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子年【令和２（2020）年】
十二支で最初の子年にあたる令和２年・西暦
2020年は、天皇陛下即位後初の誕生日の２月23
日が今年から祝日となり、４月１日から改正健康
増進法が全面施行されて、飲食店を含むほとんど
の施設が原則屋内禁煙となります。７月24日に
は東京2020オリンピック・パラリンピック競技
大会が開幕。東京での開催は、昭和39（1964）
年以来56年ぶりとなります。
【表紙】とやま土人形（富山県）

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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年 頭 の ご あ い さ つ
新年を迎え、謹んでご挨拶を申し上げます。
会員事業所の方々をはじめ、Web版広報誌『社会保険新報』をご愛読の皆様
方には、希望に満ちた新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。昨年は、
本会事業の運営に格別のご支援とご協力を賜り、あらためて厚く御礼申し上げ
ます。
さて、消費税率の引き上げに伴う社会保障の充実が期待されるなか、人生
100年時代に対応した全世代型社会保障の構築に向け、政府において各種施策
が進められようとしています。一方で、このような施策が進められるうえで、
一般財団法人
東京社会保険協会会長

山根

隆

国民一人ひとりの理解が必要不可欠なものとなっています。
本会は、会員事業所を主な対象として、社会保険制度の周知のための各種事
務講習会の開催や福利厚生事業の勧奨を行うとともに、社会保険制度を広く

一般の方々にも周知することを目的に、Web版広報誌『社会保険新報』による
情報の提供を行っております。また、直営施設「フィオーレ健診クリニック」
において、各種健康診断や保健指導を通じ、皆様方の健康増進のお手伝いをさせていただいております。
本年も、各事業の充実を図り、皆様方のお役に立てるよう取り組んでまいる所存でありますので、引き続
きのご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
新しい年が、皆様にとってよりよい年となりますよう祈念申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。

新春を迎え、謹んでご挨拶を申し上げます。
会員事業所の皆様におかれましては、お健やかに新年をお迎えのこととお慶
び申し上げます。日本年金機構は平成22年１月に発足し、今年で10周年とい
う節目を迎えることができました。これもひとえに、皆様方のご理解とご支援
の賜物と厚く御礼申し上げます。
この10年、国民年金および厚生年金の適用・徴収、年金給付や各種制度改

日本年金機構
新宿地域代表年金事務所長

平川 元次

正への適切な対応に努めてまいりました。その一方で、年金記録問題や不正ア
クセスによる情報流出事案等を踏まえ、組織改革や人事改革および業務改革を
進めてまいりました。
今後は、あらためて「無年金者をなくし、正確な給付を保証する」という、
日本年金機構の原点に立ち返り、お客様のニーズを把握し、お客様の顔を見た
直接的なアプローチに取り組んでまいります。

引き続き、公的年金制度の維持・発展に向け、職員一丸となって職務に邁進
する所存ですので、皆様方におかれましては、一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
結びに、東京社会保険協会のますますのご発展と、会員の皆様のご多幸を祈念申し上げ、年頭のご挨拶と
させていただきます。
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年 頭 の ご あ い さ つ
令和２年の新春を迎え、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。
国民皆保険を実現している日本の医療保険制度は、世界的にもトップクラス
の長寿社会を実現してまいりました。こうしたなか、2025年には団塊の世代
が後期高齢者となり、さらに2040年には団塊ジュニア世代が高齢者となる一
方、全世代で人口が減少する等、医療保険制度を取り巻く状況は大きな変革期
を迎えようとしています。
また、近年、医療の水準が高度化してきたこと等により、健康寿命が延伸し、
医療に対するニーズが、予防を重視したものへと変わりつつあるなか、私ども
全国健康保険協会
東京支部支部長

元田 勝人

協会けんぽの役割も、予防や健康づくり事業の充実へシフトすることが求めら
れているところです。
そのため、協会けんぽ東京支部では、そのようなニーズを基軸に捉え、協会

けんぽに今、何が求められているのか、どのようなサービスを提供すべきなの
かといった点と積極的に向き合い、ご加入の皆様と一体となって健やかな社会
の実現に近づくことができるよう、不断の取り組みを続けてまいる所存です。
結びに、本年が皆様にとって、明るく希望に満ちたすばらしい一年となりますよう、心からお祈り申し上
げます。

2020年

干支の話

干支のねずみが
俵に乗っている理由
干支の最初の動物として知られるねずみは、多産
のため、子孫繁栄の象徴とされている縁起のよい動
物です。
干支の置物やイラストなどでは、ねずみが米俵に
乗っているものが多く見られますが、これは米が好
きだからということではありません。ねずみは、七
福神の１人で五穀豊穣の神様である大 黒 天 の使いと
されているからです。
大黒天とねずみとの関係には諸説ありますが、日
本最古の歴史書『古事記』には、
「因 幡 の白うさぎ」
の伝説で有名な大 国 主 命 の災難をねずみが救ったと
いう逸話が書かれています。「大国」と「大黒」が「だ

いこく」と同じ音で読めるため、日本古来の神様で
ある大国主命とインドの神様である大黒天が同一視
されるようになり、ねずみも大黒天の使いとなった
ようです。
大黒天は商売繁盛をもたらす神様でもあり、日本
銀行が初めて正式なお札として発行した旧一円券・
旧五円券・旧十円券・旧百円券は、いずれも大黒天
の図柄でした。この通称「大黒札」には、大黒天と
米俵とともに３匹の白いねずみが描かれています。

だい こく てん

いな ば

お お く に ぬしの みこと
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からの

協会けんぽ 東京支部・

お間違いなく！ 各種申請書類の提出先
主な申請書類の提出先とお問い合わせ先をまとめました。ぜひご活用ください。

日本年金機構に提出する申請書類
提出先 東京広域事務センター

協会けんぽ東京支部に提出する申請書類
提出先 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
お問い合わせ先 TEL 03-6853-6111
➡ 音声ガイダンス「１」

郵送 〒135-8071

または 管轄の年金事務所
お問い合わせ先 管轄の年金事務所
（https://www.nenkin.go.jp/n/www/section/）

◦適用事業所名称／所在地変更（訂正）届
◦事業所関係変更（訂正）届

事業所

医療費の全額を負担したとき
◦療養費支給申請書

病気やけがで会社を休んだとき
◦被保険者資格取得届
（70歳以上被用者該当届）
◦健康保険被扶養者（異動）届
【国民年金第３号被保険者関係届】
◦ 国保組合 被保険者資格取得届
（70歳以上被用者該当届）
◦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）

採用
病気・けが
報酬・賞与

◦被保険者資格喪失届
（70歳以上被用者不該当届）

◦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

医療費が高額になったとき
負傷（けが）により
各種給付を申請するとき
◦負傷原因届

変更・訂正

交通事故や暴力行為等にあったとき
◦第三者行為による傷病届

紛失

◦被保険者証再交付申請書
◦高齢受給者証再交付申請書

健診

◦生活習慣病予防健診申込書
◦特定健康診査受診券（セット券）申請書

出産・育児休業

◦育児休業等取得者申出届（新規・延長）
◦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
◦産前産後休業取得者申出書／変更（終了）届
◦産前産後休業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・終了届

医療費が高額になりそうなとき

◦高額療養費支給申請書

◦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

◦傷病手当金支給申請書

貸付
退職・死亡
退職後の保険
（任意継続）

◦出産手当金支給申請書
◦出産育児一時金支給申請書
◦高額医療費貸付金貸付申込書
◦出産費貸付金貸付申込書
◦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

海外療養費支給申請書は、協会けんぽ 神奈川支部 にご提出ください。
提出先

協会けんぽ神奈川支部

海外療養費グループ

〒240-8515 横浜市保土ヶ谷区神戸町134 横浜ビジネスパークイーストタワー２階
お問い合わせ先 TEL 045-339-5543 審査効率化等のため、神奈川支部で一括して行っています。
▶このページの記事の内容に関するお問い合わせは、上記の各お問い合わせ先まで
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協会けんぽ 東京支部 からの

正しく大切に使いましょう

保険証

協会けんぽの保険証は、被保険者（ご本人）が資格を取得したときに、一人ひとりに発行される
カードです。保険証は、病気やけがで医療機関等を受診した際に窓口で提示すると、健康保険を
使って治療を受けることができます。正しく大切に使いましょう。

保険証を提示すれば、保険診療が受けられます
保険証は、保険診療を受ける資格があることの証明書です。診療のつど、必ず医療機関等の窓口
で提示しましょう。70歳～74歳の方は、高齢受給者証もあわせて提示してください。
また、退職等によって資格を喪失した場合は、資格喪失日（退職日の翌日）から保険証は使用で
きません。詳しくは、下の 退職等で健康保険の資格を喪失したときは？ をご確認ください。

こういう場合には、保険診療が受けられません
保険証を提示すれば、すべての診療が健康保険を使って受けられるわけではありません。次のよ
うな場合は、保険診療の対象にはならなかったり、保険診療の全部または一部が制限されます。

保険診療の対象にならない事例

保険診療が制限される事例

◦労災保険の対象となる業務上や通勤途上の病気やけが（※）
◦健康診断・人間ドック、予防接種
◦正常な妊娠・出産
◦差額ベッド代、美容整形手術等

◦犯罪行為または故意の事故（病気・けが・死亡等）
◦けんかや泥酔等の著しい不行跡による事故
◦正当な理由もなく、医師等の療養の指導に従わない
◦詐欺やその他の不正な行為

（※）労災保険については、事業所所在地を管轄する労働基準監督署にお問い合わせください。

退職等で健康保険の資格を喪失したときは？
被保険者（ご本人）と被扶養者（ご家族）すべての保険証および高齢受給者証を、勤務する適用
事業所に返却してください。資格喪失日以降は、これまでの保険証および高齢受給者証は使えなく
なります。新しい健康保険への加入手続きをすみやかに行ってください。

被保険者（ご本人）の
資格喪失日

◦適用事業所に使用されなくなった日の翌日（退職日の翌日）
◦75歳の誕生日または後期高齢者医療制度の被保険者となった日
◦死亡した日の翌日

被扶養者（ご家族）の
資格喪失日

◦被保険者が資格を喪失した日の翌日
◦就職や結婚等により扶養からはずれた日
◦75歳の誕生日または後期高齢者医療制度の被保険者となった日
◦死亡した日の翌日

ご注意
ください！

資格喪失日以降に、これまでの保険証を提示して医療機関等を受診した場合は、協会けんぽが
負担した医療費（総医療費の７割～９割）を返納していただくことになります。返納していただ
いた医療費相当額は、医療機関等を受診した日に加入している保険者（現在の保険証の発行元）
から給付を受けられる場合があります。詳しくは、現在加入している保険者にご確認ください。

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

退職の際はご確認を！

退職後に加入する年金制度

企業等に勤務し、給与等が支給されていた方が退職された場合、これまで加入していた厚生年金保険の被保険者として
の資格を喪失します。そのため、退職後は、再就職する、自営業者となる、仕事から離れる、配偶者として扶養される等
の選択により、次の手続きが必要となります。なお、厚生年金保険の被保険者に扶養されていた国民年金第３号被保険者
（配偶者）は、国民年金第１号被保険者等の手続きが必要です。

年齢

60歳以上
65歳未満

60歳未満

退職後

65歳以上
70歳未満

勤務先の厚生年金保険に加入

再就職される方
手続き

【届 出 書】厚生年金保険被保険者資格取得届
【提 出 者】勤務先の事業主
【提 出 先】事務センター（郵送のみ）または
勤務先の住所地を管轄する年金事務所
【提出期限】再就職日から５日以内

国民年金に加入

自営業 または

第１号被保険者となる

無職となる方

Point 厚生年金保険の加入期間は、70歳
未満です。70歳になると、事業所は資格喪失
の手続きを行います。なお、健康保険のみ継続
されます。詳しくは、退職前に加入していた医
療保険の保険者までお問い合わせください。

国民年金の納付期間は終了
下の❶に該当する場合は、 下の❷に該当する場合は、
任意加入できます。
特例任意加入できます。

手続き
【届 出 書】国民年金被保険者資格取得届 種別変更届
【提 出 者】本人または世帯主
【提 出 先】住所地を管轄する区市役所または町村役場
【提出期限】退職の翌日から14日以内
【注意事項】マイナンバーによる届出 ➡ ７ページの❸
基礎年金番号による届出 ➡ ７ページの❹
※任意加入または特例任意加入の場合は、通帳と口座届出印が必要

国民年金の納付期間は終了
国民年金に加入

配偶者（第２号
被保険者）に
扶養される方

第３号被保険者となる

手続き
【届 出 書】国民年金第３号被保険者関係届
【提 出 者】配偶者（第２号被保険者）
【提 出 先】配偶者の勤務先を経由して、事務センター
（郵送のみ）または配偶者の勤務先の住所
地を管轄する年金事務所
【提出期限】退職の翌日から14日以内
【認定基準】年収130万円未満
【注意事項】マイナンバーによる届出 ➡ ７ページの❺
基礎年金番号による届出 ➡ ７ページの❻

下の❶に該当する場合は、 下の❷に該当する場合は、
任意加入できます。
特例任意加入できます。
上の 手続き となります。 上の 手続き となります。

上記の

❶ および ❷ とは…

❶ 任意加入……60歳以上65歳未満の方で、老齢基
礎年金の受給資格期間を満たしていない、または、老
齢基礎年金の受給資格期間を満たしているが、国民年
金保険料の納付月数が少ないために満額を受給できな
い場合に加入できます。

❷ 特例任意加入……1965（昭和40）年４月１日
以前に生まれた65歳以上70歳未満の方で、老齢基礎
年金の受給資格期間を満たしていない場合、70歳に
なるまでの間は、
受給資格期間満了まで加入できます。
※７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（https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/）まで
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からの
６ページの 手続き および 手続き の ❸ から ❻ とは…
❸ …… マ
 イナンバー（個人番号）カードを提示してください。マイナンバーカードをお持ちでない場合は、
マイナンバーが確認できる書類（通知カード、マイナンバーの表示がある住民票の写し）、身元（実存）
が確認できる書類（運転免許証、パスポート、在留カード等）を提示してください。
❹ …… 年金手帳または基礎年金番号通知書を添付してください。
❺ …… 被保険者はマイナンバーカードを事業主に提示し、事業主はそのマイナンバーカードをご確認ください。マイナンバーカード
をお持ちでない場合は、上記❸の書類を、事業主に提示してください。
第３号被保険者の本人確認は、
❻ …… 被保険者は年金手帳または基礎年金番号通知書を事業主に提示し、事業主はその年金
日本年金機構のホームページ ⇒
手帳または基礎年金番号通知書をご確認ください。医療保険の保険者の扶養認定が
マイナンバーへの対応 でご確認を！
されていない場合は、収入を証明する書類（非課税証明書等）が必要です。

退職後に加入する年金制度については、管轄の年金事務所にお問い合わせください

簡単・便利

「ねんきんネット」をご活用ください

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ので、ぜひご活用ください。

確認・作成
できること

◦将来受け取る年金見込額の確認
◦年金記録の確認
◦ねんきん定期便や年金振込通知書の確認
◦厚生年金保険等の加入状況の確認
◦日本年金機構への届書を簡単に作成
◦日本年金機構からの通知書の確認・再交付

再交付できる通知書
▪社会保険料（国民年金保険料）控除証明書
▪公的年金等の源泉徴収票
▪年金額改定通知書 ▪年金振込通知書
▪支給額変更通知書

「ねんきんネット」への登録や操作方法等は、
日本年金機構のホームページに掲載しています。

パソコンの方は

スマートフォンの方は

ねんきんネット・ねんきん定期便専用ダイヤル

0570-058-555（ナビダイヤル）通話料がかかります。
050から始まる電話でおかけになる場合は、03-6700-1144（一般電話）
電話受付

ここをクリック！

https://www.nenkin.go.jp/n_net/

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

国民年金ひとことメモ

QRコードを読込

口座振替での前納はお早めに

国民年金第１号被保険者および任意継続被保険者の国民年金保険料は、前納（前払い）により割引となります。
令和２年分の２年前納・１年前納・６か月前納（４月から９月分）の口座振替でのお申し込みは、令和２年２月
末が締め切りとなります。 ※現時点（１月現在）では、令和２年度の前納割引額は発表されていません。
すでに、口座振替で前納された方は必要ありませんが、１年前納から２年前納にしたい等、振替
方法を変更される場合は、再度お申し込みが必要です。ご不明な点等は、日本年金機構のホーム
ページでご確認いただくか、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

⇒ 年金のことを調べる／▶国民年金

⇒

国民年金について／▶国民年金の保険料

▶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（https://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

フィオーレ健診クリニックの特徴
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、皆様の健康管理のお手伝いをいたします。

東新宿駅から
徒歩１分

医師による結果説明

人間ドックを受診の
方は、当日、医師に
よる結果説明を行っ
ています。

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。

特定保健指導を実施
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（写真）は、
医師・技師・スタッフすべて女性です。

特定保健指導に該当
された方には、健診
終了後、保健指導を
実施しています。
※健康保険組合との契約により実施します。

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・事前予約制】。受
診している間は、保育
士がお預かりします。

オプション検査も充実
さまざまなオプション検査をご用意して
います。健診と一緒に、気になる検査を
受けてみませんか？

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。
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

