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Hareza池袋（豊島区）
2020年７月に全体開業した大規模複合施設。（写真左から）
オフィスとシネマコンプレックスを有する「Hareza Tower」、
1,300席を備える「東京建物 Brillia HALL」、豊島区民の文化
活動の拠点「としま区民センター」に「中池袋公園」を含めた
エリアです。舞台等を上演するホールからライブ劇場、アニメ
やサブカルチャーを楽しめる空間等、個性の異なる８つの劇場
を備えた池袋の新ランドマークとして注目されています。

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
協会けんぽに加入の
事業主の皆様へ

事業者健診結果データ提供のお願い

協会けんぽでは、労働安全衛生法による定期健康診断（事業者健診）を受診した40歳以上の従業員に健康サポート
（特定保健指導）を実施するため、事業者健診結果データの提供をお願いしています。健診結果の提供については、
「高齢者の医療の確保に関する法律」の定めに基づいて認められています。

次のフローチャートでチェックしてみましょう！
スタート

従業員の健診は実施していますか？

NO

健診は労働安全衛生法で定められています。
必ず実施しましょう。

YES

実施している健診は協会けんぽの生活習慣病予防健診ですか？
NO
YES

事業者健診結果データを協会けんぽに提供していますか？
YES

健診結果は、
「高齢者の医療の確保に関する法律」
の定めに基づき、健診機関から協会けんぽへ直接提
供されます。健診結果に応じて、協会けんぽの保健
師等による健康サポート（特定保健指導）を無料で
受けられます。

NO

従業員のうち、35歳～74歳の被保険者は、
協会けんぽの生活習慣病予防健診が受診できます。
◦協会けんぽが費用を補助します。
◦胃がん・肺がん・大腸がんの検査項目もあります。
（乳がん・子宮頸がんの検査を追加できます。
）

詳しくは、協会けんぽホームページをご覧ください。

協会けんぽに同意書を提出してください！
同意書提出からデータ提供までの流れ

事業主

ココ!!

従業員に
定期健康診断を
実施

❶同意書
提出

１

事業主が協会けんぽに同意書を提出します。

２

同意書に記入された健診機関と協会けんぽとで、事業
者健診結果データ提供に関する契約書を締結します。
これにより、個人情報保護の徹底を図ります。

３

健診機関から協会けんぽに事業者健診結果データが
提供されます。

４

健診結果に基づき、事業所に健康サポート（特定保健
指導）をご案内します。

❹健康サポート

（特定保健指導）

協会けんぽ

健診機関
❷事務手続き

❸データ提供

◦事業者健診結果データの提供は、協会けんぽから健診機関に一部を業務委託して
います。そのため、健診機関から事業主の皆様に事業者健診結果データの提供に
ついての委任状の提出をお願いする場合があります。ご了承ください。
◦健診機関から事業者健診結果データの提供が困難な場合は、事業主の皆様から
直接、健診結果（紙）のコピーを提供していただくこともあります。

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
健診を受けた後は

特定保健指導を活用しましょう

協会けんぽでは、生活習慣病予防健診や特定健診の結果から、生活習慣の改善が必要と判定された40～74歳の方に
特定保健指導を実施（無料）しています。健診結果を確認しながら、特定保健指導の対象かどうかを、下のフローチャートで
チェックしてみてください。対象となられた方は、特定保健指導を積極的にご活用ください。

特定保健指導
とは…

生活習慣病予防健診や特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高いと思われる方
に対し、医師や保健師、管理栄養士等が対象となられた方の身体状況に合わせ、生活習慣を
見直すためのサポートを行います。
※高血圧症・脂質異常症・糖尿病の治療で服薬中の方、インスリン注射をしている方は、対象にはなりません。
※65歳以上75歳未満の方は、積極的支援に該当した場合でも、動機づけ支援となります。

健診結果でチェック
男性：85cm以上
女性：90cm以上

腹囲

腹囲＋BMI

男性：85cm未満
女性：90cm未満

＋

BMIが25以上

◦BMIは、
〔体重（kg）〕÷〔身長（m）の２乗〕で算出し、肥満や低体重（やせ）を判定します。

次のチェック（リスク）の数によって
支援内容が異なります

次のチェック（リスク）の数によって
支援内容が異なります

２つ以上 積極的支援
１つ
動機づけ支援

３つ以上 積極的支援
１つか２つ 動機づけ支援

当てはまる
リスクは
いくつ？

血圧

収縮期血圧（上の血圧）
：130mmHg以上 または
拡張期血圧（下の血圧）
： 85mmHg以上

脂質

中性脂肪値：150mg/dl以上 または
HDLコレステロール：40mg/dl未満

血糖

空腹時血糖 （やむを得ない場合は随時血糖）：100mg/dl以上 または
HbA1c：5.6％（NGSP）以上

上記のリスクに１つでも当てはまる場合のみチェック

積極的支援
初回面接

ココをクリックすると、協会けんぽの
保健指導や健康相談が閲覧できます。

取り組む目標と行動計画を考えます。

動機づけ支援
初回面接

健康づくりにチャレンジ！
途中

電話や手紙等で定期的にサポートします。

３～６か月後

電話や手紙等で生活習慣改善の状況等を
伺います。

たばこを吸う

ココをクリックすると、協会けんぽの
保健指導や健康相談が閲覧できます。

取り組む目標と行動計画を考えます。

健康づくりにチャレンジ！
３～６か月後

電話や手紙等で生活習慣改善の状況等を
伺います。

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

11月「ねんきん月間」
11月30日「年金の日」
日本年金機構では、国民の皆様に公的年金制度への理解を深めていただけるよ
う、厚生労働省と協力して、11月を「ねんきん月間」
、11月30日（いいみらい）
を「年金の日」と位置づけ、周知・啓発活動を行っています。
「ねんきん月間」
の取り組みとして、「わたしと年金」エッセイの優秀作品の発表や年金委員の
表彰等を実施します。
皆様もこの機会に、インターネットサービス「ねんきんネット」を活用して、
年金の加入記録や受給見込額を確認される等、今後の生活設計を考えてみては
いかがでしょうか。

「ねんきんネット」の詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください

ホームページをリニューアルしました！
日本年金機構では、今年９月にホームページをリニューアルしました。
「利用者に配慮したレイアウト」と「多様な
デバイスへの対応」を基本コンセプトに、デザインや記事構成を見直しました。
また、スマートフォンやタブレットで閲覧をした際に、画面に適したサイズで自動表示されるよう改善するとと
もに、スマートフォン等での利用が多い情報をページのトップに配置して、見やすさと操作性を向上させました。
トップページのURLは変更ありませんが、各種情報や手続き等のページは変更しています。リニューアル前
の各ページのリンクは設定変更、お気に入り（ブックマーク）は再登録いただきますようお願いします。

日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/
メインビジュアルの設置
日本年金機構の事業や取
り組み、今月のご案内等を
表示しています。

シーン別エリアの設置
就職や結婚、老齢年金の手
続き、被災したとき等、シー
ンごとに必要な手続き等を
探すことができます。

利用者別メニューを改善
事 業 主、 国 民 年 金 加 入、
厚生年金保険加入、年金受
給者等、利用者別に年金に
関わる情報が検索できます。

トピックスエリアの設置
通知書の見方やマイナン
バーへの対応等、これまで
はトップページの左右に分
けて掲載していたバナーの
内容を集約しました。

▶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

年金に関する予約相談や質問はこちらまで
年金の請求手続きや受給している年金等について、年金事務所でのご相談を希望される方は、事前に予約受付専用電話
で希望日時等をご予約いただくと、スムーズに進んで便利です。ご相談を希望する日の１か月前から前日まで、予約を
受け付けています。お電話の際は、基礎年金番号がわかる年金手帳もしくは年金証書をお手元にご準備ください。また、
年金に関するご質問は、ねんきんダイヤルにお電話いただくと便利です。
ゴ

ヨ

ヤ

ク

ヲ

予約受付専用電話 0570-05-4890（ナビダイヤル）
通話料がかかります。

050から始まる電話でかける場合は、03-6631-7521（一般電話）

受付時間 月曜～金曜：８時30分～17時15分

ねんきんダイヤル 0570-05-1165（ナビダイヤル）
通話料がかかります。

050から始まる電話でかける場合は、03-6700-1165（一般電話）

受付時間

月曜：８時30分～19時

火曜～金曜：８時30分～17時15分 第２土曜：９時30分～16時

●月曜が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に19時まで受け付けます。

国民年金の任意加入制度

国民年金ひとことメモ

国民年金保険料の未納や国民年金に未加入だった期間があると、その期間に応じて
受給する老齢基礎年金額が少なくなります。満額を受給できる納付済期間480月（40
年）に満たない場合、国民年金の任意加入制度を利用して、60歳以上65歳未満の５年
間に、国民年金保険料の不足分を納めることにより、65歳から受給する老齢基礎年金
の月額を増やすことができます。

任意加入の
条件や手続き等は
右表をご参照
ください！

条

件

❶～❹のすべてを
満たすこと

国民年金保険料額
納付方法

❶日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
❷老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
❸国民年金保険料の納付月数が480月（40年）未満の方
❹現在、厚生年金保険（共済年金を含む）に加入していない方

月額16,540円【令和２（2020）年度】
原則として口座振替。前納制度あり。
本人がお住まいの区市町村の国民年金担当窓口に以下を持参。

手 続 き

◦マイナンバーカードまたは年金手帳

◦預貯金等の通帳

◦印鑑（金融機関届出印）
◦身元確認できるもの（運転免許証、健康保険証、パスポート等）

※マイナンバー（個人番号）で申請する場合で、マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーが確認できる書類（氏名や住所
等の記載事項に変更がない通知カード、マイナンバーが表示されている住民票の写し）と身元を確認できる書類をご提出ください。

ご不明な点は、お住まいの区市町村の国民年金担当窓口または年金事務所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、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

10月は 乳がん啓発月間 です
毎年10月は世界的な乳がん啓発月間で、日本でもピンクリボン運動が全国で行われています。乳がんは、早期発見・
早期治療により治る可能性が高い病気です。30歳頃からだんだんと罹患率が上昇するため、定期的な乳がん検査はとても
大切です。フィオーレ健診クリニックで行う健康診断と一緒に、乳房超音波とマンモグラフィの検査を受けましょう！

乳がんとは？
乳がんは乳腺にできる悪性腫瘍です。約90％は乳管（母乳の通り道となる管）に腫瘍ができる乳管
がんで、約５～10％が小葉（母乳を作る場所）にできるがんです。病気の進行とともに、しこりや皮
膚のひきつれ、乳頭から血の混じった分泌物が出る等の症状がみられることもあります。

フィオーレ健診クリニックでは、次の乳がん検査を実施しています
乳房超音波
5,000円（税抜）

マンモグラフィ
5,500円（税抜）

乳房表面にゼリーを塗って、その上から超音波をあてます。乳腺
や乳管の状態や小さな腫瘤の有無を調べます。
乳房を専用の装置ではさみ、平らに押さえてX線撮影します。痛み
を感じる方もいますが、平らに押さえることで写真の質が向上し、
被ばく線量も減少します。微小な石灰化の有無を調べます。

乳房超音波とマンモグラフィはどう違うの？
乳房超音波とマンモグラフィでは、見えるものが違います。
乳房超音波 ………… しこりを作るがんの発見に有効
マンモグラフィ …… 石灰化を作るがんの発見に有効
※20・30代の方は一般的に乳腺が多いので、乳房超音波をおすすめします。

妊娠中、授乳中、断乳後半年以内、豊胸術
をされている、身体に医療機器（ペースメー
カー、VPシャント、CVポート）を挿入後
の方は、マンモグラフィを受けられません。

フィオーレ健診クリニックはマンモグラフィ検診 施設・画像認定施設です
特定非営利活動法人 日本乳がん検診精度管理中央機構が、マンモグ
ラフィ検診の精度維持・向上を目的として、その施設の検査装置や撮
影した写真、撮影の際のX線量等を総合的に判断し、必要な基準をすべ
て満たしている施設のみを認定しているものです。
フィオーレ健診クリニックでは、同機構の審査を受け、施設・画像認
定を取得しています。また、マンモグラフィおよび乳房超音波の画像読
影は、同機構で認定・講習を受けた専門医が行っています。

自信を持っておすすめできる検査です。健診を受けるこの機会に、ぜひ乳がん検査をご受診ください。

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

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

会員特典のご案内

2020年度後半

東京社会保険協会では、会員とその家族に、会員特典をご案内しています。今号では、
2020年度後半の社会保険事務講習会と会員健診や各種検査についてご案内します。
新型コロナウイルスの影響により、私たちの生活は一変しました。東京社会保険協会も各種事
業の実施が難しい状況となりましたが、先の見えないコロナ禍でも感染予防対策を行いながら、
「心の安心」
「体の安心」をサポートしていきます。引き続き、ご理解とご協力をお願いします。

講習会

協会だよりワンコも
アマビエに変身！

健診・検査

社会保険の基礎知識

振替開催

概要

資格の取得や喪失、出産や疾病の給付等、
社会保険制度の仕組みや手続き

日時

2021年２月４日（木）・５日（金）
①10時～12時 ②14時～16時

会場

電設年金会館

費用

会員：無料

会員健診

※料金は税抜

健診コース
会員ドック

通常料金 → 会員料金
36,000円 →

28,800円

期間

2020年12月～2021年３月

施設

フィオーレ健診クリニック
鶯谷健診センター 葛飾健診センター
健診プラザ日本橋 健診プラザ両国
八王子健康管理センター

会員以外：5,000円

60歳からの雇用保険・社会保険等
概要

60歳以降の働き方の変化（定年から再雇用、
短時間勤務等）と、それに伴う社会保険制度
および雇用保険や社会保険の手続き

日時

2021年２月16日（火）・17日（水）
18日（木）14時～16時

会場

電設年金会館

費用

会員：無料

会員以外：5,000円

季節のイベント開催予定
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協会だより

冬の

社会保険事務

講

習

検査

会
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日帰りバスツアー（いちご狩り＆
酒々井プレミアム・アウトレット）や
観劇会（ミュージカル「パレード」、
「ローズのジレンマ」）等も予定してい
ます。詳細は、11月初旬発行の『協会
だより』№48をご覧ください。

※料金は税込

通常料金 → 会員料金
49,500円 →

32,000円

52,800円 →

48,000円

38,500円 →

36,000円

MRI全身がん

132,000円 →

110,000円

心臓ドック

130,460円 →

124,000円

心臓ドック＋MRI脳

162,360円 →

155,000円

MRI脳
MRIレディースセット
（子宮卵巣＋乳房）

詳細▶ 新報11・12月号／協会だより№48

一般財団法人 東京社会保険協会

MRI・ドック

MRI上腹部
（肝臓・胆のう・すい臓）

期間

～2021年３月末

施設

メディカルスキャニング（24施設）
心臓画像クリニック飯田橋

202

詳細▶ 協会だより№48
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会長

に

2020.11

会員事業所にのみ
お配りしている
広報誌だワン

お問い合わせ

会員事業グループ

TEL 03-5292-3596

社 会 保 険 新 報

期間限定 会員特典

2020.10 ― ❽

横浜・八景島シーパラダイス

日本最大級のアクアミュージアムをはじめとするテーマの異なる４つの水族館、
絶叫系からファミリー向けまで種類豊富なアトラクション、メニュー豊富なレス
トラン、マリングッズが揃うショッピングストア等、１日中楽しめる横浜・八景
島シーパラダイス。2020年10月1日（木）から11月30日（月）までは、期間
限定で感謝月間特別プランチケットを発行しています。通常料金よりもお得な
特別料金で入場できますので、ぜひご利用ください！

アクアリゾーツパス

全天候型カートアトラクション誕生

（水族館４施設パス）
券種

通常料金 → 特別料金

大人・高校生

3,000円 →

2,100円

小・中学生

1,800円 →

1,260円

900円 →

630円

2,500円 →

1,750円

幼児（４歳以上）
シニア（65歳以上）

「マリンカート ファンタジア」
カートに乗って、迷子になった
スターフィッシュを探し出そう！

ワンデーパス
（アクアリゾーツパス＋アトラクションフリーパス）
券種

通常料金 → 特別料金

大人・高校生

5,200円 →

4,100円

小・中学生

3,700円 →

3,100円

幼児（４歳以上）

2,100円 →

1,650円

シニア（65歳以上）

3,700円 →

3,100円

詳しくは、東京社会保険協会ホームページの【会員限定ページ】でご確認ください。

【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

季節の健康
TOPICS

インフルエンザの予防接種はお早めに！
インフルエンザの予防接種はお早めに
！

2019/2020シーズンのインフルエンザにかかった人数は、過去５年間でもっとも
少ない728万人となりましたが、依然として多くの人がかかるリスクのある感染症で
す。流行シーズン前に接種しておきましょう。流行シーズンのピークは、例年１月下
旬から３月にかけてです。ワクチンの効果は、接種の２週間後から約５か月間とされ
ていますので、ピークに備えるためには遅くても12月中旬までの接種が必要です。
今冬は新型コロナウイルスの流行とインフルエ
ンザシーズンが重なることが危惧されています。
2020/2021 冬シーズンのインフルエンザワクチン
手洗いやマスクの着用等、共通する予防策も多く
・A/Guangdong-Maonan（広東- 茂南）/SWL1536/2019（CNIC-1909）
（H1N1）
・A/HongKong（香港）/2671/2019（NIB-121）
（H3N2）
ありますが、インフルエンザにはワクチンがあり
・B/Phuket（プーケット）/3073/2013（山形系統）
ますので、少しでもリスクを減らすために、接種
・B/Victoria（ビクトリア）/705/2018（BVR-11）
（ビクトリア系統）
しておきましょう。

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

