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サンシャイン水族館（豊島区東池袋）
日本初の都市型高層水族館。ココでしか体験で
きない魅力のひとつが屋外エリア「マリンガーデ
ン」で、ペンギンたちがまるで都会の空を飛んで
いるかのように、観ている人の頭上を泳ぎ回る姿
は世界初。充実の屋内展示やダイナミックなパ
フォーマンス等、見どころ満載の「天空のオアシ
ス」です。

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

社会保険関係の主な申請書類の提出先
社会保険関係の主な申請書類について、提出先およびお問い合わせ先をまとめました。申請書類により
異なりますのでご注意ください。

年金事務所

書類の内容

▪適用事業所所在地・名称変更（訂正）届
▪事業所関係変更（訂正）届

事業所に関するもの

▪被保険者資格取得届
（70歳以上被用者該当届）
▪被扶養者（異動）届
（国民年金第３号被保険者関係届）
▪被保険者住所変更届
▪被保険者氏名変更（訂正）届
▪被保険者生年月日訂正届

▪年金手帳再交付申請書

▪被保険者報酬月額算定基礎届
（70歳以上被用者算定基礎届）
▪被保険者報酬月額変更届
（70歳以上被用者月額変更届）
▪被保険者賞与支払届
（70歳以上被用者賞与支払届）
▪産前産後休業取得者申出書
▪産前産後休業取得者変更（終了）届
▪産前産後休業終了時報酬月額変更届
▪育児休業等取得者申出届
▪育児休業等取得者終了届
▪育児休業等終了時報酬月額変更届
▪養育期間標準報酬月額特例申出書
▪被保険者資格喪失届
（70歳以上被用者不該当届）
▪被保険者証回収不能・滅失届

〒135-8071

江東区有明３-６-11
TFT ビル東館

▪お問い合わせは、管轄の年金事務所へ
お願いします。

保険証交付までの流れ

協会けんぽ
への届出は
不要です。

事業所

採用に関するもの

変更・訂正
に関するもの

健診に関するもの

①資格取得届等
提出

⑤保険証交付
（郵送）

日本年金
機構

協会
けんぽ

③データ送信

②審査・入力

④保険証作成

（②の翌日以降）

▪生活習慣病予防健診申込書【加入者ご本人】
▪特定健康診査受診券（セット券）申請書
【加入者ご家族】

再交付に関するもの
給与・賞与
に関するもの

病気・けが・出産
・死亡に関するもの

育児休業

に関するもの

退職に関するもの

提出先
日本年金機構 東京広域事務センター

協会けんぽ

▪被保険者証再交付申請書
▪高齢受給者証再交付申請書

▪療養費支給申請書
▪高額療養費支給申請書
▪高額医療費貸付金貸付申込書
▪傷病手当金支給申請書
▪出産手当金支給申請書
▪出産育児一時金支給申請書
▪出産費貸付金貸付申込書
▪限度額適用認定申請書
▪限度額適用・標準負担額減額認定申請書
▪特定疾病療養受療証交付申請書
▪第三者（他人）等の行為による傷病（事故）届
▪埋葬料（費）支給申請書

▪任意継続被保険者資格取得申出書
▪任意継続被保険者資格喪失申出書
▪任意継続被保険者被扶養者（異動）届

提出先
各種申請書類は、
ホームページからも
ダウンロード
できます。

協会けんぽ東京支部
〒164－8540 中野区中野４-10-２
中野セントラルパークサウス７階
▪お問い合わせは、協会けんぽ東京支部へ
お願いします。（03-6853-6111→音声
ガイダンス「1」
）
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協会けんぽ 東京支部 からの

2019年３月分（４月納付分）からの
協会けんぽの保険料率が決定しました
『社会保険新報』2019年２月号でお知らせした協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率
は、2019年３月分（４月納付分）から次のとおりとなります。

健康保険料率
現行

9.90％

9.90％

介護保険料率
現行

2019年３月分から

2019年３月分から

1.73％

1.57％

◦40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険者）には、健康保険料率に介護保険料率が加わります。
◦支給日が３月１日以降の賞与は、変更後の保険料率が適用されます。
◦協会けんぽ東京支部の2019年度保険料額表は、こちらをご覧ください。

基本保険料率
特定保険料率

健康保険料率（9.90％）のうち、
加入者の皆様の医療費に充てられる基本保険料率は6.39％
後期高齢者への支援金に充てられる特定保険料率は3.51％
となります。

介護保険制度について
介護保険制度は、
介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みです。税金や高齢者が負担する介護保険料のほか、
40歳から64歳までの健康保険加入者（介護保険第２号被保険者）の皆様が負担する介護保険料（労使折半）等によっ
て支えられています。

保険証の発送について
協会けんぽからの保険証の発送は、日本年金機構での審査確認（登録処理）完了日の２営業日
となります。４月から５月は入社等の手続きが多い時期で、日本年金機構での届書の審査確認に
時間がかかるため、保険証の発送までに１か月以上かかる場合があります。
保険証がお手元に届く前に医療機関等を受診する場合、保険証の代わりとして有効なものは、
日本年金機構が証明した健康保険資格証明書に限られます。事業主が独自で作成した証明書等で
は、医療機関等で保険診療を受けることはできませんので、ご注意ください。

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

資格取得届・資格喪失届
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。従業員を採用
したときや従業員が退職（または死亡）したときは、事業主は年金事務所および
健康保険組合に、被保険者資格取得届または被保険者資格喪失届を提出して
ください。

被保険者資格取得届

従業員を採用したとき

従業員の資格取得日から５日以内に提出してください。資格取得日とは、事実上の使用関係が発生した日です。試用期
間であっても報酬を支払う等、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の添付が必要です。

重要

◦個人番号（マイナンバー）は、本人確認を行ったうえで記入してください。なお、基礎年金
番号の場合は、左詰めで記入してください。
◦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）について、事業主が従業員
の年金手帳等と照合・確認した場合は、年金手帳等の添付は省略できます。
◦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。
◦厚生年金保険に加入していた70歳以上の従業員を採用または従業員が70歳到達後も継続して
雇用する場合は、70歳以上被用者該当届を提出してください。

従業員が退職（または死亡）したとき

被保険者資格喪失届

従業員の資格喪失日から５日以内に提出してください。資格喪失日とは、退職（または死亡）日の翌日です。月の末日
に退職（または死亡）した場合は、翌月１日が資格喪失日となります。退職（または死亡）した年月日を、備考欄に記入
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の添付が必要です。

重要

◦退職（または死亡）した従業員とその扶養家族（被扶養者）の健康保険被保険者証を必ず添
付してください。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入するか、
被保険者証回収不能・滅失届の添付が必要です。高齢受給者証、特定疾病療養受給者証、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も同様です。
◦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・資格喪失届に関する詳しい内容は、日本年金機構のホームページをご参照ください。
日本年金機構のホームページ

ホームページを
ご利用ください！

⇒

事業主の方

⇒

シーン別手続き案内

⇒ 従業員に関する手続き

資格取得届および資格喪失届のほかにも、従業員に関する主な手続きについて、日本年金
機構のホームページに掲載しています。ぜひご利用ください。
◦住所や氏名を変更したとき
◦報酬月額の届出を行うとき
◦年金手帳を再交付するとき

◦生年月日訂正の申出があったとき
◦賞与を支給したとき
◦産前産後休業を取得したとき
◦海外勤務または海外から国内勤務になったとき
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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からの

「ねんきんネット」をご活用ください

簡単！
便利！

日本年金機構では、24時間いつでもどこでも、パソコンやスマートフォンから、ご自身の年金に関する情報等を確認
できるインターネットサービス「ねんきんネット」を実施しています。基礎年金番号（年金手帳等に記載）をお持ちの方
ならば、簡単に登録できます。

次の内容が
確認できます

◦将来受け取る年金の見込額を知りたい
◦自分の年金記録を確認したい
◦ねんきん定期便や年金振込通知書等が見たい
◦厚生年金保険等の加入状況をチェックしたい
◦日本年金機構への届書を簡単に作成したい

インターネットサービス「ねんきんネット」

https://www.nenkin.go.jp/n_net/
パソコンの方は

スマートフォンの方は

電子版「ねんきん定期便」を、
「ねんきんネット」からも閲覧
できるようになりました。
※メールアドレスをご登録いただいている方には、2019年１月にメール
にてお知らせしています。

ここをクリック！

QRコードを読込

「ねんきんネット」への登録や操作方法等の詳細は、日本年金機構のホームページに掲載しています。
ねんきんネット・ねんきん定期便等専用ダイヤル

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は 03-6700-1144（一般電話）

通話料がかかります。

【電話受付時間】 月曜日：８時30分～19時 火曜日～金曜日：８時30分～17時15分 第２土曜日：９時30分～16時
※土曜日（第２土曜日を除く）
・日曜日・祝日・12月29日～１月３日はご利用できません。

国民年金ひとことメモ

学生納付特例制度

日本国内に住むすべての人は、20歳になると国民年金への加入が法律で義務づけられ、
国民年金保険料を納付します。学生については、特例として、前年の所得が一定以下の
場合、申請により国民年金保険料の納付が猶予（先送り）される制度があります。これ
を学生納付特例制度といいます。学生納付特例制度の承認期間は、将来受給する年金額
には反映されませんが、年金の受給に必要な受給資格期間に算入されます。
※承認期間を年金額に反映させるためには、10年以内に追納が必要です。

承認期間中に発生した
病気や事故等で重い障
害が残った場合は、審
査により、障害基礎年
金が受給できます。

ご注意ください
◦申請が遅れると、申請日以前に生じた病気や事故等による重い障害につい
て、障害基礎年金を受給できない場合があります。
◦承認期間は１年間（４月～翌年３月）です。承認期間満了後も、学生とし
て引き続き利用する場合は、毎年度の申請が必要となります。
◦中学または高校等を卒業し、すでに就職して厚生年金を（事業所経由で）
納付している方は、厚生年金に国民年金が含まれているため、学生納付特
例制度の対象外となります。

学生納付特例制度に関する詳細は、お近くの区市町村または年金事務所にお問い合わせください。
日本年金機構のホームページにも掲載していますので、ご参照ください。

▶このページの記事の内容に関するお問い合わせは、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

2019年度の健康診断 予約受付中
あなたご自身と大切なご家族のために、年に一度は健康診断を受けて健康の確認をしましょう！
フィオーレ健診クリニックでは、2019年度（2019年４月１日～2020年３月31日）の各種
健康診断のご予約を受け付けています。
健康保険組合ごとに予約方法・受診期間等が異なります。お手元に健康保険証をご用意のうえ、
お早めに、フィオーレ健診クリニック健診予約専用ダイヤルにお電話ください。

受付時間
受付時間・曜日

健診コース
人間ドック
付加健診

生活習慣病健診
若年層健診PLUS

胃検査
あり

若年層健診
定期健診

胃検査
なし

8:00

8:30

9:00

9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00

月～金

●

●

●

●

●

土

●

●

●

●

男性のみ
●

月～金

●

●

●

●

●

●

土

●

●

●

●

●

●

月～金

●

●

●

●

●

土

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

男性のみ
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●人間ドック・付加健診をご受診の方は、健診当日、医師による結果説明を行っています。

健診実施日

予約方法

月曜日～金曜日 祝日を除きます。

お手元に健康保険証をご用意のうえ、健診予
約専用ダイヤルにお電話ください。予約状況は、
ホームページでご確認いただけます。

土曜日 下記の日程で実施します。
４月
20日

５月
18日

10月
５日

2019年
11月
16日

2019年
６月
７月
１日
６日
12月
７日

各種オプション
検査あり

１月
18日

８月
３日

９月
７日

2020年
２月
１日

３月
７日

健診予約専用ダイヤル

TEL 03-5287-6211

巡回健診も実施

保育室完備

予約・お問い合わせ
TEL 03-5292-6515

予約制

健診ご担当者様歓迎 施設見学を承ります！

予約制

予約制 【見学時間】30～60分程度（平日15:30または16:00）
ホームページからお申し込みいただけます。

次号（４月号）は、健診のご予約から健診結果が届くまで 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

2019年度も会員特典をご利用ください！
東京社会保険協会では、会員事業所の被保険者とそのご家族を対象に、契約宿泊施設の利用優待やレジャー施設の利用
割引のほか、社会保険事務講習会・セミナーの参加費無料等、さまざまな会員特典を実施しています。新たな特典も随時
加わりますので、ぜひご利用ください。新規入会もお待ちしています。

2019年度の事業予定

事業内容は変更になる場合があります。

◦東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラムの利用券配付
◦社会保険事務講習会・セミナーの参加費無料（一部有料）
◦『協会だより』の発行（４月・７月・11月）、
『支部報』の発行（随時）
◦契約宿泊施設の利用優待 新規施設が増えました。
◦レジャー施設の利用割引 新規施設が増えました。
◦会員向け検査等の料金割引 新規検査が増えました。
詳細は、ホームページ・Web版『社会保険新報』
・
◦会員向け健診コースの料金割引（12月～翌年３月）
『協会だより』№43（2019年４月発行）でご案内
◦日帰りバスツアーの実施
します。
◦観劇会等のチケット割引
等

会員特典 健康づくり 最新情報

春から楽しくシェイプアップ！

ティップネス お得キャンペーン

会員事業所の被保険者・被扶養者の皆様の健康維持・増進を目的として、フィットネスクラブ
「ティップネス」と法人契約を結んでいます。お得な料金でご利用できます。３月末までにお申
し込みいただくと、さらにお得な 期間限定 特別企画 も実施中です。体力づくりやストレス
解消等に、ぜひお役立てください。※丸の内スタイル店は対象外です。

期間限定 特別企画

気軽に始めてみませんか？

スタートアップ会員 【全店舗共通】
３月・４月の月会費 ⇒ 1,998円／月（税込）
◦月会費の通常料金は、店舗により異なります。
◦入会時に、別途登録料3,240円（税込）が必要です。

１日体験 【東新宿店のみ】
通常料金 3,240円（税込）⇒ 1,080円（税込）
◦お１人様１回限りとなります。
◦レンタル付き（ゴーグル・ソックスは除きます。）

会員ならばいつでもお得

法人月会費制会員 【全店舗共通】

お得な月会費で何回でもご利用いただけます。

レギュラー以上の会員は、月会費から 2,160円（税込）を割引
※レギュラー以上の会員で、FAST GYM24も利用できる「FG24Plusプラン」の割引もあります。

詳細は、ホームページ（http://www.tosyakyo.or.jp/member/fitness/）をご覧ください。

会員特典および入会に
関するお問い合わせ

東京社会保険協会 会員事業グループ
TEL 03-5292-3596

http://www.tosyakyo.or.jp
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2018年度もたくさんのご利用をありがとうございました
2018年度も多くの皆様に会員特典をご利用いただき、ありがとうございました。各種講習会・セミナー、レジャー
施設、季節のイベント等について、１年間のご利用状況をご報告します。

各種講習会・セミナー
開催月
６月
７月
８月
９月
10月
11月
２月

レジャー施設

内容
算定基礎届事務講習会
社会保険の基礎知識事務講習会1（全般）
社会保険の基礎知識事務講習会2（詳説） 会員限定
年金シニアライフセミナー 会員限定
労災保険・雇用保険の基礎知識事務講習会 会員限定
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） 会員限定
年金の仕組みと手続きに関する講習会
60歳からの雇用保険・社会保険等に関する講習会

季節のイベント等
開催月

内容
大磯ロングビーチ
７月～９月
国営昭和記念公園 レインボープール
新作歌舞伎 NARUTO－ナルト－
８月
梅沢富美男劇団特別公演
９月
ミュージカル マイ・フェア・レディ
１月
新春浅草歌舞伎
２月
夫婦漫才
３月
日帰りバスツアー（桔梗屋工場見学・いちご狩り等）

参加人数
60名
388名
56名
122名
100名
208名
118名
90名

参加人数
575名
630名
326名
63名
694名
605名
74名
665名
558名

内容
としまえん
東京サマーランド
横浜・八景島シーパラダイス
よみうりランド
新江ノ島水族館
東武動物公園
大江戸温泉物語
豊島園 庭の湯
富士急ハイランド

参加人数
1,522名
913名
623名
566名
519名
459名
384名
382名
259名

東京ディズニーリゾートRの利用券は、
応募件数4,577件で11,225枚を配付しました。

新春浅草歌舞伎を観てきました！
花道のすぐ側の席だったので、舞台
に近くて迫力満点でした。恒例行事の
ように観ています。帰りには、新春で
にぎわう浅草も楽しんでいます。

2019年度もさまざまなイベントを予定しています！

歌舞伎大好きなＳさん

ぜひご利用ください。

対象世代の男性の
風しんワクチン接種が無料になりました
2022年３月まで

季節の健康
TOPICS

対象世代の男性

～
1962年
４月２日
生まれ

（2018年11月末）

～

1979年
４月１日
生まれ

2022年３月までの間に限り、1962年４月２日～ 1979年４月１日
生まれの男性※は、風しんの「抗体検査」と「ワクチン接種」を無料で受
けられるようになります。３か年計画で段階的に行われ、2019年度は
1972年４月２日～1979年４月１日生まれの男性に市区町村から抗体検
査の「クーポン券」が送付されます（抗体検査で抗体がないことがわかっ
た場合、予防接種が原則無料で受けられます）。
風しんは、妊娠初期の女性が罹患すると、お腹の中の赤ちゃんが難聴
や心疾患、白内障になったり、心身の発達の遅れ等が出たりするおそれ
があります。妊婦はワクチン接種を受けることができません。対象世代
の男性で風しんに罹患した記憶のない方は、抗体検査を受けるようにし
てください。
※予防接種法に基づく定期接種を受ける機会がなかったため、他の世代と比べて低い抗体保
有率です（約80％）。厚生労働省は、2020年７月までに85％以上、2022年３月までに
90％以上を目指しています。

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
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