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高輪ゲートウェイ駅（港区）
2020年３月14日に田町～品川駅間に開業。山手線
では1971年の西日暮里駅、京浜東北線では2000年の
さいたま新都心駅以来の新駅となります。デザインは
建築家の隈研吾で、折り紙をモチーフにした巨大な
屋根と木の温もりを感じる内装が特徴。駅構内には、
無人のコンビニ、掃除や警備を担うロボット、AI搭載
の電子看板等、最新技術が取り入れられています。

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

協会けんぽ東京支部の

保険料率 9.87％ の使い道
皆様の医療費等に 約６割
高齢者の医療費等
として拠出する費用に 約４割
従業員１人の毎月の健康保険料
（従業員と事業主が負担する合計額）

東京支部の平均標準報酬
月額は、30万円です。
これを例に、従業員１人
の毎月の健康保険料の
使い道を見てみましょう！

29,610円

高齢者の
医療費等として
拠出する費用

皆様の
医療費等

協会けんぽの保険料率は、都道府県
支部ごとに設定されています。
東京支部の令和２年度の健康保険料
率は9.87％で、従業員（被保険者）と
事業主が折半で負担しています。

皆様が医療機関等にかかったときの医療費や各種
保険給付、健康診断等に使われます。

11,840円

17,770円

現役世代である皆様は、健康保険料の約４割を高
齢者の医療費等のために負担しています。高齢化
は今後ますます進行していきますので、負担額は
増加していく見込みです。

東京支部加入者の医療費は、毎年増え続けています。東京支部では、皆様の健康維持・増進に取り組み、医療費の増加
を抑制していきます。また、この取り組みや成果は、インセンティブ制度にもつながります。
※インセンティブ制度とは、加入者および事業主の皆様取り組みやその成果を健康保険料率に反映させる制度です。

東京支部加入者１人あたりの医療費
平成28年度
平成29年度
平成30年度

164,629円
169,986円
173,730円

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
インセンティブ制度

皆様の取り組みが
保険料率に反映されます
1位

報奨金が出て
健康保険料率
が下がる！

23位

特定健診等の
受診率UP
従業員に生活習慣病予防
健診を、そのご家族に特定
健診を受診するようお伝えくだ
さい。

めざせ！
ランクアップ

33/47位

東京支部は今

44位

47位

特定保健指導の
対象者DOWN
企業全体で従業員の健康づく
りに取り組むことが第一歩です。
東京支部では、そのような企業の
取り組みをサポートしています。

24/47位

ランクアップのため

事業主の皆様に
お願いしたい

取り組み

特定保健指導の
実施率UP
特定保健指導の案内を受け取った
ら、ご利用いただくようお伝え
ください。生活習慣を変える
チャンスです。

47/47位

協会けんぽには、加入者および事業主の皆
様の取り組みに応じたインセンティブを設け、
都道府県支部ごとの健康保険料率に反映させ
る制度があります。平成30年度の確定値によ
ると、東京支部の総合評価は、全国47支部中
44位となっています。上位23支部に入るこ
とにより、健康保険料率が下がります。皆様
のご協力をお願いします。

ジェネリック
医薬品の利用率UP

要治療者の受診率UP
健診の結果、血圧または血糖値等、
要治療（再検査）項目がある方に、
医療機関を受診するようお伝
えください。

従業員とそのご家族にジェネリック
医薬品への切り替えを検討
するようお伝えください。

19/47位

35/47位
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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算定基礎届（定時決定）作成の際のポイント
厚生年金保険および健康保険では、被保険者が実際に受ける報酬とすでに決められている標準報酬月額が大きくかけ
離れないように、毎年１回、事業所に使用される被保険者の標準報酬月額を決め直します。これを定時決定といい、その
届け出を算定基礎届といいます。算定基礎届は、原則として７月１日から７月10日までに提出します。日本年金機構のホー
ムページに、令和２年度 算定基礎届の事務説明動画やガイドブック等を掲載しましたので、ご確認ください。

定時決定の対象となるのは、７月１日現在のすべての被保険者です
右のいずれかに該当する方は
算定基礎届の提出の対象外です

◦６月１日以降に被保険者となった方
◦６月30日以前に退職（資格喪失日が７月１日以前）した方
◦７月から９月までのいずれかの月に随時改定または育児休業等
（産前産後休業を含む）終了時の改定が行われる方

算出した報酬月額により、該当する標準報酬月額を決定します
４月・５月・６月の３か月のうち、支払基礎日数が17日以上の月に実際に支給された報酬総額を
対象月数で割って報酬月額を算出します。月の途中で入社し、入社した月に１か月分の給与が支給
されない場合は、その翌月からが算定対象月となるため、４月途中入社の場合は、５月と６月に
実際に支給された報酬総額を２で割って報酬月額を算出します。
支払基礎日数とは、給与の支給の対象となった日数のこと。月給制の被保険者の場合は各月の暦日数、日給制の被保険者の
場合は各月の出勤日数となります。欠勤日数に応じて給与が差し引かれる場合等は、就業規則や給与規定等に基づき、事業
所が決めた日数から該当する欠勤日数を控除した日数となります。

パートタイム
労働者
について

１週間の所定労働時間および１か月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される正社員等
の４分の３以上である労働者をいいます。支払基礎日数によって次のいずれかで算定します。
支払基礎日数
３か月とも17日以上
１か月または２か月は17日以上 ★
３か月とも15日以上17日未満
１か月または２か月は15日以上17日未満（★を除く）
３か月とも15日未満

算定方法
３か月の報酬月額の平均額
17日以上の月の報酬月額の平均額
３か月の報酬月額の平均額
15日以上17日未満の月の報酬月額の平均額
従前の標準報酬月額

※随時改定の場合は、継続した３か月のいずれの月も支払基礎日数が17日以上必要です。

短時間労働者
について

特定適用事業所・任意特定適用事業所に勤務し、１週間の所定労働時間および１か月の所定
労働日数が、同一の事業所に使用される正社員等の４分の３未満で、①週の所定労働時間が20
時間以上、②雇用期間が１年以上見込まれる、③月額賃金が88,000円以上、④学生ではない、
このすべてに該当する労働者をいいます。支払基礎日数によって次のいずれかで算定します。
支払基礎日数
３か月とも11日以上
１か月または２か月は11日以上
３か月とも11日未満

算定方法
３か月の報酬月額の平均額
11日以上の月の報酬月額の平均額
従前の標準報酬月額

※随時改定の場合は、継続した３か月のいずれの月も支払基礎日数が11日以上必要です。

特定適用事業所・任意特定適用事業所とは、❶被保険者数が常時501人以上、❷被保険者数が常時500
人以下で労使合意に基づき申出、❸国または地方公共団体に属するのいずれかに該当する事業所です。
※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（https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/）まで
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からの

標準報酬月額の算出の際は、次のようなケースにご留意ください
一般的な算出方法で報酬月額を決定できない場合や算出した結果が著しく不当となる場合は、
保険者が特別な算出方法により報酬月額を決定する保険者算定となります。

４月途中入社の月給制の被保険者に、４月の給与が日割り
計算で支給される場合

５月と６月の報酬の月平均額から算出

４月・５月・６月のいずれかの月の給与の一部または全部
が７月以降に支給される場合

７月以降に支給される月分を除く
報酬の月平均額から算出

当年の４月・５月・６月の報酬から算出した標準報酬月額
と前年の７月から当年の６月の年間報酬の月平均額から
算出した標準報酬月額との差が２等級以上で、業務の性質
上、例年見込まれる場合

前年の７月から当年の６月の年間報酬の
月平均額から算出した標準報酬月額
（事業主の申立書および本人の同意が必要）

詳細は、日本年金機構のホームページまたは管轄の年金事務所でご確認ください

国民年金ひとことメモ

新型コロナ感染拡大による臨時特例措置

新型コロナウイルスの感染拡大によって収入が減少し、所得が相当程度まで
下がる見込みのある場合は、臨時特例措置として、本人の申告による所得見込
額を用いた国民年金保険料の免除・納付猶予申請が可能となりました。学生の
場合も同様で、所得見込額を用いた学生納付特例が申請できます。
臨時特例措置による申請は、令和２年２月分以降が対象となり、５月１日より
受け付けています。

全額免除
４分の３免除

（扶養親族等の数＋１）×35万円＋22万円
例 単身世帯：57万円、夫婦のみの世帯：92万円
78万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等
118万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

４分の１免除

158万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

●納 付猶予は、50歳未満（学生を除く）で、本人および配偶者（別世帯を含む）の
所得が一定額以下（全額免除の所得の基準と同じ）であること。

■ 学生納付特例は、次の金額の範囲内が承認基準です。
118万円＋扶養親族等の数×38万円＋社会保険料控除額等

申請方法

学生納付特例

半額免除

■ 申請には次が必要です。
免除・納付猶予

■ 次の承認基準（所得の基準）に該当することが条件です。

●国民年金保険料免除・納付
猶予申請書
●簡易な所得見込額の申立書
（臨時特例用）
●国民年金保険料学生納付
特例申請書
●簡易な所得見込額の申立書
（臨時特例用）
●学生証のコピー

●上記の申請書および申立書は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
●上記の必要書類等は、お住まいの区市町村の国民年金担当窓口または管轄の年金事務所にご提出ください。

お問い合わせ等は、ねんきん加入者ダイヤル（0570-003-004）または年金事務所まで

▶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

2020年度 新オプション

MRI全身がん検査

フィオーレ健診クリニックでは、2020年度から新しいオプション検査として、MRI全身がん検査を導入しました。
検査内容、予約から結果についての詳細は、下記をご覧ください。※提携医療機関でのご受診となります。

全身のがん・脳疾患を
約1.5時間でチェック！

◦放射線を使用しないため、被ばくの心配がありません。
◦検査着のままで触れられることもなく、姿勢を変えずに
寝ているだけで検査できます。
※健診終了後、お食事を摂らずに検査していただく必要があります。

ご予約から結果まで
1健
 診予約専用ダイヤル（03-5287-6211）に
ご予約ください。
2検
 査料金は、フィオーレ健診クリニックでの
お支払いとなります。
3検
 査実施場所（メディカルスキャニング新宿）
へ移動して検査となります。※交通費はご本人負担
4 結果報告は、健診結果と一緒に発送します。

メディカルスキャニング新宿

次の方はMRI検査を
受けられないことがあります
◦心臓ペースメーカー、エレキバン等を装着している方
◦金属製の心臓人工弁（チタンは除く）を入れている方
◦脳動脈瘤の手術により、金属クリップを入れている方
◦人工関節等の金属類（チタンは除く）を体内に埋め込まれている方
◦閉所恐怖症の方
◦じっとしていることが困難な方
◦妊娠中または妊娠の可能性のある方
◦以前に大きな外科手術を受けたことがある方
◦アートメイク、刺青、タトゥーを入れている方
◦☆ 生理中の方（生理期間外をおすすめします）
◦保温・保湿性素材の下着を着用している方
◦カラーコンタクトレンズを付けたままの検査はできません。
ご使用されている方は、必ずケースをご持参ください。

フィオーレ健診クリニック
健診予約専用ダイヤル

03-5287-6211

徒歩
３分

交通 東京メトロ丸の内線 西新宿駅 ２番出口
住所 新宿区西新宿６-10- １ 日土地西新宿ビル１Ｆ

保育室完備

「東新宿」駅A2出口から徒歩１分

【電話受付時間】月～金曜日（祝日を除く） 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

会員限定の社会保険事務講習会

働き方改革関連法

８月開催の社会保険事務講習会は、会員事業所の社会保険事務担当の方を対象に、同一労働同一
賃金・36協定を中心に、昨年から順次施行されている働き方改革のポイント等について解説します。
会員限定となりますので、この機会に新規入会もお待ちしています。

電設年金会館

場

↑池袋

会

地図・交通

８月27日（木）28日（金）
各回 13時30分～16時

開催日時

２階会議室

電設年金会館

新宿区大久保２-８-３

松屋

用

会員 1,000円

会員以外 11,000円

交番
大久保通り

日本年金機構
新宿年金事務所

６月22日（月）10時～６月29日（月）17時

大久保２丁目交差点

東新宿駅 B1出口

員

講

師

各回 65名

A２出口

 定の間隔をあけるため、会場の
一
定員よりも少ない人数で行います。

新宿↓

定

東新宿駅
エレベーター口

すき家
明治通り

応募期間

新大久保

費

A１出口

東新宿駅 B2出口

相鉄フレッサイン東新宿駅前
フィオーレ東京

新宿７丁目交差点

マクドナルド

特定社会保険労務士 小林 元子 氏
（がんこ社労士事務所）
◦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

会員事業グループ 講習会 係
TEL 03-5292-3596

お問い合わせ

応募方法

駐車場・駐輪場は
ありません

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

郵送

本会ホームページの 講習会・セミナー ⇒ web申込
からご応募ください。応募結果等は、ご登録のメール
アドレスにお送りします。

封筒にAを貼付し、ご記入いただいたBと宛先を明記
した返信用封筒（84円分の切手付）を一緒にお送りく
ださい。応募結果等は、返信用封筒にて郵送します。

A

注意事項
・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。
・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。
・郵送の場合は、参加者１名につき返信用封筒１通をご用意ください。

B

〒160-8407
新宿区新宿7-26-9

東京社会保険協会 講習会 係

働き方改革関連法 参加申込書
８月

参加希望日

日

性

別

男

女

連 絡 先
電話番号
会費払込受領証に記載の７ケタの番号

ふりがな

参加者氏名

会員番号
払込受領証貼付欄

事 業 所 名

事業所所在地

職安通り

〒

上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2020年度
会費払込受領証のコピーを貼付して
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。また、上記情報は、本会事業等以外に使用いたしません。

新型コロナウイルスの感染拡大等、諸事情により中止となる場合があります。ホームページ（http://www.tosyakyo.or.jp）で、必ずご確認ください。

社 会 保 険 新 報

会員特典 健康づくり事業

2020.6 ― ❽

ストレスに負けない！ 健康づくり動画配信中

新型コロナウイルスの感染拡大による外出の自粛やテレワーク等、日常生活でも仕事でも、これまで以上に
ストレスが大きい毎日…。免疫力や体力を維持するために、健康づくり専門の講師によるエクササイズ等の動画を
配信しています。従業員の皆様のストレス解消にぜひお役立てください。
●生活リズムを整えよう
●肩こり予防エクササイズ
●目の疲れをとるエクササイズ

健康づくり動画ラインナップ

動画はYouTube
にて配信中！

●健康づくり専門の講師を派遣しています。あわせてご活用ください。（派遣元：エンドースユアライフ合同会社）
詳しくは、ホームページ（http://www.tosyakyo.or.jp）→ 会員特典 → 健康づくり講習会 をご覧ください

健康

TOPICS

はじめよう
見直そう

快眠を手に入れる生活習慣

眠りが変われば毎日が変わります。今日からできる簡単な方法で快適な眠りを手に入れましょう。
はじめよう

光を浴びよう
快眠のカギを握るのは人の脳にある「体内時計」です。睡眠のリズムを司り、
ホルモン分泌を促す等の働きがありますが、その周期は24時間より少し長め。
体内時計のズレは快眠の大敵なので、毎朝の時刻合わせが大切です。方法は
いたって簡単で、
目覚めたら太陽の光を浴びるだけ。体内時計がリセットされ、
夜の睡眠へ向けてリズムが整います。カーテンを開ける、通勤電車では窓の
そばに立つ等、光を意識した行動をとりましょう。

ちょこっと昼寝

１駅テクテク

午後に眠くなるのは生体リズムの
なせるワザ。むなしい抵抗を続ける
よりも、いっそお昼寝をどうぞ。昼
寝をすると、疲労回復はもちろん、
集中力や記憶力も高まるといわれて
います。長さは15分程度がおすすめですが、１分でもOK。ランチ
タイムに自分をシャットダウンする習慣をつけましょう。

夕方から夜にかけて（就寝の３時
間くらい前まで）の軽い有酸素運動
で寝つきがよくなるといわれていま
す。簡単なのは、仕事帰りに１駅手
前で降りて少し早足で歩くこと。１
回だけでは効果が弱いので、定期的
に続けることが大切です。

見直そう

眠くなくてもベッドへGO
眠くなくても寝床につくのはNG。眠ろうとする意気込みが空回りして寝つ
きが悪くなります。また、
「眠れない」という悪い記憶が脳に刷り込まれるこ
とにもつながります。
「睡眠時間確保」の呪縛から逃れ、寝床には眠くなって
からつきましょう。なかなか寝つけないときは、いったん寝床を離れ、読書
等で気分転換をはかるのも一手。ただし、スマホやパソコン等はタブーです。
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

