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協会けんぽ 東京支部 からの

退職後の健康保険を選んで加入手続きを！
医療保険制度には、主に会社員等が加入する健康保険、自営業者等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※等があります。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。
※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。

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」等の選択肢があり、
退職後、いずれかへの加入手続きが必要となります。

退職等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、退職日の翌日から使用でき
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。

Point

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

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

家族の被扶養者になれない

家族の被扶養者になる

（健康保険の適用事業所）

加 入 先

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）

手続き先

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

加入要件

次の２つをいずれも満たす必要があります。
◦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。

保 険 料

◦退職後の保険料は、事業主分も負担するため、
◦お 住まいの区市町村により保
在職時の２倍になります。
険料が異なります。
※保 険料には上限（東京支部は、月額32,116円：平成31
◦保 険料は、加入する世帯の人
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
数や前年の所得等により決ま
いた都道府県の協会けんぽ支部で保険料率が異なる等、
ります。
２倍した額にならない場合があります。
◦保険料の軽減制度があります。
◦原則、最長２年間は変わりません。
◦お 住まいの区市町村にお問い
※保険料率が変更される場合等を除きます。
合わせください。
◦前納（まとめて先払い）による割引があります。

◦被 扶養者の個人負担はあ
りません。

退職後に協会けんぽの任意継続を選択する場合
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。

手続き方法 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。

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。

手続き期限 郵送の場合は、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。
注意事項

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。添付書類の詳細は、健康保険任意継続被保険者資格取得申出書 記入の手引きをご覧
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。

ご注意
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、保険料を納付期限（原則、毎月10日）まで
に納付しなかったとき等は、任意継続被保険者の資格を喪失します。
※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（TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「１」）まで
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協会けんぽ 東京支部 からの

無資格受診が原因で
協会けんぽが返還を求めた金額は…

年間 約７億9,900万円

（平成29年度）

無資格受診は保険料率の引き上げの要因となっています！
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
保険証を使用された場合は、退職等をされた方に、法的措置も含めて医療費の返還を求めています。
不要な医療費の支出を防ぐためにも、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。

平成31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31年３月分（４月納付分）から、協会けんぽ東京支部の健康保険料率が9.90％となる予定です。
詳しくは、次号『社会保険新報』2019年３月号でお知らせします。
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。

健康保険料率を上げないための協会けんぽの取り組み
健康づくりのための対策
健診・保健指導等
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

医療費適正化対策
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

医療費の増加は今後も続くの？
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、健診等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を行い、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。

メルマガ会員募集中です
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。

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！

スマートフォンは、
ここから登録！

◦ 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 ◦
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
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からの

日本年金機構における

マイナンバーの利用について

日本年金機構では、平成29（2017）年１月から、マイナンバーによる年金相談・照会
を受け付けています。基礎年金番号がわからない場合でも、マイナンバーカード（個人番
号カード）の提示により、相談・照会が可能となりました。
平成30（2018）年３月からは、これまで基礎年金番号を記載していた各種届出や申請
についてもマイナンバーを利用して行えるようになり、住所変更届および氏名変更届は
届出を省略できるようになりました。
今後はマイナンバーによる行政機関間の情報連携のしくみを活用して、これまで申請時
に必要としていた住民票等についても、添付書類の省略を予定しています。

事業主の皆様 へのお願い
日本年金機構においてマイナンバーと基礎年金番号が結びついていない
被保険者（未収録者）が在籍する適用事業所の事業主の皆様に、「未収録者
一覧」をご送付しています。未収録者については、マイナンバー登録届の
提出をお願いします。
従業員（被保険者）のマイナンバーと基礎年金番号が結びついて
いないと、住所や氏名等の変更に関する情報は得られず、引き続き、
住所変更届や氏名変更届等の提出が必要となります。未収録者のマイ
ナンバー登録届の提出にご協力をお願いします。
なお、平成29（2017）年12月に送付の「マイナンバー等確認リスト」も含め、対象となるのは、厚生年金保険の
被保険者のみです。被扶養配偶者（国民年金第３号被保険者）は対象としていません。
●未収録者の住所や氏名等に変更があった場合は、引き続き、住所変更届および氏名変更届を管轄の事務センターに提出してください。
●「未収録者一覧」に記載されている住所・氏名・性別・生年月日等は、平成30（2018）年６月９日時点で、日本年金機構に登録されて
いる情報です。適用事業所で把握している正確な情報と相違している場合は、該当する変更届を管轄の事務センターに提出してください。

被保険者・受給権者の皆様 へのお願い
年金に関する相談や年金記録の照会は、マイナンバーを利用して行うことができます。
基礎年金番号がわからない場合でも、ご自身のマイナンバーを伝えていただければ、相談・
照会が可能です。
マイナンバーを利用して相談・照会を行う際は、年金事務所の窓口で、マイナンバーカー
ド（個人番号カード）を提示してください。

このカード１枚で、
身元確認と番号確認
が可能です。

マイナンバーカード（個人番号カード）および本人確認等に関する詳細は、
日本年金機構のホームページ

⇒

（トップページ右側の）マイナンバーへの対応

マイナンバーカード（個人番号カード）・マイナンバー制度等についてのお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

音声ガイダンスでご案内しています。

【受付時間】月曜～金曜：９時30分～20時 土曜・日曜・祝日：９時30分～17時30分 ※12月29日～１月３日は除きます。

▶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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決定！ 「わたしと年金」エッセイ結果発表
日本年金機構では、11月を「ねんきん月間」と位置づけ、厚生労働省の協力のもと、公的年金制度の普及・啓発活動
を展開しています。その一環として募集した「わたしと年金」エッセイの平成30年度の結果が発表されました。
応募総数1,154件のなかから、厚生労働大臣賞１名、日本年
金機構理事長賞１名、優秀賞３名、入選５名の計10名が受賞さ
れ、優秀賞以上の５名は、平成30年11月30日（いいみらい）
の「年金の日」に行われた授与式において、上野宏史厚生労働
大臣政務官より表彰状が手渡されました。また、東京都からは、
丸山恵子さんのエッセイが入選しました。

厚生労働大臣賞

入倉 文子さん（山梨県・60歳代）

日本年金機構理事長賞

白木 優子さん（奈良県・60歳代）

厚生労働大臣賞を受賞された、入倉 文子さんのエッセイをご紹介します。
今から三十年ほど前のこと。駅前で息子とバスを待って
いると、見知らぬ女性が話しかけてきた。
「失礼ですが、サトウ繊維のお嬢さんでしょうか」
平野と名乗るその女性は、五十代ぐらいのきれいな人だっ
た。
「お嬢さん」などと呼ばれて気恥ずかしかったが、確か
にサトウ繊維は父が以前経営していた工場だ。私がそうだ
とこたえると、女性は「社長の奥さんによく似ていらっしゃ
るのでお嬢さんかなと思いました」と感慨深そうに言った。
平野さんは次のような話をしてくれた。
第二次世界大戦後、シベリアに抑留されていた平野さん
のお父さんは、栄養失調のため現地で亡くなった。お母さ
んは、ふたりの子を育て上げるため、私の父の工場で働いた。
授業参観や子どもの病気などで早引きを申し出ても、父は
嫌な顔をしなかったから働きやすかったそうだ。
工場では主に婦人用のセーターを作っており、昭和三十
年代には飛ぶように売れた。戦後まもなく建てた工場だけ
では生産が間に合わず、新社屋が出来るまでの数年間は家
の二間続きの座敷にテーブルを並べ、大勢の女の人がずらっ
と並んで作業をしていた。彼女は夏休みなどにアルバイト
にきていたから、私のことも覚えていたらしい。
「母はもうすぐ八十になりますが、とても元気です。
『サ
トウの社長が年金をきちんと掛けておいてくれたから、孫
やひ孫たちにもお小遣いがあげられる。有り難いことだ』
とよく言っています」
平野さんの待っていたバスが来て、
「お父さんによろしく」
と言って乗り込んでいった。
実家に帰ったとき、父にこの出来事を話した。父は、「お
母さんはとても働きもので、娘さんは美人だったなあ」と
懐かしそうだった。年金のことで感謝していたと伝えると、
「当たり前のことをしただけだ」と照れくさそうに言った。
私は平野さんとの出会いをうれしく思った。だが、その
頃三十代だった私は年金のことがよく分かっていなかった
ので、感謝していると言われてもぴんと来なかった。
それから十数年後、年金問題が報道され、一部の小さな

会社や工場では給料から天引きした保険料を流用し、社員
が無年金になってしまったケースもあったことを知った。
父の言ったとおり、年金加入は雇用主の義務であり、「当た
り前のこと」だ。それをおろそかにした経営者のせいで、
人生設計を狂わされた人たちがいたことに強い衝撃を受け
た。
父の工場はドルショックの影響で昭和四十六年に倒産し
た。父は資金繰りに苦しみ、毎晩遅くまで母と深刻な顔で
話していた。銀行からは融資を断られ、親戚からの援助も
焼け石に水で、父は裸一貫から築き上げた財産のほとんど
を失ってしまった。年金問題が報じられる前に父も母も亡
くなっていたので、正確なことは分からないが、勤めてい
た人たちを悲しませるようなことをしなくて良かったとつ
くづく思った。
私は、三年前から年金の「報酬比例部分」を受給している。
ふたりの息子を育てながらフルタイムで勤めることができ
たのは、子育てを助けてくれた義父母のおかげだ。現役時
代は社会保険料が天引きされ、結構高いなと感じたことも
あった。けれど、保険料の半分を雇用主が負担してくれた
こと、年金制度は現役世代によって支えられていることを
考えると、支給されるのが「当たり前」だとは思えない。
平野さんのお母さんの「お小遣いをあげられて有り難い」
という言葉も身にしみてわかるようになった。
私は六十五歳の今も、元の職場で週に数日、短時間の仕
事をしている。社会との接点を失わずにいられることと、
職場の若い人たちから刺激を受けられることに感謝して働
いている。これからの目標は、可能な限り細く長く仕事を
続けることだ。たまには大好きな滝を見に各地を旅してみ
たいし、読みたい本も沢山ある。自分に見合った社会貢献
もしていきたい。こんな私を後押ししてくれるのが、
年金だ。
七月からは国民年金も受給している。
「老齢年金」という言
葉にはちょっとがっくり来るが、隔月できちんと振り込ま
れ、暮らしの支柱となっている。心のゆとりと安心感をも
たらすもの、それが年金なのだと実感している。
※上記のエッセイ中の企業名および氏名は、すべて仮称を使用しています。

▶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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からのお知らせ

フィオーレ健診クリニックの特徴

皆様の
健康管理を
お手伝い
します！

フィオーレ健診クリニックは、精度の高い検査を心地よい空間で提供することをモットーに、
疾病の予防と早期発見に努めています。

心地よい空間で健診を

東新宿駅から徒歩１分

受付、待合スペースから受診後のラウンジまで、心
地よい上質な雰囲気のなかでご受診いただけます。

都営大江戸線・東京メトロ副都心線「東新宿」駅
Ａ２出口から徒歩１分！ アクセス良好です。

オプション検査も充実

医師による結果説明

健診の際に追加でき
るさまざまなオプ
ション検査をご用意
しています。

人間ドックをご受診
の方は当日、医師に
よる結果説明を行っ
ています。

男女別のフロアで快適に
健診は男女別のフロアで行っています。女性専用
フロアは、医師・技師・スタッフすべて女性です。

お子様連れでも安心
「ふぃおーれ保育室」を完備しています（無料）
。受
診している間は保育士がお預かりします。【予約制】

健診後はホッとひといき
健診後は受診者専用ラウンジでおくつろぎくださ
い。 ラ ウ ン ジ 内 で は 各 種 お 飲 み も の や 無 線LAN
サービスをご用意しています。

次号（３月号）は、2019年度の健康診断の予約 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

特典いっぱい！

東京社会保険協会にご入会ください

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、各種健康診断等の健康増進
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。
2019年度の新規ご入会を受け付けています。ぜひご検討ください。

会員
特典

年会費

◦各種講習会・セミナーの開催

◦フィットネスクラブの利用割引

◦宿泊施設の利用補助

◦脳検査・心臓ドック等の料金割引

◦レジャー施設の利用割引

◦会員健診（人間ドック・定期健診）

（有効期間４月１日～３月31日）

被保険者数
10人未満
10人以上
30人未満
30人以上
50人未満
50人以上
100人未満
100人以上
200人未満
200人以上
500人未満
500人以上 1,000人未満
1,000人以上 2,000人未満
2,000人以上

会費年額
3,500円
4,800円
7,300円
9,800円
14,600円
19,600円
24,300円
36,500円
48,600円

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
契約宿泊施設で年度内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～翌年３月）
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。

年会費は不課税です。

会員特典 レジャー施設 最新情報

横浜・八景島シーパラダイスが大規模リニューアル！
世界最大の魚「ジンベエザメ」を、大水槽「大海原に生きる
群れと輝きの魚たち」で展示しています。東日本で見ることが
できるのは、この水族館だけ！ ジンベエザメの迫力ある姿を間
近で体感してください。
アクアミュージアム・LABO10「フォレストリウム」では、
陸上生物や水辺の生物、水鳥、淡水魚等、水辺と森に暮らすさ
まざまな生きものたちを観察できます。

会員特典 締め切りせまる！

東京ディズニーリゾートR「サンクス・フェスティバル」パスポート
東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのいずれかのパークが１日中楽しめるパスポートを、2019
年３月20日までの期間中、特別価格でご購入できます。詳細は、ホームページ【会員限定ページ】をご覧ください。
〈会員限定のログインID（ユーザー名）とパスワードの入力が必要です。〉

◦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申し込みができます。入会申込書PDFをダウンロードしてください。

社 会 保 険 新 報

2019.2―❽

会員事業所には、広報誌『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』
（カラー・８ページ）を年３回（４・７・11月）ご
送付します。会員特典の詳細や新規契約施設等の最新情報が満載！ お得な割引料金で楽しめる
観劇会（歌舞伎・舞台等）や日帰りバスツアーは、
『協会だより』でお知らせ＆お申し込みでき
ます。

◦会員事業所の情報に変更があったときは、本会までご連絡ください

詳細は、ホームページで
ご確認ください。

会員事業所の名称・所在地・電話番号等に変更があった場合は、会員情報変更届にて、本会
までご連絡（Web・FAX・郵送）ください。会員事業所の情報は、広報誌『協会だより』を
はじめ、各種お知らせ等のご送付の際に必要となりますので、ご協力のほどお願いします。

お問い合わせは、会員事業グループ

TEL 03-5292-3596

TOKYO
おすすめスポットめぐり

クリック！

FAX 03-3209-1759

京橋から銀座にかけては、大手企業や複合商業
施設等のビルの合間に、日本の発展を物語る建物
や碑を見つけることができます。買い物のついで
にちょっと足を止めて、歴史探訪してみませんか。

中央区

京橋から銀座へ

※開館時間・休館日等は変更される場合があります。

京橋エリア

銀座エリア

警察博物館 ポリスミュージアム

銀座発祥の地碑

日本の警察の歴史や
現在の警視庁の活動を
紹介しています。子ど
も向けの「おまわりさ
んなりきり体験」
、ア
ニメ映像やゲーム形式
等、大人から子どもま
で楽しく学べます。

江 戸 時 代 に 銀 座 役 所が
あったことを記念して、昭
和30（1955）年に建てら
れました。当時の銀座とは
銀貨の鋳造所のことで、役
所は寛政12（1800）年に
現在の日本
橋蛎殻町に
移転。銀座
は地名とし
てのみ残り
ました。

開館時間：９時30分～17時
入 館 料：無料
休 館 日：月曜（祝日の場合はその翌日）、
年末年始（12月28日～１月４日）

和光 時計塔

江戸歌舞伎発祥之地碑

銀座のシンボル的存
在。現在の時計塔は昭
和 ７（1932） 年 に 建
てられた二代目で、昭
和から平成、来る新し
い時代へと時を刻み続
けます。現在も、ウエ
ストミンスター式の
チャイムが正時をお知
らせしています（店舗
営業時間のみ）
。

寛 永 元（1624） 年
に猿若勘三郎（初代 中
村勘三郎）が中橋南地
で櫓をあげたのが、江
戸歌舞伎の始まりとい
われます。碑には、躍
動感ある役者のレリー
フとともに、和文と英
文の説明が記されてい
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

