回内容は同じ

各回内容は同じ

各回内容は同じ

会員限定

会員限定
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年金の仕組みと手続き

概 要
国民年金および厚生年金保険の老齢給付・障
害給付・遺族給付等の受給要件や法律改正等、
年金制度全般

開催日時

11月27日（水）10時～12時
11月27日（水）14時～16時
11月28日（木）10時～12時
11月28日（木）14時～16時

定 員 各回220名

講 師
特定社会保険労務士　望月･由佳･氏
（望月社会保険労務士法人）

費 用 会員：無料
会員以外：5,000円（１名）

応募締切日 10月16日（水）必着

会　　 場

損保会館　大会議室
千代田区神田淡路町２-９
【交通】
◦JR･御茶ノ水駅･聖橋口･徒歩５分
◦東京メトロ千代田線･新御茶ノ水駅･B2出口･徒歩３分
◦東京メトロ丸ノ内線･淡路町駅･A5出口･徒歩３分
◦都営新宿線･小川町駅･A5出口･徒歩３分

Web申込URL https://fofa.jp/tosyaky/a.p/220/

応募者多数の場合は抽選

定員に満たなかった場合
のみ会員以外も参加可

駐車場・駐輪場は
ございません。

Web
　本会ホームページまたはWeb申込URLにアクセス
し、必要事項を入力してください。応募結果等は、ご
登録いただいたメールアドレスにお送りします。１つ
のメールアドレスにつき１名のお申し込みとなります。

◦Webまたは郵送でお申し込みください。
◦応募結果等は、締切後３週間程度でお知らせします。
◦･定員に満たなかった場合のみ、会員以外の方も参加
できます。

応募方法

　健康保険や年金、健康づくりに関する情報等を掲載するWeb版『社会保険新報』を、
毎月15日頃、東京社会保険協会のホームページで公開しています。メール配信サービス

（無料）にご登録いただいた方には、最新号の公開と同時にメールでもご案内します。
社会保険事務講習会についてもお知らせしていますので、ぜひご覧ください。

『社会保険新報』７月号掲載内容［予定］

◦賢い患者学･医療費の負担を減らす５つのポイント･･〈協会けんぽ東京支部〉

◦算定基礎届の提出はお済みですか？〈日本年金機構〉

◦賞与を支給したときは賞与支払届の提出を〈日本年金機構〉

◦「わたしと年金」エッセイを募集します！〈日本年金機構〉

◦国民年金ひとことメモ　国民年金保険料の免除等の申請･〈日本年金機構〉

◦定期的なチェックが大切･脳検査〈フィオーレ健診クリニック〉

◦労災保険・雇用保険の基礎知識事務講習会〈東京社会保険協会〉

◦THERMAL･SPA･S.WAVE（大磯プリンスホテル）〈東京社会保険協会〉

◦健康レシピ　夏野菜のスープカレー〈東京社会保険協会〉

Web版『社会保険新報』にご登録ください！

メール配信サービス等に関するお問い合わせ

総務グループ　TEL 03-5292-6511

トップページから簡単に登録できます
【URL】 http://www.tosyakyo.or.jp/

スマホからも
登録できます

各回内容は同じ

郵送
　封筒にGを貼付し、参加希望の日時ごとに１名ずつ、
Aをご記入のうえ、82円分の切手を貼付した返信用
封筒をそれぞれ同封してください。応募結果等は、返
信用封筒にて郵送します。

同封の申込書をご使用ください

会員事業グループ　講習会 係
 TEL 03-5292-3596

お問い合わせ
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ねんきんTOPICS ～日本年金機構からのお知らせ

　電子申請とは、書面やCD・DVDで行っていた賞与支払届等の各種届出を、
e-Gov（イーガブ）を利用して行うことです。これにより、年金事務所の窓口に
出向いたり郵送することなく、オフィスにいながら申請・届出が可能になります。

初心者向けの動画を配信しています

　日本年金機構のホームページのなかで、e-Gov（イーガブ）のメリットや利用への準備および実際の入
力方法等を紹介した動画を配信しています。

電子申請をご利用ください

2018年３月以前の様式での申請について

　マイナンバー（個人番号）対応前の2018
年３月以前の様式でのe-Gov（イーガブ）
による申請は、2019年４月30日で受付が
終了しています。お手数ですが、最新版の
プログラム等への更新をお願いします。

旧 新

届書作成プログラム Ver.18.00 Ver.19.00

電子媒体届書作成仕様書 第10.0版 第11.0版

仕様チェックプログラム Ver.11.00 Ver.12.00

e-Gov（イーガブ）とは、電子政府の総合窓口（https://www.e-gov.go.jp/）です。

e-Gov（イーガブ）による申請までの流れ

電子証明書の取得 パソコンの環境設定 申請データの入力 申請

⇒ ⇒（トップページ左の）電子申請 電子媒体申請 電子申請の窓口日本年金機構のホームページ

e-Gov（イーガブ）に関する詳細については、管轄の年金事務所にお問い合わせください。

会費納入にご協力いただきありがとうございました
　平成30年度の会員事業所数は33,983事業所、会費収入額は167,639,140円でした。皆様方から納入いただいた
会費は、次のとおり使用いたしました。会員事業所としてご協力いただき、まことにありがとうございました。

　･Web版『社会保険新報』の作成・配信、『協会だより』
『算定基礎届・月額変更届の手引き』の作成、社会保険
事務講習会・セミナーの開催費用
･ 27,828,096円（会費収入の17％）

　福利厚生事業の利用補助、観劇会、施設見学会等
･ 62,150,368円（会費収入の37％）

　人件費･ 68,020,408円（会費収入の40％）

　会費納入案内書の印刷、加入勧奨発送業務費用等
･ 9,640,268円   （会費収入の６％）

今後とも、各事業を安定的に運営するため、経費の
節減を図り、会費の効率的な使用に努めます。

　令和最初の『協会だより』をお届けします！　令和の時代も、皆様の生活や健康づくりに役立つ情報を掲載して
いきます。まずは、今号より新企画「ねんきんTOPICS」がスタートしました。ぜひご一読＆ご活用ください。
　次号の発行は、11月を予定しています。今年度の会員健診（人間ドック・定期健診）、冬に開催する社会保険
事務講習会、恒例の新春浅草歌舞伎等の観劇会、さらに日帰りバスツアーもご案内します。お楽しみに！

編集後記
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福利厚生事業の詳細等は、東京社会保険協会または各施設のホームページでご確認ください。

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）　URL http://www.tosyakyo.or.jp/
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