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　伊勢神宮の神々を祀り、「東京のお伊勢さま」と親
しまれています。神前結婚式を創始した神社でもあり、
都内№1の縁結びのパワースポットとして、恋愛成就
やライブチケット当選等を祈願する女性を中心に多く
の参拝者が訪れます。また、お守りも豊富で40種類以
上。なかでも「幸福が訪れる」という花言葉をもつ鈴
蘭がモチーフの「縁結び鈴蘭守」が人気です。

東京大神宮（千代田区）
Ｐ８で、おすすめスポットをご紹介しています！
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　協会けんぽでは、被扶養者となっている方が現在もその状況にあるかどうかを確認するため、令和２年度も被扶養者資格
の再確認を実施します。加入者の皆様の保険料の負担軽減にもつながりますので、ご理解とご協力をお願いします。

被扶養者資格の再確認ご理解＆ご協力ください！

令和元年度の実績

約6.6万人扶養認定解除人数

解除による効果 約15億円

提出書類一式の内容を確認後、被扶養者調書兼異動届
を日本年金機構事務センターへ回送します。協会けんぽ

内容確認

被扶養者調書兼異動届による被扶養者の解除処理後、
被扶養者（異動）決定通知書を事業主にお送りします。日本年金機構事務センター

審査・処理

日本年金機構事務センターから届いた被扶養者（異動）
決定通知書を保管してください。事 業 主

保管

高齢者医療制度への拠出金の負担軽減にもつながります
◦ 解除理由の大半は、被扶養者の就職に伴う解除の届出の未提出

でしたが、被扶養者の収入超過もみられました。

協会けんぽ
送付

令和２年10月上旬から、次の書類等を事業主へ順次お送りします。ただし、
再確認の対象者がいない事業所には、お送りしません。

◦被扶養者状況リスト（正・副）　◦被扶養者調書兼異動届　◦返信用封筒
◦説明用リーフレット　◦被扶養者現況申立書（別居または海外在住の場合は、確認書類と併せて提出）

令和２年度の実施概要

被扶養者資格の再確認の流れ

ただし、次に該当する方は除きます。
・令和２年４月１日時点で18歳未満の方
・令和２年４月１日以降に被扶養者となった方
・任意継続被保険者の被扶養者の方

令和２年４月１日において、
被扶養者と認定されている方

対象者
協会けんぽから届いた被扶養者状況リストで、
対象者の資格をご確認いただき、同封の返信用封筒
でご提出ください。

送付時期 令和２年10月上旬から下旬（予定）

提出期限 令和２年11月30日（月）

実施方法

被扶養者資格をご確認ください。 返信用封筒には、次の書類以外は同封しないでください。

事 業 主

提出期限
令和２年11月30日（月）

再確認
解除となる被扶養者の保険証を添えて、被扶
養者状況リスト（正）と被扶養者調書兼異動
届を提出

解除となる被扶養者が  いる  場合

被扶養者状況リスト（正）のみを提出解除となる被扶養者が  いない  場合

● 被扶養者状況リスト（副）
は、事業主が保管してく
ださい。

● 解除の手続きをお急ぎの
場合は、事業主が直接、
被扶養者（異動）届を日
本年金機構事務センター
へご提出ください。

事業主へのお願い

※ 被扶養者が、被保険者と別居または海外在住（日本に住民票がない）の場合は、被扶養者現況
申立書を記入し、事実を確認できる書類を添付してください。確認できる書類が外国語の場合は、
翻訳者の署名がある翻訳文の添付が必要です。
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　整骨院・接骨院で受ける柔道整復師の施術は、健康保険の対象となる場合とならない場合があります。どんな
場合に健康保険の対象となるのか、正しく理解しましょう。

◦外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、
　挫傷（肉ばなれ等）

◦単なる肩こり、筋肉疲労、慢性的な痛み

◦リラクゼーションを目的とした利用

◦�神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニア等
の病気からくる痛み

◦病院や診療所等で治療中のけが

◦仕事中・通勤途中でのけが（労災保険適用）

骨折や脱臼に対する施術は、
応急処置をのぞき、
医師の同意が必要です。

ご注意
ください

●日常生活やスポーツで足をひねった
●家の中で転んで床に肘をぶつけた

たとえば
こんなとき

●日常生活で感じる肩こり
●仕事中に転倒して足をひねった

たとえば
こんなとき

協会けんぽでは、施術を受けた加入者の皆様に、整骨院・接骨院
から提出された療養費支給申請書に記載の負傷原因や施術内容に
ついて、文書または電話で確認させていただく場合があります。

加入者の
皆様へ

整骨院・接骨院のかかり方施術を受ける前に要確認

施術を受けるときのポイントはココ！施術を受けるときのポイントはココ！

　いつ、どこで、どうしてけがをしたのか、柔道整復師に伝えましょう。外傷性のけがのみ、健康保険の対象です。

けがの原因をはっきりと伝えましょう

　長期にわたる施術を受けても症状が改善されない場合は、内科的な要因も考えられます。

長期の施術となっている場合、医師の診察を受けましょう

療養費支給申請書の内容を確認し、必ずご自身で署名しましょう
　整骨院・接骨院で記入を求められる療養費支給申請書は、施術を受けた本人に代わり、整骨院・接骨院が健康保
険適用分の費用を協会けんぽに請求する委任状の役割を果たします。白紙の療養費支給申請書に署名すると、実際
の治療と異なった請求につながるおそれがあります。負傷名、日数、金額等をよく確認して署名しましょう。

　整骨院・接骨院には、領収証を無料で発行することが義務づけられています。領収証は、後日必要になる場合
があります。大切に保管しましょう。

領収証をもらいましょう

健康保険の適正な
運営のため、ご協力
をお願いします

健康保険が
使えます

健康保険が
使えません
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厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定
　厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級（第31級・62万円）に、令和２年９月１日から、
新たな等級（第32級・65万円）が追加され、上限が引き上げられます。
　これに伴い、日本年金機構では、令和２年９月に、改定後に新たな等級に該当する被保険者
がいる事業主および船舶所有者へ、標準報酬改定通知書を送付します。該当する被保険者は、
令和２年10月に送付する納入告知書（９月分保険料）から、新たな等級の標準報酬月額に
基づき、保険料を納入していただきます。
　なお、この上限改定に対する事業主および船舶所有者からの届出等は必要ありません。
また、厚生年金保険の標準賞与額の上限（１か月・150万円）および健康保険の標準報酬月額
の上限（第50級・139万円）の改定はありません。

被保険者にお知らせください！ ９月以降の標準報酬月額
　日本年金機構では、各事業所から提出された算定基礎届により、被保険者（従業員）の本年９月か
ら翌年８月までの標準報酬月額を決定しています。決定した標準報酬月額については、被保険者標準
報酬決定通知書により、各事業所に通知します。
　標準報酬月額は、被保険者の毎月の保険料や将来受け取る年金額の計算の基礎となりますので、
事業主から被保険者へ必ずお知らせください。

＊事業主から被保険者への標準報酬月額の通知は、厚生年金保険法第29条第２項、健康保険法第49条第２項に定められています。

９月から引き上げ

月額等級 標準報酬月額 報酬月額

（旧）第31級 620,000円 605,000円以上
改定前

月額等級 標準報酬月額 報酬月額

（新）第31級 620,000円 605,000円以上 635,000円未満

（新）第32級 650,000円 635,000円以上

改定後

新型コロナによる標準報酬月額の特例改定後の随時改定
　新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、令和２年４月から７月までの
間に報酬が著しく下がったときは、一定の条件に基づき、健康保険および厚生年金保険
料の標準報酬月額の特例改定が可能です（詳しくは、『社会保険新報』2020年７月号に
掲載しています）。
　特例改定後に休業が回復し、固定的賃金や交通費の変動によって随時改定の対象となる
場合は、随時改定（月額変更届）の届出が必要ですので、遅滞なくご提出ください。
　なお、７月または８月に特例改定された方には定時決定が行われないため、今回の特
例改定に限り、休業が回復した月（※）から継続した３か月間の平均報酬が２等級以上上がっ
た場合は、固定的賃金の変動の有無に関わりなく、必ず随時改定（月額変更届）の届出
を行ってください。

（※）休業が回復した月とは、実際の報酬支払日数が17日以上（特定適用事業所等の短時間労働者は11日以上）となった月です。

からの からの
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社 会 保 険 新 報 2020.9 ― ❹

http://www.nenkin.go.jp
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/


簡単で便利な「ねんきんネット」の活用を

ご注意ください！ 不審な電話やメール

　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。ぜひご活用ください。

　日本年金機構や厚生労働省等の職員と称し、銀行名・口座番号・預貯金額・家族構成等をたず
ねるといった、不審な電話に関するお問い合わせが寄せられています。また、日本年金機構のロゴ
マークを使用し、日本年金機構年金払戻管理局や払戻返金部門等の存在しない部署をかたって、

年金の残金を振り込ませる名目で氏名・口座番号等の個人情報を返信させるメールが送信されています。
　日本年金機構では、電話やメールにより、皆様の個人情報をおたずねすることはありません。
なりすまし被害に遭わないようにご注意ください。

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、支給額変更通知書の再交付が申請できます。再交付の申請

● 年金見込額、年金記録、ねんきん定期便、年金の支払いに関する通知書が確認できます。
●日本年金機構への届書が簡単に作成できます。確認・作成

「ねんきんネット」なら、こんなことができます！

ここをクリック！

パソコン

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

スマートフォン

QRコードを読込

「ねんきんネット」「ねんきん定期便」に関するお問い合わせ

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）
0570-058-555（ナビダイヤル）通話料がかかります。

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
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に19時まで受け付けます。

受付時間

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

　上記のような電話やメールがあったら、できるだ
け１人で対応せずに、ご家族等にご相談ください。
あやしいと感じたら、口座番号等の個人情報を話し
たり、現金の振り込み等はせずに、お近くの年金事務
所または警察へご連絡ください。

◦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（現金自動預払機）に行くように指示する。
◦職員と称して、「年金手続きを代行する」等と言い、手数料を請求する。
◦日本年金機構の名称でメールを送信し、氏名・口座番号等の返信を指示する。
◦公的機関になりすました偽のホームページを開設して誘導する。
　日本年金機構ホームページの正しいURLはこちら ▶▶▶ https://www.nenkin.go.jp/

個人情報の搾取に
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
を携行して掲示します。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。

からの からのからの からの
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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

フィオーレ健診クリニック ❖詳細は、ホームページ https://www.k-fiore.jp をご覧ください。

新型コロナウイルス感染予防対策
　安心してご受診いただくために、密にならない対策等、新型コロナウイルスの感染防止を最優先とした健診を実施
しています。ご受診される皆様にも、入館および健診時には、ご自身でご用意されたマスクの着用をお願いしています。

次に該当される方は、
ご受診を控えて日程をご変更ください

◦風邪の症状が持続している方
◦�発熱（体温が平熱より高い、体温37.5度以上）
等の諸症状のある方
◦過去２週間以内に発熱された方
◦上記の症状で服薬している（いた）方
◦過去２週間以内に法務省や厚生労働省が定める
　諸外国への渡航歴がある方
◦過去２週間以内に新型コロナウイルスの罹患者
　または疑いのある患者との接触歴がある方

玄関での検温と問診

消毒の徹底

スタッフはマスク着用

定期的な換気

手指、
共用箇所、
検査機器等

最新情報は都度、ホームページに更新します。
下記のURLよりご確認ください。

健診　２～６か月前 事業所の健診ご担当者様と打ち合わせ／会場の下見／健診実施日の決定

健診　１か月前 受診者リストの提出

健診　２～３週間前 健康診断のご案内・問診票・検査容器等の発送

健診　当日

検査の流れ（生活習慣病健診の場合） 検査場所

受付・計測 ⇒ 血圧 ⇒ 診察 ⇒ 心電図・腹囲測定 ⇒ 採血 ⇒ 視力・聴力 会議室等

⇒ 胸部レントゲン・胃部レントゲン（バリウム） 健診車

健診　２～３週間後 健診結果表を事業所の健診ご担当者様に発送

お申し込みから健診までの流れ

巡回健診を実施しています職場までお伺いします

健診車の駐車スペース（大型観光バスの大きさ）があること。
約24㎡（15畳）以上の健診会場（会議室・食堂等）があること。
受診内容や人数に要件があります。

　フィオーレ健診クリニックでは、都内の事業所を対象に、巡回健診を実施しています。社員の方が個々に健診
機関に出向く必要がないので、自社内でリラックスして受診できます。

※詳しい実施条件に関してはお問い合わせください。

実施条件

【電話受付時間】月～金曜日（祝日を除く）　9：00～17：00巡回健診のお問い合わせ先　03-6228-0620
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東京社会保険協会 からのお知らせ

年金の仕組みと手続き、給付社会保険事務講習会

11月 日

〒

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。

　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ので、ホームページで

ご確認ください。（http://www.tosyakyo.or.jp）

郵送
　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。

参加申込書【年金の仕組みと手続き、給付】

〒160-8407
新宿区新宿7-26-9

東京社会保険協会　講習会　係

WEB

応募方法

参 加 希 望 日 会 員 の 有 無

参 加 者 氏 名
連 絡 先
電話番号

事 業 所 名

事業所所在地

払込受領証貼付欄

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

ふりがな

A注意事項

B

不明非会員会員
会費払込受領証に記載の７ケタの番号

　新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、次の予防対策を実施しています。ご協力のほどお願いします。

※上記情報は、本会事業等以外に使用いたしません。

地図・交通
日 時 11月９日（月）・10日（火）・11日（水）

各回 10時～16時

会 場 電設年金会館　２階会議室
新宿区大久保２-８-３

費　　用 会員：無料　会員以外：5,000円

応募期間 ９月29日（火）10時～10月６日（火）17時

定　 員 195名（各回 65名）

講　　師 社会保険労務士　中島 典子 氏
（なかじま社会保険労務士事務所）

お問い合わせ 会員事業グループ  講習会 係
TEL 03-5292-3596

駐車場・駐輪場は
ありません◦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

新
宿
↓

↑
池
袋

新
大
久
保 日本年金機構

新宿年金事務所

すき家
大久保通り

明
治
通
り

大久保２丁目交差点

新宿７丁目交差点 職安通り

交番

マクドナルドA１出口

A２出口
相鉄フレッサイン東新宿駅前

フィオーレ東京

松屋

電設年金会館

東新宿駅 B2出口

東新宿駅 B1出口

東新宿駅 
エレベーター口

感染予防対策
■ 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。
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【入会のお問い合わせ】会員事業グループ　TEL 03-5292-3596　http://www.tosyakyo.or.jp

プール感覚で楽しむ温泉　おぷーろ＆水盤テラス会員特典
　きぬ川スパ・ホテル三日月に、プールのように水着で温泉を楽しむおぷーろ＆水盤テラスが、2020年７月に
誕生しました。25mのインフィニティおぷーろからは鬼怒川が一望でき、水盤テラスでは足湯に浸かってリフレッ
シュ。畳ステージの楽しみ方は自由自在。鬼怒川の四季を、あなたならではのスタイルで満喫ください！

畳ステージ 水盤テラス

※ 勝浦・鴨川・龍宮城の各ホテルでもご利用
できます。

特別優待 宿泊料金10％ OFF

レトロモダンな神楽坂
おすすめスポットめぐり

TOKYO
新宿区

　表紙の東京大神宮から、飯田橋駅を抜けて神楽坂へ。
江戸時代から昭和初期にかけて、神楽坂は東京の花街と
して栄えました。時代とともに、モダンな雰囲気に様変
わりしましたが、それでもやっぱり、あちらこちらにレ
トロな趣が色濃く残るのも、この街ならではです。

神楽坂通り

　飯田橋駅を出てすぐ
の神楽坂下から始まる
メイン通り。ケヤキ並
木の坂道には、サラリー
マンが集う蕎麦や定食、
オシャレなカフェ、昭
和から続く老舗や和雑
貨等、さまざまな店が
立ち並び、老若男女で
賑わっています。

梅花亭

　一番人気は、瀬戸内レモンの風味がさ
わやかな「三代目正男のレモン大福」。
黄粉の香ばしさとプルンとした食感が特
長の「黒糖わらび餅」はお土産にも最適。

営業時間 10時～19時30分

定休日 不定休

絶品！ ご賞味あれ

　創業85年の老舗和菓子
店。４代目店主の井上豪
さん（東京マイスター／
優秀和菓子職）がつくる
季節の生菓子は、上品な
甘さに加え、見た目も繊
細で艶やか。定番銘菓の

「鮎の天ぷら最中」や「あさ
どら・神楽焼」等、ココで
しか味わえない和菓子が
多数揃っています。

横丁

　往時の面影が漂う横
丁こそ、これぞ神楽坂
の光景。写真の兵庫横
丁は、新宿区まちなみ
景観賞を受賞し、テレ
ビや雑誌のロケ等にも
使われています。かく
れんぼ横丁、みちくさ
横丁、本多横丁も、個
性的で情緒たっぷり。

細い道を
入ると…

通り沿いには…

※GoToトラベルキャンペーンのご利用については、各施設にお問い合わせください。
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