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協会けんぽ 東京支部 からの

協会けんぽの健診
近年、生活習慣病が若年化している傾向にあります。そのため、協会けんぽでは、35歳から74歳の被保険
者（加入者ご本人）向けに生活習慣病予防健診、40歳から74歳の被扶養者（加入者ご家族）向けに特定健診を
実施し、早期からの生活改善に取り組んでいます。
健診は、健康状態を知る第一歩です。まだ受けていない方は、早めに受診しましょう！

被扶養者の健診

被保険者の健診

特定健診

生活習慣病予防健診
一般健診 35歳から74歳
◦診察等
◦身体計測 ◦血圧測定
◦尿検査
◦便潜血反応検査
◦血液検査 ◦心電図検査
◦胸部・胃部レントゲン検査

◦眼底検査
医師が必要と判断した
場合のみ実施

自己負担額（最高）
7,038円

自己負担額（最高）
78円

追加健診

一般健診に追加して受診できる項目です。単独での受診はできません。

付加健診

乳がん検診

40歳と50歳

40歳から74歳の
偶数年齢の女性

◦腹部超音波検査
◦肺機能検査
◦血液学的検査 など
自己負担額（最高）
4,714円

◦問診
◦乳房X線検査
視診・触診は、医師が必要と判断
した場合のみ実施

◦問診
◦血圧測定
◦血中脂質検査
◦血糖検査

協会けんぽからの補助額（最高）

6,520円
詳細な健診 40歳から74歳
健診結果により、医師が必要と判断した場合
のみ実施されます。
必ず受診する健診ではありません。

◦心電図検査
◦貧血検査

◦眼底検査
◦血清クレアチニン

協会けんぽからの補助額（最高）

3,400円

自己負担額（最高）

子宮頸がん検診

35歳から74歳

36歳から74歳の
偶数年齢の女性

自己負担額（最高）
612円

◦診察等
◦身体計測
◦尿検査
◦肝機能検査

40歳から48歳 1,655円
50歳以上
1,066円

肝炎ウイルス検査

◦HCV抗体検査
◦HBs抗原検査

基本的な健診 40歳から74歳

◦問診
◦細胞診
自己負担額（最高）
1,020円

子宮頸がん検診は単独で受診できます

子宮頸がん検診
20歳から38歳の偶数年齢の女性
◦問診
◦細胞診

自己負担額（最高）
1,020円
※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・保健指導を受けるまでの流れ
被保険者向けの生活習慣病予防健診と被扶養者向けの特定健診は、健診・保健指導を受けるまでの流れが異なります。

被保険者

被扶養者

受診を希望する健診機関に電話で健診を予約

受診券が手元にあるかを確認

健診機関は、協会けんぽ東京支部のホームページで
確認できます。

毎年４月に、被保険者のご自宅宛に送付しています。
お手元にない場合は、協会けんぽ東京支部へお問い
合わせください。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokyo/cat050/
template06

申込書に健診を受ける日や健診機関名などを
記入して、協会けんぽ東京支部に送付
予約をいれたら、申込書に必要事項を記入して、
協会けんぽ東京支部に送付（郵送）してください。

受診を希望する健診機関に電話で健診を予約
健診機関は、協会けんぽ東京支部のホームページで
確認できます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokyo/cat050/
sb02/6212-5027

生活習慣病予防健診を受診

特定健診を受診

必ず保険証を持参してください。

必ず保険証と受診券を持参してください。

後日、健診機関から健診結果が届く

後日、健診機関から健診結果が届く

健診結果を確認しましょう。

健診結果を確認しましょう。

健診結果により、特定保健指導の対象となった方の
勤務先に「特定保健指導のご案内」を送付

健診結果により、特定保健指導の対象となった方の
ご自宅に「特定保健指導の利用券」を送付

協会けんぽ東京支部または健診機関の保健師等に
よる保健指導を受けましょう。

協会けんぽ東京支部または健診機関の保健師等に
よる保健指導を受けましょう。

メルマガ登録者募集中
毎月５日頃配信。登録無料！
協会けんぽ東京支部の最新情報のほか、
メタボやがん予防等の健康サポート、
ラジオ番組の情報をお届けします！

パソコンはこちら

スマホはこちら

協会けんぽ 東京 メルマガ

検索または協会けんぽ東京支部のホーム
ページのこのバナーをクリック！

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。

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

健康保険被扶養者認定事務の変更について
被保険者（従業員）の家族に、健康保険（協会けんぽ）の被扶養者となるため
の条件を満たす人が生じたときや被扶養者であった人が扶養から外れることに
なったとき等は、被保険者は事業主を経由して、健康保険被扶養者（異動）届
を日本年金機構へ提出します。
このたび、厚生労働省より、日本国内に住む家族を被扶養者に認定する際の
身分関係および生計維持関係の確認について、申し立てのみの認定は行わず、
証明書類に基づき認定を行うよう、事務の取り扱いが示されました。これに伴い、
日本年金機構でも、平成30年10月１日以降に受け付ける健康保険被扶養者（異
動）届に関する添付書類の取り扱いが変更となっています。

添付書類の変更および一部省略
届出に際して、次の一覧に基づく証明書類を添付してください。
扶養認定を受ける人の続柄や年間収入等を確認するため、

扶養認定を受ける人が

被保険者と同居している場合 ➡ 1・2 を添付
被保険者と別居している場合 ➡ 1・2・3を添付

添付書類

１

次のいずれか
◦戸籍謄本または戸籍抄本
◦住民票（※１）

目的

次のいずれにも該当
続柄の確認

提出日から90日以内に発行されたものを提出
してください。

２

年間収入が130万円未満（※２）であること
を確認できる課税証明書等

３

仕送りの事実と仕送り額が確認できるもの
◦振込の場合……預金通帳等（写し）
◦送金の場合……現金書留の控え（写し）

添付を省略できる場合

収入の確認

◦被保険者と扶養認定を受ける人の双方のマイナンバーが、
届書に記載されていること
◦左 記の添付書類により、扶養認定を受ける人の続柄が届
書の記載と相違ないことを確認した旨、事業主が届書に
記載していること
◦扶 養認定を受ける人が、所得税法上の控除対象の配偶者
または扶養親族であることを確認した旨、事業主が届書
に記載しているとき（※３）
◦扶養認定を受ける人が、16歳未満のとき
◦扶養認定を受ける人が、16歳未満のとき
◦扶養認定を受ける人が、16歳以上の学生のとき

（※１）被保険者と扶養認定を受ける人が同居していて、被保険者が世帯主である場合に限ります。
（※２）扶養認定を受ける人が、次のいずれかに該当する場合は、180万円未満です。収入には、公的年金も含まれます。
・60歳以上の人
・障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者
（※３）障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付等、非課税対象の収入がある場合は、受け取る金額が確認できる通知書等（写し）の
添付が必要です。

被保険者と扶養認定を受ける人との同居または別居の確認については、日本年金機構にて行うため、
原則として添付書類は不要です。ただし、確認できない場合には、別途、住民票の提出をお願いする
ことがあります。

手続きの際に必要な添付書類については、日本年金機構のホームページにも掲載しています
※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
健康保険被扶養者認定事務についてご不明な点等がありましたら、ねんきん加入者ダイヤル、または、お近くの年金
事務所の担当窓口にお問い合わせください。

ねんきん加入者ダイヤル（事業所・厚生年金加入者向け） 0570-007-123（ナビダイヤル）
050から始まる電話でかける場合は、03-6837-2913（通常の通話料金がかかります。）
受付時間

●月曜日～金曜日
●第２土曜日

午前８時30分～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、利用できません。

11月は「ねんきん月間」
です
日本年金機構では、国民の皆様に公的年金を身近に感じていただき、年金制度に対する
理解を深めていただくよう、厚生労働省と協力して、11月を「ねんきん月間」と位置づけ、
公的年金制度の周知・啓発活動を行っています。また、11月30日（いいみらい）を「年金
の日」と制定しています。インターネットサービス「ねんきんネット」等を活用して、今後
の生活設計を考えてみませんか。

「ねんきん月間」の
主な活動と取り組み

●事業所や大学・高校の教育機関等へ出向いての
年金制度説明会の開催やパンフレットの配布
●商業施設等での出張年金相談
●年金委員研修会の開催

付加保険料

国民年金ひとことメモ
国民年金第１号被保険者
ならびに任意加入被保険者
は、定額保険料に付加保険
料を上乗せして納付するこ
とで、将来受給する年金額
を増やすことができます。

「ねんきん月間」や「ねんき
んネット」の詳細は、日本
年金機構のホームページを
ご覧ください。

定

額

保

険

料

月額 16,340円【平成30年度】

納 付 で き る 人

国民年金第１号被保険者、任意加入被保険者（65歳以上を除く）

付加保険料の月額

400円

申

し

込

み

先

区市役所および町村役場の窓口

付

加

年

金

額

200円×付加保険料の納付月数

付加年金を受給するには、老齢年金の受給資格（国民年金の納付や免除等を合算した期間が10年以上）
があることが前提となります。

例 １年間の付加保険料 ➡ 400円×12月＝4,800円
これに対する付加年金 ➡ 200円×12月＝2,400円
4,800円（付加保険料／年）÷2,400円（付加年金／年）＝２年
納付方法

◦月々の国民年金保険料を納付書で納付
◦国民年金保険料を前納で納付済み
◦月々の国民年金保険料を口座振替（クレジット）で納付

月額400円の付加保険料の納付に対し、月額
200円の付加年金が支給されます。２年以上受
給した場合、付加年金が納付した付加保険料を
上回ります。（物価スライドはありません。）

後日送付される付加保険料込みの納付書で、お近くの
金融機関やコンビニエンスストア等で納付
付加保険料込みの金額を、指定の口座から引き落とし
（開始月は納付書で納付していただく場合もあります。）

注意事項

◦国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることができません。
◦付加保険料の納付は、申し込んだ月からとなります。
◦付加保険料の納付期限は、翌月末日となります。
◦納付期限を経過した場合でも、期限から２年間は納付できます。
◦付加保険料の納付をやめるときは、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要です。

▶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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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

協会けんぽの生活習慣病予防健診受診対象の方へ

オリジナル差額人間ドックのご案内
協会けんぽ（全国健康保険協会）にご加入の方で、生活習慣病予防健診（一般健診）よりも詳しい
検査をご希望の場合は、協会けんぽの補助を利用したお得な差額人間ドックをおすすめします。

差額人間ドックを
受診された方には
対象者

差額

平成30年度中に、35歳以上74歳以下の被保険者の方（75歳になる方は誕生日の前日まで）
付加健診および差額人間ドックＣは、40歳・50歳になる被保険者の方のみです。

下記の付加健診と同じ検査項目です。

Ａ

人間ドック

差額

受診者負担 16,466円（税込）
受診者負担分 7,038円（税込）＋差額分 9,428円（税込）

総額 27,950円（税込）のところ
生活習慣病予防健診

差額人間ドックＡにさらに検査項目を追加。よりきめ細やかなチェックを受けられます。

Ｂ

人間ドック

差額

●健診当日、医師による結果説明を行っています。
●お食事券（グルメカード）と周辺の『お食事処のご案内』をお渡ししています。

受診者負担 23,076円（税込）
受診者負担分 7,038円（税込）＋差額分 16,038円（税込）

総額 34,560円（税込）のところ
生活習慣病予防健診

40歳・50歳になる方のみ。差額人間ドックＢと同じ検査項目です。

Ｃ

人間ドック

総額 34,560円（税込）のところ
付加健診

受診者負担 18,362円（税込）

受診者負担分 11,752円（税込）＋差額分 6,610円（税込）

健診コース

生活習慣病
予防健診

付加健診

受診者負担（税込）

7,038円

11,752円

検査項目

診察 身体計測 血圧測定
尿 便潜血反応 血液（採血）
心電図 胸部・胃部レントゲン

差額

Ａ

人間ドック

16,466円

生活習慣病予防健診

眼底 肺機能 腹部超音波
尿沈渣 血液学的・生化学的検査

―

Ｂ型肝炎 梅毒 炎症性反応
前立腺（PSA）※男性のみ

―

付加
4,714円

差額
9,428円

―

―

差額

差額

Ｂ 人間ドックＣ

人間ドック

23,076円

18,362円

7,038円

差額
16,038円

付加
4,714円
差額
6,610円

●胃部レントゲン（バリウム）から胃内視鏡（経口／経鼻胃カメラ）に変更される場合は、差額料金5,400円（税込）の追加で承ります【事前予約制】
。
●被扶養者の方にも、被扶養者ドックＡ・Ｂの健診コースがあります。詳細は、ホームページ（協会けんぽにご加入の方）をご覧ください。
●協会けんぽ以外の健康保険にご加入の方は、差額人間ドックはご受診いただけません。

次号（11月号）は、胃カメラ 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

平成30年度後半

会員特典のご案内

本会の会員には、次のような特典があります。詳細は、ホームページをご覧ください。

東京社会保険協会のホームページ

お問い合わせ

http://www.tosyakyo.or.jp

会員事業グループ TEL 03-5292-3596

新規入会を
お待ちして
います！

60歳からの雇用保険・社会保険等に関する講習会

会員無料

定年から再雇用、短時間勤務等、60歳以降の働き方の変化とそれに伴う、雇用保険・社会保険の手続き等について
解説します。
【日

時】平成31年２月19日（火）14時～16時 【費
２月20日（水）14時～16時 【会
２月21日（木）14時～16時

用】無料（会員）／5,000円（会員以外）
場】電設年金会館 新宿区大久保２-８-３
〈交通〉JR 新大久保駅から徒歩10分
都営大江戸線／東京メトロ副都心線 東新宿駅から徒歩５分

※各回内容は同じです。

会員健診

特別料金

各種MRI検査等

特別料金

MRIレディースセットが加わりました。
健診コース

料金（税込）

会員ドック

30,240円（会員）／37,800円（通常）

会員定期健診

8,640円（会員）／ 9,720円（通常）

検査

【期
間】平成30年12月～平成31年３月
【直営施設】フィオーレ健診クリニック
【契約施設】鶯谷健診センター
葛飾健診センター
健診プラザ日本橋
健診プラザ両国
八王子健康管理センター

お１人 6,900円

料金（税込）

MRI脳

32,000円（会員）／48,600円（通常）

MRI上腹部

36,000円（会員）／37,800円（通常）

MRIレディースセット

48,000円（会員）／51,840円（通常）

心臓ドック＋脳

155,000円（会員）※会員特別コース

心臓ドック

124,000円（会員）※会員特別コース

【期
間】～平成31年３月末
【契約施設】メディカルスキャニング（都内19か所）
心臓画像クリニック飯田橋

新春浅草歌舞伎

夫婦漫才

昼食付

新年の初芝居は新春浅草歌舞伎！

笑いと涙と愛で綴る夫婦一代記

華やかに賑わう浅草で、花形俳優による競演の舞台をお楽しみください

激動の時代を生き抜くために夫婦が始めたのは“漫才”だった

【日
【料
【会

時】平成31年１月 5日（土）
第１部 11時開演
平成31年１月14日（月・祝） 第２部 15時開演【予定】
金】6,900円（会員）／9,000円（会員以外）
場】浅草公会堂

お１人 7,800円

【日
【料
【会

時】平成31年２月17日（日）12時開演
金】10,500円（会員）／13,200円（会員以外）
場】明治座

春を先取り！ 日帰りバスツアー

会員事業所の被保険者および被扶養者（会員）以外のご家族やご友人も参加できます。
【内

容】桔梗屋本社工場見学と信玄餅詰め放題、
いちご狩り＆食べ放題
【開催日時】平成31年３月２日（土）７時30分集合
【集合場所】JR 新宿駅（工学院大学前）
【費
用】7,800円（会員）／10,000円（会員以外）
※会員特典の内容は、変更になる場合があります。

信玄餅詰め放題

いちご狩り＆食べ放題

はとバス
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ホームページから
簡単に入会できます！

トップページ［入会はこちら］をクリック！ ［入会申込］をクリック！

必要事項を記入して送信！

会員事業所に『協会だより』をご送付します！
会員事業所には、広報誌『協会だより』を年３回（４・７・11月）ご送付しています。社会保険
事務講習会・セミナー、会員健診、契約宿泊施設やレジャー施設、観劇会等、特典の最新情報を
詳しくお知らせします。ホームページとあわせて、ご活用ください。

TOKYO
おすすめスポットめぐり

青梅市

昭和レトロタウン
昭和レトロ商品博物館

青梅を訪れたら、立ち寄っていただきたい３つ
の展示館。レトロな雑貨やパッケージであの頃を
振り返り、人気ギャグ漫画で懐かしむ…。過ぎ去
りし昭和にタイムスリップしてみませんか。
※料金・開館時間・休館日等は変更される場合があります。

青梅赤塚不二夫会館
昭和を代表するギャ
グ漫画家・赤塚不二夫
さんの漫画原稿や書籍、
写真を展示する記念館。
「天才バカボン」「おそ
松くん」等、赤塚ワー
ルドが広がります。売
店では、キャラクター
グッズを販売。

昭 和30～40年 頃 の
お菓子・化粧品・たばこ・
薬などの商品パッケー
ジを中心に、ブリキの
おもちゃや紙芝居屋の
自転車などが所狭しと
並んでいます。入り口
には、昔懐かしい駄菓
子屋の店先を再現。

料金：450円

料金：350円

昭和幻燈館

【３館共通】
“猫町”としても知られる青梅
市を拠点に活動する母娘ユニッ
ト「Ｑ工房」の墨絵とぬいぐる
み作品「青梅猫町商店街」を常
設展示しています。また、昭和
の街角を再現した精巧なジオラ
マ（写真）も必見。

開館時間：10時～17時（最終入館は16時）
休 館 日：月曜日（祝日の場合は翌日）、
年末年始（12月26日～１月２日）
電
話：0428-20-0355
３館めぐり共通券
料

金：800円

料金：250円

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

