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東京都の北東部を流れる隅田川沿いに整備さ
れた親水施設で、堤防を補強する護岸基礎部分
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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

出産⼿当⾦を申請しましょう

出産で会社を
休んだときは

出産⼿当⾦は、被保険者（ご本⼈）が出産のために会社を休み、その期間、事業主から給与の⽀払いが
なかったときに、申請により⽀給されます。

支給期間 いつからいつまで？
出産予定⽇に出産した場合 または 出産予定⽇より早く出産した場合
出産⽇以前の42⽇間（多胎妊娠の場合は98⽇間）から出産⽇の翌⽇以後56⽇間までのうち、会社を休んだ期間
を対象として⽀給されます。ただし、出産⽇は出産⽇以前の期間に含まれます。
42日間
出産日以前

56日間
出産日の翌日以後

出産日

出産予定⽇より遅れて出産した場合
出産予定日より遅れた日数についても⽀給されます。
42日間

α日間
出産
予定日

出産予定日以前

出産予定日より
遅れた日数

56日間
出産日

出産日の翌日以後

支給金額 いくらもらえるの？
１日あたりの支給金額 ＝

支給開始日の属する月以前の継続した
12か月間の各月の標準報酬月額の平均額

÷ 30日 ×

２
３

⽀給開始⽇とは、最初
に出産手当金が⽀給され
た⽇のことです。

⽀給開始⽇の属する月以前の継続した期間が12か⽉間に満たない場合
◦⽀給開始⽇の属する⽉以前の継続した各⽉の標準報酬⽉額の平均額
◦30万円（当該年度の前年度（平成30年度）９⽉30⽇における協会けんぽの全被保険者の同⽉の標準報酬月額の平均額）

申請 手続き方法は？

申請書 入手方法は？

出産⼿当⾦⽀給申請書に必要事項を記⼊し、
◦会社を休んだ期間についての事業主の証明
◦出産に関する医師・助産師の証明
を受けて、協会けんぽ東京⽀部にご送付ください。

出産手当金
申請の
Point

いずれか少ないほうの額
を使⽤して計算します

協会けんぽ東京⽀部のホームページ
からダウンロードできます！
協会けんぽ東京

傷病手当金
との関係

出産手当金と傷病手当金の支給要件をどちらも満たしている場合、
傷病手当金が出産手当金の額より多ければ、その差額が支給されます。

時効

出産手当金を受給できる権利は、出産のために会社を休んだ日ごと
にその翌日から２年を経過すると、時効により消滅します。

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
ご本人やご家族が
出産したときは

出産育児一時金を申請しましょう

出産育児一時金または家族出産育児一時金は、出産にかかる費用の負担を軽減するため、被保険者（ご本人）または
被扶養者（ご家族）が出産したときに、申請により支給されます。妊娠４か月（85日）以上の早産・死産・流産等の場合
も対象となります。

支給金額 いくらもらえるの？
出産予定の医療機関等が産科医療補償制度に

加入

産科医療補償制度とは、分娩に関連して
発症した重度脳性まひ児への補償制度で、
医療機関等が加入します。掛金相当分（１児
につき1.6万円）が、出産育児一時金に上乗
せされます。

未加入

妊娠22週以降の出産

１児につき42万円

妊娠22週未満の出産

１児につき40.4万円

１児につき40.4万円

申請 手続き方法は？
出産育児一時金の直接支払制度を利用されますか？
NO

YES
出産費用は42万円（産科医療補償制度に未加入の
医療機関等であれば40.4万円）以上でしたか？
NO

YES

申請
不要

協会けんぽ東京支部から、出産育児
一時金支給決定通知書が届きました
か？（出産後約３か月で届きます）

提出書類

出産育児一時金支給申請書

次の添付書類が必要です。
❶直接支払制度を利用しない旨が記載された合意文書のコピー
❷出産費用の領収明細書のコピー
❸医師・助産師または区市町村長の出生証明等の原本
YES
提出書類 出産育児一時金差額申請書

NO
提出書類 出産育児一時金内払金支払依頼書
次の添付書類が必要です。
❶直接支払制度を利用する旨が記載された合意文書のコピー
❷代理受領額が記載された出産費用の領収明細書のコピー
❸医師・助産師または区市町村長の出生証明等の原本
※添付書類について、❷の領収明細書に出産年月日および出生児数の記載が
ある場合は、❸は省略（死産の場合を除く）できます。

ご注意ください

申請書は出産育児一時金支給決定通知書に同封さ
れています。また、添付書類は不要です。
はい
出産育児一時金を受給できる権利は、出産日の翌日
から２年を経過すると、時効により消滅します。

４ページの【産前産後休業・育児休業期間中
の保険料免除】もあわせてご覧ください。

海外で出産したときは、次の書類が必要です

海外で出産した場合でも、出産育児一時金は支給されます。ただし、ケースに応じて、次の種類の添付が必要です。
１
２
３

出生児が被扶養者と認定されている

●医師・助産師の証明

●区市町村の証明

※上記の証明が受けられない場合は、戸籍謄（抄）本等を添付

出生児が被扶養者として認定されず、 ●日本国内の公的機関が発行する戸籍謄（抄）本等の出産の事実が
日本国内に居住している
確認できる書類
出生児が被扶養者として認定されず、 ●現地（海外）の公的機関が発行する戸籍や住民票等の住民登録に
日本国外に居住している
関する書類 ※外国語で記載されている場合は、翻訳文を添付

※2または3で、上表の書類を添付できない場合は、出産した現地（海外）の医療機関等に対し、協会けんぽが照会することに関する同意書が必要です。

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

年金事務所
が行う

年金に関するセミナー等への講師派遣

日本年金機構では、国民の皆様に公的年金制度の周知および理解の促進を図るため、地域年金展開事業を行っ
ています。その一環として、年金事務所の職員が講師として教育機関や民間企業等にお伺いし、年金制度に関す
る正しい知識や手続き等を理解していただく、年金セミナーや年金制度説明会を実施しています。関心のあるご
担当の方は、お近くの年金事務所にご相談ください。

年金セミナー
教育機関において、学生、保護者や
教職員に年金制度の意義や仕組み、
手続きについて説明します。

年金制度説明会
民間企業や自治体等において、事務担
当者や従業員、地域の方々等に年金制
度および手続きについて説明します。

平成30年度の実施状況
全国で約30万人の学生が、年金セミナーに参加
されました。受講後のアンケートでは、
「人生設計
のうえで重要な年金制度について話が聞けてよかっ
た」といった回答が多
数ありました。年金制
度説明会も全国で約77
万 人 の 方 が 参 加 さ れ、
好評でした。
年金セミナーの様子

産前産後休業・育児休業期間中の保険料免除
被保険者から、出産による産前産後休業および３歳未満の子を養育する育児休業の取得の申出があった場合
は、事業主が東京広域事務センター等に届出をすることで、申出期間中の健康保険・厚生年金保険料が免除（被
保険者・事業主とも）されます。【健康保険法第159条・第159条の３、厚生年金保険法第81条の２・第81条の２の２】

産前産後休業期間中
の保険料免除

被保険者から、産前産後休業の取得の申出があった
場合は、事業主は、産前産後休業取得者申出書を東京
広域事務センター等に提出してください。

産前産後休業期間とは、産
前42日（多胎妊娠の場合は
98日）から産後56日のうち、
妊娠または出産を理由として
労務に従事しなかった期間

◦申出は、産前産後休業期間中に行ってください。
◦産前産後休業期間における給与の有無は問いません。
◦休 業開始日の属する月から休業終了日の翌日が属す
る月の前月までの間の健康保険・厚生年金保険料は、
被保険者および事業主とも免除されます。

育児休業期間中
の保険料免除

被保険者から、育児休業の取得の申出があった場合
は、事業主は、育児休業等取得者申出書を東京広域事務
センター等に提出してください。

育児休業期間とは、育児・
介護休業法により定められた
育児休業制度を利用して３歳
未満の子を養育する期間

◦申出は、育児休業期間中に行ってください。
◦育児休業の取得のたびに、事業主の手続きが必要です。
◦休 業開始日の属する月から休業終了日の翌日が属す
る月の前月までの間の健康保険・厚生年金保険料は、
被保険者および事業主とも免除されます。

産前産後休業期間中の保険料免除と育児休業期間中の保
険料免除が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料
免除が優先されます。また、保険料免除の期間中も被保険
者の資格に変更はありませんので、将来受給する年金額の
計算の際は、保険料の納付済み期間として扱われます。

提出時期

被保険者からの申出があったとき

提 出 先

東京広域事務センター または
事業所を管轄する年金事務所

提出方法

電子申請 または 郵送 または 窓口持参

▶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

不審な電話や訪問にご注意を！
日本年金機構や厚生労働省等の職員と称して、現金を搾取したり、銀行名や口座
番号、預貯金額、家族構成をたずねるといった不審な電話や訪問に関するお問い合
わせが寄せられています。

日本年金機構では、電話や訪問により、次のようなお願いは行いません。日本年金機構等の職員にな
りすました被害にあわないようご注意ください。
◦職員と称して、銀行名・口座番号・預貯金額・家族構成等をたずねる。
◦職員と称して、医療費の「還付金がある」「給付金が戻る」等と言い、近くの
ATM（現金自動預け払い機）に行くよう指示する。
◦職員と称して、「年金の手続きを代行する」等と言い、手数料を請求する。

ご注意
ください

日本年金機構の職員および委託業者が訪問する際は、写真付身分証明書を携行し、
お客様に提示します。また、委託業者が訪問して現金をお預かりすることはあり
ません。

こういった電話や訪問があったら、相手の名前・所属・用件を聞いてメモをとり、できるだけ１人で対応せず、
ご家族等に相談してください。怪しいと感じたら、口座番号等の個人情報を話したり、現金の支払いや振り込み
等をせずに、お近くの年金事務所または警察へご連絡ください。

国民年金ひとことメモ

学生納付特例制度の申請

学生納付特例制度は、所得の少ない学生が、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
です。国民年金保険料を納付できないときは、未納のままにせず、学生納付特例制度を申請してください。これ
により、将来の年金の受給権だけでなく、万が一、事故等により障害を負ったときに支給される障害基礎年金の
受給権を確保できます。
学生納付特例制度が承認された期間は、将来受給する年金額には反映されませんが、老齢・障害・遺族基礎年
金の受給資格期間に算入されます。また、本来の納付期限から10年以内であれば、申出により、猶予（先送り）
された期間の国民年金保険料を後から納める（追納）ことができます。なお、納付する時期によっては、国民年
金保険料に加算額が上乗せされます。

対象となる
所得の目安

学生納付特例制度を受ける本人の前年の所得が基準以下の方が対象です。家族の
所得は問いません。また、失業等の理由がある方も対象となります。

所得の目安
提出する届出
提出先

申請手続き

添付書類

118万円＋（扶養親族の数）×38万円以下

国民年金保険料学生納付特例申請書
住民票を登録している区市役所および町村役場の国民年金担当窓口
または 年金事務所（年金事務所の場合は、郵送も可）

◦年金手帳（氏名の記載があるページ）のコピー
◦在学期間がわかる学生証のコピー または 在学証明書の原本
※学生証は、有効期限・学年・入学年月日が記載がある裏面を含む。

◦失業等の場合は、失業等の事実が確認できる書類
＊在学中の学校が学生納付特例事務法人の場合は、学校の事務窓口でも提出できます。

▶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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フィオーレ健診クリニック からのお知らせ

女性におすすめオプション検査＜ブライダルチェック＞
子宮や卵巣の状態を見る経膣超音波に加え、不妊の原因となりうるクラミジアや淋菌、妊娠中に感染すると胎児に悪影
響を及ぼす危険のある風疹等、８種の感染症について調べます。
円（税抜）
＊〈ブライダルチェック〉は、子宮頸部細胞診を実施した場合のみ追加いただけます。

18,000

婦人科検査
◦経膣超音波
膣内に細い棒状の超音波機器を挿入し、子宮や卵巣を観察します。内診よりも早期に子宮筋腫・卵巣のう腫・卵巣がん・子宮内
膜ポリープ等の異常所見を見つけることができます。

◦クラミジア（子宮頸管）
クラミジア感染の有無を調べます。クラミジアは発生頻度が最も高い性感染症です。初期の自覚症状はなく、感染が長期化する
と不妊症・子宮外妊娠の原因となるので注意が必要です。また、生まれてくる赤ちゃんが産道で感染すると、結膜炎・咽頭炎・
肺炎等にかかる可能性があります。

◦淋菌（子宮頸管）
淋菌感染の有無を調べます。淋菌は性感染症であり、クラミジアと同じように子宮から腹腔内へ感染が広がります。感染して
も無症状のことが多いですが、妊娠中に感染すると、流産や早産を起こしたり、生まれてくる赤ちゃんが産道で感染すると、新
生児結膜炎等の炎症を引き起こすことがあります。

血液検査
◦風疹抗体
風疹のウイルス抗体をもっているかを調べます。妊娠中、特に妊娠初期の女性が風疹に感染すると、生まれてくる赤ちゃんが目・
耳・心臓等に病気をもつ「先天性風疹症候群」という病気にかかることがあります。妊娠前に抗体の有無を調べ、必要であれば
ワクチン接種を受けましょう。

◦麻疹抗体（IgG）
麻疹（はしか）のウイルス抗体をもっているかを調べます。妊娠中に麻疹に感染すると、子宮が収縮することにより、流産を
起こすことが多くなります。妊娠前に抗体の有無を調べ、必要であればワクチン接種を受けましょう。

◦ムンプス抗体（IgG）
流行性耳下腺炎の原因となるウイルスの「おたふくかぜ」の抗体をもっているかを調べます。妊娠初期の感染では流産を起こし
たり、低出生体重児が生まれることがあります。妊娠前に抗体の有無を調べ、必要であればワクチン接種を受けましょう。

◦梅毒（TPHA・RPR）
梅毒トレポネーマという病原菌に感染しているかを調べます。梅毒に感染し、治療をしないまま妊娠すると、胎盤を介してお腹
の赤ちゃんにも感染し、流産や早産、赤ちゃんの神経や骨等に異常をきたす先天梅毒を発症する可能性があります。

◦HBs抗原
Ｂ型肝炎ウイルスに感染しているかを調べます。生まれてくる赤ちゃんが産道で感染する可能性があり
ます。赤ちゃんに感染しても多くは無症状ですが、まれに乳児期に重い肝炎を引き起こすことがあります。

◦HCV抗体
Ｃ型肝炎ウイルスの抗体をもっているかを調べます。血液を経由して感染するため、母子感染する可能性
があります。Ｃ型肝炎は慢性肝炎から肝硬変や肝臓がんへ悪化することもあり、ウイルス肝炎のなかで極め
て悪化する率が高い肝炎です。
フィオーレ健診クリニックの女性専用フロアの医師・技師等のスタッフは、すべて女性です。何かご不明な点やご不安な点がありましたら、
ご遠慮なくスタッフまでお申し出ください。
妊娠または出産予定の方のご家族、海外渡航の多い方、予防接種歴が不明な方におすすめの７種の感染症のセットもご用意しています。

フィオーレ健診クリニック
健診予約専用ダイヤル

保育室完備

03-5287-6211

「東新宿」駅A2出口から徒歩１分

お問い合わせ

03-5287-6217

【電話受付時間】月～金曜日 9：00～17：00
土曜健診実施日 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

10月の社会保険事務講習会

新規入会
受付中！

2019年10月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
会員の方が優先となりますので、この機会にぜひご入会ください。

社会保険の基礎知識 ❶（全般）
概

要

開催日時

概

10月16日（水）10時～12時
10月16日（水）14時～16時

開催日時

員 各回200名

講

師

費

用 会員：無料

各回内容は同じ

先着順。１事業所につき２名まで

特定社会保険労務士 小林 元子 氏
（がんこ社労士事務所）

会員以外：5,000円（１名）

定員に満たなかった場合
のみ会員以外も参加可

応 募 期 間 ９月２日（月）９時 ～９日（月）17時
電設年金会館

２階会議室

駐車場・駐輪場は
ございません。

新宿区大久保２-８-３

◦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/

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

費

用 会員：無料

各回内容は同じ

先着順。１事業所につき２名まで

特定社会保険労務士 小林 元子 氏
（がんこ社労士事務所）
定員に満たなかった場合

会員以外：10,000円（１名） のみ会員以外も参加可

応 募 期 間 ９月２日（月）９時 ～９日（月）17時
電設年金会館
会

場

２階会議室

新宿区大久保２-８-３
交通

交通

場

❶（全般）より踏み込んだ内容で、社会保険
要 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

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

定

会

社会保険の基礎知識 ❷（詳説）会員限定

駐車場・駐輪場は
ございません。

◦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/

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

出産・育児・介護休業制度
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等

10月23日（水）14時～16時
開 催 日 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

費

用 会員：無料

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）
定員に満たなかった場合
のみ会員以外も参加可

応募締切日 ９月13日（金）必着
東実健保会館

６階大ホール

中央区東日本橋３-10-４

場

交通

会

◦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。

Web

各回内容は同じ

応募者多数の場合は抽選

会員以外：5,000円（１名）

応募方法

駐車場・駐輪場
はございません。

◦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/

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。

郵送
封筒に 宛先 を貼付し、参加希望の日時ごとに１名
ずつ、８ページの参加申込書をご記入のうえ、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。

お問い合わせ
宛先

会員事業グループ 講習会 係
TEL 03-5292-3596

〒160-8407
新宿区新宿7-26-9

東京社会保険協会 講習会 係

社 会 保 険 新 報

10月の社会保険事務講習会
参加希望の
日
時
等

10月

日

時～
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参加申込書

社保❶（全般）

性別

ふりがな

参加者氏名

男

社保❷（詳説）

出産等

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2019
年度会費払込受領証
のコピーを本欄に貼付
してください。

連絡先電話番号
女

事 業 所 名
事業所所在地
会員番号等

払 込 受領証貼付欄

〒

会員

会費払込受領証に
記載の７ケタの番号

非会員

不明

※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。また、申し込み人数分の返信用封筒を同封してください。
※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、本会事業等以外に使用いたしません。

TOKYO
おすすめスポットめぐり

中央区～江東区

涼を求めて隅田川散歩
佃公園（中央区）

どこもかしこも暑い毎日。そんなときこそ、涼しげ
な隅田川沿いを歩いてみましょう。このあたりは江戸
から明治にかけて造船業が発展し、船舶が往来しまし
た。時代は流れ、今は憩いのエリアとなっています。
※開館時間および開館日は、変更される場合があります。

聖路加ガーデン（中央区）
佃大橋と中央大橋
の間に広がる細長い
公園。園内には、幕
末に隅田川河口や品
川沖を航行する船舶
のために築かれた、
石川島灯台が復元さ
れています。春は、
川沿いのテラスの桜
並木がお花見スポッ
トとして人気。

石川島公園（中央区）

オフィス棟とホテル
やショップ＆レストラ
ンが入るレジデンス棟
からなる複合施設で、
２棟は連絡通路でつな
がっています。オフィ
ス 棟 最 上 階（47階 ）
の展望レストランから
は、隅田川や東京スカ
イツリー、東京タワー
等が一望できます。

重要文化財

明治丸（江東区）

中央大橋から相生
橋まで続くリバーサ
イドパーク。公園の
北側には御影石を敷
き詰めた円形のパリ
広場があり、
「日本に
おけるフランス年」を
記念して造られまし
た。上流の永代橋まで
見えるほど眺望が良好
で、夜景の美しさでも
知られます。

明治７（1874）年竣工の鉄船（現
在は鋼船）で、燈台巡回船として活
躍する傍ら、一等飛脚船同様の豪華
な仕様から、明治天皇や政府高官も
乗船されました。昭和53（1978）
年に、船としては初の国の重要文化
財に指定されています。
開館時間

４月～９月：10時～16時
10月～３月：10時～17時
※入館は閉館の30分前まで

開 館 日 火曜日、木曜日、第１・３土曜日
※変則があるため、ホームページ等で要確認

観 覧 料 無料

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

