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浮間公園（板橋区）
1967（昭和42）年開園の浮間ヶ池と風車が印象
的な都立公園。池ではヘラブナやコイ等の川魚が
生育しており、都立公園では珍しく釣りが楽しめ
ます。また、カモメやカルガモ等の水鳥が飛来し、
バードサンクチュアリでは野鳥の鳴き声も聞こえ
ます。春には桜やサクラソウが咲き乱れる等、都会
とは思えない自然の宝庫です。

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
本人や家族が出産したときは申請を！

出産育児一時金

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しますか？
YES

NO

出産費用は42万円（産科医療補償制度に未加入の
医療機関等は40.4万円）以上でしたか？
YES

申請
不要

NO
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

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・助産師または市区町村長の出生証明等の原本

※住所変更等で協会けんぽに登録している住所と
相違する等、届かない場合があります。

YES

NO
提出書類

提出書類

出産育児一時金差額申請書

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・助産師または市区町村長の出生証明等の原本
※上記の❷に、出産の場合で出産年月日および出生児数が記載されているとき、もしくは、
死産の場合で死産年月日および妊娠週数が記載されているときは、❸は不要です。

ご注意ください

出産育児一時金支給申請書

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。

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、次の添付書類が必要です。
●医師・助産師の証明

●市区町村の証明

A

出生児が被扶養者と認定されている

B

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
日本国内に居住している
事実が確認できる書類
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
日本国外に居住している
登録に関する書類 ※外国語で記載されている場合は、翻訳文を添付

C

※上記の証明が受けられない場合は、戸籍謄（抄）本等を添付

※BまたはCで書類を提出できない場合は、出産を担当した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。
公的機関の証明がなく、現地の医師・助産師の証明（翻訳文を添付）のみの場合、出産の事実について協会けんぽで確認するためです。

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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協会けんぽ 東京支部 からの

出産手当金

出産のために会社を休んだときは申請を！

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。
42日間
出産日以前

56日間

出産予定⽇より遅れて出産した場合
42日間

出産予定日より遅れた日数についても⽀給されます。

α日間
出産
予定日

出産予定日以前

出産日（出産予定日）は、
出産日（出産予定日）以前
の期間に含まれます。

出産日の翌日以後

出産日

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
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
の支給金額

÷ 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（令和元年度）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）

いずれか少ないほうの額
を使⽤して計算します

申請 手続きや申請書の入手方法は？
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。

申請の
Point

申請書は、協会けんぽ東京⽀部ホームページ
からダウンロードできます！
協会けんぽ東京

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、出産手当金が優先して
支給され、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額分の傷病手当金が支給
されます。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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からの

年金制度の機能強化のための法律改正
社会経済構造の変化に対応するため、
「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正
する法律」が、令和２年６月５日に公布されました。今月号では、そのなかから主な改正事項に
ついて、年金給付・厚生年金保険・国民年金の３つに分類して解説します。

年金給付
改正事項

概 要
短期滞在の外国人への支給上限を在留期間３年→５年に引き上げ

脱退一時金の見直し

在職中の年金受給者の
あり方の見直し

年金受給時期の
選択肢の拡大

※年数は政令で制定

施行日
令和３年４月１日

・65歳以上に限り、在職中であっても、受給権発生以降の厚生
年金被保険者期間に基づく年金額の改定を毎年定時（年１回・
10月改定）に実施
・60歳～64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金について、
賃金と年金の合計額により、支給停止が開始される基準額を、 令和４年４月１日
現行の28万円→47万円に引き上げ
・繰下げ受給の年齢の上限を70歳→75歳に引き上げ（待期期間
の上限を60月→120月に延長）
・繰下げ受給の年金額の増額率を最大42％→84％に引き上げ
・70歳超で遡及して65歳から受給（本来受給）を選択した場合、
令和５年４月１日
請求の５年前に繰下げを申し出たとして年金を支給

厚生年金保険
改正事項

概 要

適用事業者の範囲の
見直し

個人事業所（５人以上）にかかる適用業種に、弁護士・税理士等
の資格者が行う法律または会計業務を追加

適用除外の範囲の
見直し

２か月以内の期間を定めて使用される者が、当該期間を超えて
使用される見込みがある場合は、最初の雇用期間を含め、当初
から厚生年金保険の適用対象とする

施行日

令和４年10月１日

・勤務期間１年要件を撤廃

短時間労働者への
適用拡大

・企 業規模要件を現行の従業員500人超から段階的に引き下げ
（令和４年10月に100人超に引き下げ、令和６年10月に50人
超に引き下げ）

令和４年10月１日
令和６年10月１日

改正事項

概 要

施行日

納付猶予制度の
期限の延長

納付猶予の期限を令和７（2025）年６月→令和12（2030）年
６月に延長

令和２年６月５日
（公布日）

未婚のひとり親等の
申請全額免除基準への追加

未婚のひとり親および寡夫を、寡婦と同様に、国民年金保険料の
申請全額免除基準等に追加（地方税法上の「ひとり親」を政令で規定）

令和３年４月１日

国民年金手帳の廃止

年金手帳を廃止し、代替措置として、簡易な通知書により被保
険者に基礎年金番号を通知

令和４年４月１日

国民年金

今後の『社会保険新報』でも、主な改正事項について、わかりやすく解説します。
▶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

電子申請をご利用ください

簡単にできて便利！

資格の取得・喪失や報酬月額等の書類作成・届出は、インターネットによる電子申請を利用すれば、いつでもどこでも
簡単に手続きができ、年金事務所に出向く移動時間や交通費、郵送費のコスト削減が期待できます。
これまで、電子申請の際には電子証明書が必要でしたが、令和２年４月から、無料で取得できるGビズID（認証システム）
を利用することで、電子証明書がなくても申請が可能となりました。

作成・届出が可能な申請書類

「GビズID」対応の
「届出作成プログラム」

資格取得届、資格喪失届、算定基礎届、

月額変更届、賞与支払届、被扶養者（異動）届、国民年金第３号被保険者関係届

１

２

「GビズID」でアカウントID・パスワードを取得
１つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証
システム。「gBizIDプライム作成」からご登録ください（無料）。

https://gbiz-id.go.jp/

「届出作成プログラム」をダウンロード
届書が簡単に作成・申請できるプログラム。日本年金機構
ホームページからダウンロードできます（無料）
。

国民年金ひとことメモ

▲ダウンロードはこちらから

学生納付特例制度の申請

学生納付特例制度は、学生で所得が少ないために国民年金保険料を納付できない場合、
申請により納付が猶予（先送り）される制度です。将来の年金の受給権はもちろんのこと、
万が一、事故等で障害を負ったときに支給される障害基礎年金の受給権も確保できます。
国民年金保険料を未納のままにせず、学生納付特例制度を申請してください。

学生納付特例の対象となる所得の基準 118万円＋扶養親族等の数×38万円＋社会保険料控除等
学生納付特例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。なお、令和２年５月１日より、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う臨時特例
措置に基づき、本人の申告による所得見込額を用いた申請が可能です（詳しくは、『社会保険新報』2020年６月
号「国民年金ひとことメモ」に掲載しています）。

学生納付特例が承認された期間は、将来の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、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、承認された期間の翌年度から起算して、３年度目以降に追納
する場合は、国民年金保険料に加算額が上乗せされます。

申請手続き

提出する届出
提出先

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）の写し もしくは 基礎年金番号通知書の写し
◦在学期間がわかる学生証の写し または 在学証明書の原本
添付書類

※学生証は、有効期限・学年・入学年月日の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
◦新型コロナウイルスによる臨時特例措置の場合は、簡易な所得見込額の申立書
●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。
●マイナンバー（個人番号）による申請の場合は、国民年金保険料学生納付特例申請書の裏面に記載の注意事項をご確認ください。

▶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（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

東京社会保険協会

特定保健指導

専門スタッフがサポートします

特定保健指導は、40 ～ 74歳の方を対象として、メタボリックシンドロームの予防や解消のために、保健師
や管理栄養士が直接サポートする取り組みです。健診結果に基づき、動機付け支援と積極的支援の２つのコース
があり、どちらも３～６か月のプログラムとなります。
健診結果および生活習慣を振り返りながら、無理なく続けられる生活習慣を築いていけるよう、専門スタッフ
が手厚く親身にサポートします。特定保健指導の対象となった方へは、当日および後日にご案内があります。

特定保健指導の判定基準
Step

１

腹囲とBMIで内臓脂肪
蓄積のリスクを判定

Step

２

Step１①②に該当した
場合、健診結果・調査票
より追加リスク
をカウント

Step

① 腹囲

② BMI

男性 85㎝以上
女性 90㎝以上

※Step１①の腹囲非該当者も含みます。

BMI 25以上

① 血糖

② 脂質

③ 血圧

空腹時血糖
100㎎/dl以上

中性脂肪
150㎎/dl以上

収縮期（最高）
130mmHg以上

HbA1c 5.6％以上

HDLコレステロール
40㎎/dl未満

拡張期（最低）
85mmHg以上

または

または

※空腹時血糖を優先

Step１①に該当した場合で
Step ２の追加リスクが

３

健診結果・調査票より
追加リスクをカウント

２つ以上
積極的支援

④ 喫煙歴
あり
※Step２①～③のリス
クが１つ以上の場合
のみカウント

または

Step１②に該当した場合で
Step ２の追加リスクが

１つ
動機付け支援

３つ以上
積極的支援

65歳以上の方

１～２つ
動機付け支援

動機付け支援

● 原則として、脂質異常症、高血圧症、糖尿病の治療薬を服用している方は、特定保健指導の対象外となります。

特定保健指導の判定値は、メタボリックシンドロームの判定基準より厳しい基準になっています。これは軽い異常で
も複数重なることで動脈硬化が進行するため、早い段階から生活習慣の改善に取り組んでいただくためです。

動機付け支援
リスクが
出始めた段階の方へ
健診結果から現状の生
活習慣を振り返り、生活
習慣改善の必要性を理解
したうえで、改善目標の
設定を保健師・管理栄養
士等がサポートします。

面接による
支援

生活習慣改善
の実施

積極的支援

健診結果から内臓脂肪
の改善ができるよう、行
動目標の設定とその取り
組みが継続的にできるよ
うに保健師・管理栄養士
等がサポートします。

３～６か月後
の評価

フィオーレ健診クリニック
健診予約専用ダイヤル

面接による
支援

リスクが
重なり出した方へ

03-5287-6211

生活習慣改善
の実施
３か月以上の
継続支援
３～６か月後
の評価

保育室完備

参加者様の声
「具体的なプランを立てることで
取り組みやすかった」
（40代・女性）

「休肝日をとる意識をもつことができた。
継続して保健指導を受けていきたい」
（40代・男性）

「一人だったら挫折していたが、
そのつど支援してくれる方がいて
心強かったです」
（50代・男性）

「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

❖健康診断についての詳細は、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

出産・育児・介護休業制度、健康保険の給付

東京社会保険協会では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、受講者の安全を守るために、
次のような予防対策を実施します。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力のほど、お願いします。
■ マスクを着用されていない方は、受講をお断りしています。
■ 入室の際は、検温と手指の消毒をお願いしています。
■ 会場内のソーシャルディスタンスの確保のため、受講人数を制限しています。

感染予防対策
日

時

会

場

費

地図・交通

10月14日（水）
・15日（木）
・16日（金）
各回 10時～16時

東京実業健保会館

総武本線

６階大ホール

会員：1,000円

用

会員以外：11,000円

国

通

り

馬喰横山駅 A1出口

８月25日（火）10時～９月１日（火）17時

定

員

150名（各回 50名）

講

師

特定社会保険労務士 大石
（大石経営労務事務所）

清洲橋通り
都営新宿線

応募期間

馬喰横山駅 A2出口

シモジマ

東京実業健保会館
東日本橋駅 B4出口

セブンイレブン

誠氏
◦JR 総武本線 馬喰町駅 出口1 徒歩２分

駐車場・駐輪場は
ありません

◦都営新宿線 馬喰横山駅 A1出口 徒歩１分

会員事業グループ  講習会 係
TEL 03-5292-3596

◦都営浅草線 東日本橋駅 B4出口 徒歩２分

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。

応募方法
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。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。

・応募期間外のお申し込みや不備がある場合は、落選となります。
・諸事情により、中止となる場合があります。ホームページで
ご確認ください。（http://www.tosyakyo.or.jp）

B

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）を一緒にご郵送
ください。応募結果等は、
返信用封筒にてお送りします。
参加者１名につき返信用封筒１通をご用意ください。

A

注意事項

参加希望日

靖

馬喰町駅 出口1

※テキスト代含む。受講日当日支払い。

お問い合わせ

江戸通り

馬喰町

ドコモショップ

中央区東日本橋３-10- ４

〒160-8407
新宿区新宿7-26-9

東京社会保険協会 講習会 係

出産・育児・介護休業制度、健康保険の給付 参加申込書
10月

日

会員の有無

会員

非会員

不明

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

連 絡 先
電話番号
払込受領証貼付欄

事 業 所 名

事業所所在地

〒

※上記情報は、本会事業等以外に使用いたしません。

上に会員番号を記入、または、
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

社 会 保 険 新 報

会員の方も入会を検討中の方も受講できます！
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社会保険事務講習会（基礎編）

新規適用事業所の社会保険事務担当者を対象に、資格取得および喪失、出産や傷病の給付等、社会保険
のあらましとその手続きに関する講習会を開催します。東京社会保険協会に新たに入会された会員事業所
の方を優先します。また、すでに会員の方、入会を検討されている方も、ぜひご参加ください。
日

時

10月６日（火） 13時30分～16時

会

場

電設年金会館 ２階会議室

●新型コロナウイルスの感染予防対策を実施（７ページ
参照）しています。ご協力のほど、お願いします。

費

用

無料

●詳細は、ホームページ  →  講習会・セミナー  →

講

師

日本年金機構および協会けんぽ東京支部の職員

【お問い合わせ】会員事業グループ

健康レシピ

社会保険事務講習会（基礎編）
  をご覧ください。

TEL 03-5292-3596

http://www.tosyakyo.or.jp

塩分が気になるときのごはん

夏野菜と豚肉の甘酢照り焼き
材 料 （2 人分）

1 人分

ズッキーニ
パプリカ（赤）
パプリカ（黄）
豚ヒレ肉
片栗粉
ごま油
米酢
みりん
A しょうゆ
オイスターソース
砂糖

221kcal
食塩相当量 0.8g

1/2 本（60g）
1/2 個（70g）
1/2 個（70g）
160g
小さじ 2
大さじ 1
小さじ 2
小さじ 2
小さじ 1
小さじ 1
小さじ 1

作 り 方
①ズ
 ッキーニは 7 〜 8mm の厚さの半月
切り、パプリカは乱切りにする。豚ヒ
レ肉は 7 〜 8mm の厚さの削ぎ切りに
して片栗粉をまぶす。
② フライパンにごま油を熱し、①を入れ
て両面をしっかり焼きつける。
③ ②に A を入れて炒め合わせる。

調理時間（目安） 15分
簡単ポイント

豚ヒレ肉

豚肉は部位によって栄養価が異なり、豚バ
ラ肉が 100g あたり 434kcal なのに対して、豚ヒレ肉は 112kcal
と低エネルギーです。また、たんぱく質、鉄、ビタミン B 群等
も豊富です。

豚肉に片栗粉をまぶして焼くこ
とで、タレがよく絡む & しっと
り感をキープ！

●料理制作 若子みな美（管理栄養士） ●撮影 さくらいしょうこ

●スタイリング 宮沢史絵

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

