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お台場海浜公園（港区）
入り江を利用した海辺の公園で、休日には、釣
りや磯浜遊び、ボードセイリング等のマリンス
ポーツを楽しむ人たちで賑わいます。もうひとつ
の魅力は、公園から望む絶景。自由の女神やレイ
ンボーブリッジのパノラマが広がり、定番の撮影
スポットにもなっています。

東京社会保険協会のホームページ

http://www.tosyakyo.or.jp

皆さんでご覧ください。
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協会けんぽ 東京支部 からの

協会けんぽに加入の事業主の皆様へ

事業者健診結果データ提供についてのお願い
協会けんぽでは、労働安全衛生法による定期健康診断（事業者健診）を受けた40歳以上の従業員の皆様の
特定保健指導（健康サポート）を実施するため、事業者健診結果データの提供をお願いしています。
健診結果の提供は、
「高齢者の医療の確保に関する法律」の定めるところにより認められています。
スタート

まずは
チェックして
みましょう！

健診は労働安全衛生法で定められています。
必ず実施しましょう。

NO

従業員の健診は実施していますか？
YES
実施している健診は、協会けんぽの
「生活習慣病予防健診」ですか？
NO
YES

提供できない
または
提供の方法が不明

事業者健診結果データを
協会けんぽに提供していますか？

従業員のうち、35歳～74歳の被保険者は、
協会けんぽの生活習慣病予防健診が受診でき、
◦協会けんぽが費用を補助
◦胃がん・肺がん・大腸がんの検査項目

YES
健診結果に応じて協会けんぽの保健師等による無料の
特定保健指導を受けることができます。
詳しくは、協会けんぽのホームページをご覧ください。

（乳がん・子宮頸がん検診を追加できます）

NO

等のメリットがあります。
詳しくは、協会けんぽのホームページをご覧ください。

協会けんぽに同意書をご提出ください！
事業主

同意書の提出からデータ提供までの流れ
❶同意書は協会けんぽ東京支部に提出してください。
※協 会けんぽの生活習慣病予防健診をご利用になる事業所については、
同意書の提出は不要です。

❷同 意書にご記入いただいた健診機関と協会けんぽ
東京支部とで、健診結果データ提供に関する契約書
を締結します。なお、この際に、個人情報保護の徹底
を図ります。
❸健 診機関から協会けんぽ東京支部に健診結果データ
が提供されます。
❹健 診結果に基づき、事業所に特定保健指導のご案内
をします。

ココ!!
❶同意書
定期健康診断

協会けんぽ
東京支部

❹健康サポート

（特定保健指導）

健診機関

❷事務手続き

❸データ提供

◦事業者健診結果データの提供は、協会けんぽ東京支部から健診機関に一部を業務委託しています。そのため、健診機関から事業主に健診結果データの提供に
ついての同意書の提出をお願いする場合があります。ご了承ください。
◦受診された健診機関より健診結果データの提供が困難な場合は、事業主から直接、健診結果（紙）のコピーを提供いただくこともあります。
※３ページに続く

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健診専用ダイヤル（TEL 03-6853-6599）まで
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協会けんぽ 東京支部 からの

健診結果を提供することでメリットはあるの？
ご提供された健診結果をもとに、メタボリックシンドロームの判定を行い、
該当する方には

無料で健康サポート（特定保健指導）を行います

特定保健指導の対象となるのは、40歳から74歳の方です

※年度内に対象年齢に達する方のこと

特定保健指導で、健康づくりのプロが従業員をサポート！
事業所への訪問も、ご都合に合わせて調整します。お気軽にご相談ください。

◎特定保健指導の内容

積極的支援
メタボのリスクが
重なり出した方
最初に、個別またはグルー
プで面談が行われ、専門家
のアドバイスのもと、今後
の目標を立てます。

継続的な支援（３か月以上）

原 則 １ 回、 個 別 ま た は グ
ル ー プ で 面 談 が 行 わ れ、
専門家のアドバイスのもと、
今後の目標を立てます。

３～６か月後
メタボが改善（目標を達成）
されたかを確認

メタボのリスクが
出始めた方

計画や目標に沿って、生活改善を実施

動機付け支援

軽度の異常でも、
重なると危険度がアップ！
内臓脂肪型肥満に加え、高血圧・脂質
異常・高血糖のうち、２つ以上をあわ
せもつ状態を「メタボリックシンド
ローム（メタボ）
」といいます。一つ
ひとつの異常は軽度でも、危険分子が
重なると動脈硬化を急速に進行させて
しまいます。
脂質
異常

高血圧

高血糖

肥満

※保 健師等が３か月以上にわたり、メール・
電話等で健康づくりを支援します。

◎早めに生活改善するほど、こんなメリットが！
自覚症状が出る前に
対処する！
自覚症状が出たときには、
すでに病気が進行している
ことがほとんどです。

将来、治療にかかる時間や費用の
節約になる！
「病気の芽」をいち早く発見して生活改善でき
れば、生活習慣病になっても治療費等が抑え
られます。家計も安心です。

発病してしまってから
後悔するのを防げる！
病気になってからでは、治療をしても後遺症
が残ってしまうこともあります。後悔しない
よう、ぜひ特定保健指導の有効活用を！

従業員の皆様の健康を維持・増進することで他にもメリットが!!

健康経営の取り組みにもなります！

「健康経営」は、NPO 法人健康経営研究会の登録商標です。

健康経営とは、従業員の健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践することです
従業員の
生産性
UP

従業員の
健康増進が
図れる

経営リスク
の軽減

企業の
イメージ
UP

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健診専用ダイヤル（TEL 03-6853-6599）まで
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からの

厚生年金保険料率は18.3％に固定されました
厚生年金保険の保険料率は、平成16年の年金改正における保険料水準固定方式の導入により、平成29年９月
から18.3％に固定されました。
また、平成27年10月の被用者年金一元化法の施行により、公務員および私学教職員も厚生年金保険に加入す
ることとなり、共済組合の保険料率も平成30年９月から、厚生年金保険料率として18.3％に統一されます。

厚生年金保険料率
改定時期
平成29年９月
平成30年９月から

一般

坑内員・船員

国家公務員・地方公務員

18.300％

18.300％

17.986％

18.300％

18.300％

18.300％

▪厚生年金基金に加入している被保険者の保険料率は、基金ごとに定められている免除保険料率（2.4％～5.0％）を控除した率と
なります。免除保険料率および厚生年金基金の掛金については、加入している厚生年金基金にお問い合わせください。

厚生年金保険料額の決定方法
厚生年金保険料額は、標準報酬月額と標準賞与額に共
通の保険料率を掛けて計算されます。保険料は、事業
主と被保険者が半分ずつ負担します。

毎月の保険料額

標準報酬月額×保険料率（18.3%）

賞与の保険料額

標 準 賞 与 額 ×保険料率（18.3%）

厚生年金保険の標準報酬月額 毎月の保険料や保険給付の計算の基礎となるもの。被保険者が事業主から受ける毎月
の報酬を31の等級に区分した仮の報酬月額（標準報酬月額等級区分表）にあてはめて決定されます。
厚生年金保険の標準賞与額

年３回まで支払われる賞与について1,000円未満を切り捨てた額。被保険者が賞与を受
けた月（同一月内に２回以上支給された場合は合算）における標準賞与額の上限額は150万円となります。

子ども・子育て拠出金の改定（事業主のみ負担）
厚生年金保険の適用事業所の事業主は、児童手当の支給に要する費用等の一部を、子ども・
子育て拠出金として拠出します。子ども・子育て拠出金の額は、厚生年金保険の被保険者（産
前産後休業や育児休業等により、厚生年金保険料を徴収されない被保険者を除く）の標準報酬
月額および標準賞与額に子ども・子育て拠出金率を乗じた額で、毎月の厚生年金保険料と一緒
に納めます。
平成30年４月からの子ども・子育て拠出金率は、0.29％（事業主のみ負担）となっています。

「ねんきん定期便」を送付しています
日本年金機構では、厚生労働省からの委託を受け、国民年金および
厚生年金保険の加入者（被保険者）に対し、毎年１回、誕生月に「ねん
きん定期便」をお送りしています。
「ねんきん定期便」は、加入者本人の年金加入記録の確認とともに、
年金制度に対する理解を深めていただくことを目的としています。
通常はハガキでのご送付となりますが、35歳・45歳・59歳の節目の
年齢にあたる方には封書でお送りしています。
「ねんきん定期便」が届きましたら、内容のご確認をお願いします。

「ねんきん定期便」のハガキ【見本】

※５ページに続きます。

▶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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からの

「ねんきん定期便」については、日本年金機構のホームページでもご案内しています。

日本年金機構のホームページ

⇒

年金Ｑ＆Ａ

⇒ ねんきん定期便 をご参照ください。

「ねんきん定期便」に関するお問い合わせ ➡ 0570-058-555（ナビダイヤル）
050で始まる電話でおかけになる場合 ➡ 03-6700-1144（一般電話）
受付時間 月曜日～金曜日
第２土曜日

国民年金ひとことメモ

午前９時～午後７時
午前９時～午後５時

※土曜日（第２土曜日を除く）
・日曜日・祝日および
12月29日～１月３日はご利用できません。

公的年金制度における国民年金

公的年金は、日本国内に住むすべての 加入する年金制度
対象者
人に加入が義務づけられ、その人の働き
国民年金
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人
方により、加入する年金制度（２種類）
厚生年金
厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤務する人
が決められています。

国民年金制度
◦国民年金は、国民年金法７条・８条・88条により、日本国内に住所を有する20歳以
上60歳未満のすべての人が加入し、国民年金保険料の納付が義務づけられています。
◦国 民年金の被保険者は、①農林水産業・商工業等の自営業者とその配偶者、学生、
無職等の第１号被保険者、②事業所に勤務して給与を受給し、厚生年金に加入して
いる第２号被保険者（※）、③第２号被保険者の被扶養配偶者である第３号被保険者の
３種類に分類されます。
（※）厚生年金保険料には国民年金保険料も含まれます。厚生年金保険料は事業主負担分と被保険者負担分を合わせて
事業主が納付します。

◦国民年金は、一定の年齢に達したときは老齢基礎年金、一定の年齢に達する前に大きな障害を負った
ときは障害基礎年金、被保険者が亡くなったときには遺族基礎年金を、本人または遺族が受け取るこ
とができます。
◦国民年金保険料の納付が経済的に難しい場合等は、納付を免除または猶予する制度（学生納付特例制
度等）があります。

加入・変更等の手続き
国民年金への加入

国民年金被保険者資格取得届をお住まいの区市町村も
しくはお近くの年金事務所に提出。

学生納付特例制度 20歳になった時点で、学生納付特例申請書をお住ま
いの区市町村もしくはお近くの年金事務所に提出。
の申し込み

国民年金の納付方法
次の①～④のいずれかの方法で、被
保険者が毎月納付します。
【平成30年度 国民年金保険料：月額16,340円】

① 銀行・郵便局・コンビニから国民年金
保険料納付書で支払い

年金手帳等（所得証明書の有無については事前確認）
② 銀 行・郵便局の口
免除・猶予の申請 を持参のうえ、住民登録している区市町村もしくはお
座から引き落とし
近くの年金事務所に相談。
③ ク レジットカード
マイナンバーをお住まいの区市町村の国民年金課に提示。
から引き落とし

氏名・住所変更

※マ イナンバーで氏名・住所変更が確認できない場合は、「被
保険者氏名変更届」「被保険者住所変更届」をお住まいの区
市町村の国民年金課に提出してください。

④ 電子納付（インター
ネットバンキング
等）

▶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

業務提携

からのお知らせ

眼科ドックのご案内

目は「脳の出張所」といわれる大切な感覚器官
脳の情報の80％以上は視覚を通して集められるといわれ、日ごろからパソコンや携帯電話
などで目を酷使する現代では、目にかかる負担は想像以上です。目の病気は、かなり進行
しないと自覚症状が現れず、気づいたときには深刻化している場合もあります。自覚症状の
ない病気の早期発見・早期治療にもつながる、“眼”の健康診断を受けてみませんか？
フィオーレ健診クリニックで健診を受けられた方は、眼科の専門クリニック「お茶の水・井上眼科クリニック」との
提携により、眼科ドックを特別料金でご受診いただけます。
検査項目

検査内容

問診

問診票に現在の症状や気になる点をご記入ください。

他覚的屈折検査

機器を用いて、近視・遠視・乱視の状況を他覚的に測定します。

自覚的屈折検査

遠方と近方の見え方を検査します。

お手持ち眼鏡視力検査

お手持ちの眼鏡の度数で、視力を測定します。

眼圧

目の硬さや圧力を測定します。

眼位

眼の位置や動きを検査します。

調節機能

眼の調節力を検査します。

両眼視

斜視や斜位などを検査します。

視野検査（ハンフリー）

見える範囲を検査します。

三次元眼底解析検査（OCT）

赤外線で眼の中の断層撮影を行い、網膜の厚みなどを撮影します。黄斑疾患、緑内障の診断
が可能です。

眼底撮影

眼の奥の中心部分（視神経乳頭、黄斑部を含む網膜、血管等）を撮影します。

BUT検査

涙液層破砕時間

涙液が角膜表面から乾燥する時間を測定し、涙液の安定性を評価します。

涙液検査

ドライアイの検査です。涙の量を調べます。

角膜内皮細胞検査

角膜の内皮細胞を撮影して、その数・大きさ・形を調べます。

診察

前眼部（結膜・角膜）、前房、水晶体、硝子体などを検査・診察します。

料

細隙灯顕微鏡検査

金

所要時間
実施場所

通常料金 21,600円（税込）のところ

予約方法

特別料金 19,440円（税込）

眼科ドックの予約・お問い合わせ

約120分

TEL 03-3295-7735

＊問診・診察の時間は含まれません。

お茶の水・井上眼科クリニック

お茶の水・井上眼科クリニックへ
直接お電話のうえ、ご予約ください。

月曜日～土曜日 9:00～17:00 ＊休診日を除きます。
千代田区神田駿河台４-３ 新お茶の水ビルディング18階

◦ご予約の際に、
「フィオーレ健診クリニックで健診を受診した」と必ずお伝えください。
検査当日にお申し出の場合は、特別料金ではなく、通常料金となりますのでご了承ください。
◦検査当日、フィオーレ健診クリニックの健診結果表（コピー可）をご提示ください。

次号（９月号）は、女性におすすめのオプション検査 についてご案内する予定です。

フィオーレ健診クリニック
健診予約専用ダイヤル
お 問 い 合 わ せ

TEL 03-5287-6211
TEL 03-5287-6217

A2
「東新宿」駅 出口
から徒歩１分

大江戸線
副都心線

電話受付 月曜日～金曜日 9：00～17：00
時間
土曜日健診実施日 9：00～12：00

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。
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東京社会保険協会 からのお知らせ

出産・育児・介護休業制度に
関する講習会

メンタルヘルス対策セミナー

（管理職向け）

会員事業所限定

使用者の安全配慮義務、メンタル不調者への気づきと
対処法、ストレスチェック制度の活用等、職場のメン
タルヘルス対策について

出産・育児・介護休業に関する社会保険・雇用保険
等の制度の説明と手続きのポイントについて

概

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

開 催 日 時

10月24日（水）14時～16時

定

員

200名

講

師

全３回開催
各回内容は同じです

各回250名
特定社会保険労務士 嶋田 千栄子 氏
（バークレー社会保険労務士事務所）

【会 員 事 業 所】無料
【非会員事業所】5,000円（１名）

要

費

講習会等は会員事業所からの会費で運営しているため、
抽選の場合、会員事業所の方を優先します。

特定社会保険労務士 根岸 純子 氏
（根 岸人事労務事務所、(独法)労働者健康安全機構 東京産業
保健総合支援センター メンタルヘルス対策促進員）

【会 員 事 業 所】 2,000円（１名）
【非会員事業所】10,000円（１名）

用
象

会員事業所限定ですが、定員に満たなかった場合のみ、
非会員事業所の方も参加いただけます。

事業所の社会保険事務担当者

対

９月６日（木）必着

応募締切日

９月20日（木）必着

https://fofa.jp/tosyaky/a.p/208/

Web申込URL

https://fofa.jp/tosyaky/a.p/209/

者

会員事業所の管理職

↑池袋

浅草→
）

馬喰横山駅 A1出口

川
神田

江戸通り

馬喰町

ドコモショップ

（浅草橋

国

通

馬喰横山駅 A2出口

り

東実健保会館
カフェ・ド・クリエ

松屋

日本年金機構
新宿年金事務所
交番

大久保２丁目交差点

東新宿駅 B1出口

東日本橋駅 B4出口

両

国

→
（

両

東日本橋駅 A3出口

隅田川

国

橋

）

東新宿駅 A2出口

開 催 会 場
※駐車場・駐輪場
はございません。

新宿↓

セブンイレブン

東新宿駅
エレベーター口

すき家
大久保通り

東新宿駅 A1出口

明治通り

清洲橋通り

シモジマ

電設年金会館
新大久保

靖

草橋
↑浅

都営新宿線

総武本線

東新宿駅 B2出口

ホテルサンルート東新宿
フィオーレ東京

新宿７丁目交差点

マクドナルド

東実健保会館 ６階大ホール

電設年金会館 ２階会議室

中央区東日本橋３-10- ４

新宿区大久保２-８-３

○JR 総武本線 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

○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

応募方法

有料

職安通り

Webまたは郵送でお申し込みください。応募者多数の場合は、抽選とします。
応募結果等は、締切後３週間程度でお知らせします。

Web

郵送

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。

お申し込み・お問い合わせ

８ページの参加申込書をご記入のうえ、参加希望ごとに
１名ずつ、下記まで郵送してください。応募結果等を郵送
しますので、必ず82円分の切手を貼った返信用封筒（宛先
を明記）をそれぞれ同封してください。

東京社会保険協会

〒160-8407

講習会「出産」または「メンタル」係

新宿区新宿7-26-9

TEL 03-5292-3596
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「出産・育児・介護休業制度に関する講習会」「メンタルヘルス対策セミナー」参加申込書
複数参加希望の場合は、コピーしてそれぞれお申し込みください。
参加希望の
日
時
等

月

日

時
年齢

ふりがな

参加者氏名

性別

出産

メンタル

連絡先電話番号

男
歳代

女

日中に連絡がとれる電話番号

事 業 所 名

払 込 受 領証貼付欄
会員事業所の方は下に
会員番号を記入してい
ただくか、金融機関の
受領印のある平成30
年度協会費払込受領
証のコピーを本欄に貼
付してください。

事業所所在地 〒
会
非

会

員
員

会員

協会費払込受領証に記載
の７ケタの会員番号

非会員

不明

※返信用封筒が同封されていない等､お申し込みに不備がある場合は､抽選の際に落選となることがあります。ご注意ください。
※上記情報は、申し込み受付事務および応募結果の発送ならびに本会事業案内以外に使用いたしません。

ぜひご加入ください！

東京社会保険協会 新規入会のご案内

本会は、社会保険事務講習会・セミナー、宿泊施設の補助、レジャー施設の割引、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しています。
これらの事業は、年１回お願いしている協会費を唯一の財源として実施しています。
充実した内容の多彩な特典をそろえて、新規のご入会をお待ちしています。

会員特典の詳細は、http://www.tosyakyo.or.jp/member/ をご覧ください。

まで
お問い合わせは、東京社会保険協会 会員事業グループ（TEL 03-5292-3596）

季節の健康
TOPICS

はしかってどんな病気？

はしか（麻しん）は、麻しんウイルスに感染することで起こります。
日本国内での発生はほぼなくなりましたが、海外では流行している地域
があり、2018年春には観光客によって国内に持ち込まれ、ニュースに
なりました。輸入感染症として注意が必要です。

1990 年（平成 2 年）4 月 2 日以降に生ま

はしかの感染経路は？

れた人は、定期接種で 2 回の麻しん含有ワ

空気感染、飛沫感染、接触感染で
うつります。感染力は非常に強く、
1 人の発症者から多くの人に感染す
るといわれています。

どんな症状が出る病気？
約 10 〜 12 日間の潜伏期間のあ
と、発熱やせき、鼻水、目の充血な
ど、かぜのような症状が続き、高熱
と発疹が出ます。合併症として肺炎
や、まれに脳炎などを起こすことが
あり、重症化すると死亡することも
あります。

海外旅行に
行く場合は？

クチンを受けていますが、それ以前に生ま
れた人は 1 回のワクチン接種のみ、または
1 回も受けていない人が多いため、はしかが

かからないように
するには？

発生している地域に渡航する際は、はしか
の予防接種歴と既往歴を確認し、かかりつ
け医にワクチンの接種を相談しましょう。

手洗いやマスクだけでは
予防できず、予防接種が有効
な予防法です。1 回の接種で
は免疫が十分についていな
いことがあるため、2 回接種
がすすめられています。

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

