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年頭のごあいさつ
新年おめでとうございます。
会員事業所の皆様をはじめ、『社会保険新報』をご愛読の皆様方には、お健やかに
新しい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、おかげさまで健診事業を
はじめ、各事業とも順調に推移しております。あらためて厚く御礼申し上げます。
さて、政府においては、保育の受皿整備など「人づくり革命」と企業の設備投資促
進などによる「生産性革命」の推進に重点を置いた2018年度予算編成の基本方針を
一般財団法人
示し、これを少子高齢化に対応するための「車の両輪」と位置づけ、必要な予算措置
東京社会保険協会会長
を講じるとともに、「一億総活躍社会」を目指した「働き方改革」を推進することと
猿渡 智
されています。もとより、国民生活の基盤をなす社会保障制度の充実、とりわけ医療
保険・年金保険制度を将来にわたり安定的に運営する財源の確保は、最も重要な課題であり、予定されてい
る消費税の引き上げによる税収を活用するなどの施策を通じて、国民が将来にわたって安心して暮らせる社
会の実現を期待するものであります。
ご案内のとおり、本会は会員事業所から納付された会費を財源として、社会保険制度の周知のための各種
事務講習会等の開催やWEB版『社会保険新報』の配信、会員事業所の被保険者や被扶養者のための福利厚生
事業を展開しております。また、直営施設「フィオーレ健診クリニック」においては、多くの保険者にご契
約をいただき、各種の健康診断や保健指導を通じて、皆様方の健康管理のお手伝いをしております。
本年も、社会保険制度に関する最新の情報を皆様方に的確に周知できるよう、また、各事業のさらなる充
実に努め、皆様方のお役に立てるよう取り組んでまいる所存でございますので、引き続き、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いたしまして、年頭のご挨拶といたします。

新春を迎え、謹んでご挨拶を申し上げます。
事業主並びに被保険者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。また、昨年中は公的年金事業の円滑な運営にご理解とご協力を
賜り、厚く御礼申し上げます。
日本年金機構におきましては、平成27年５月に発生した「不正アクセスによる情
報流出事案」および昨年９月の「振替加算の未払い事案」を踏まえ、平成27年12月
に「業務改善計画」を取りまとめ、組織改革、人事改革、業務改革および情報開示・
日本年金機構
共有の促進を柱とする改革などの取り組みを行い、また、昨年９月には本部内に「年
新宿地域代表年金事務所長
金給付適正化プロジェクトチーム」を設置し、お客様の権利回復を進めるなど、組織
北田 重夫
を挙げて取り組んでいるところです。
公的年金制度につきましては、時代の変化等に対応し、年金制度を安定的に持続させるため、５年に１度、
財政検証を行って点検するとともに、逐次、制度改正が行われております。昨年８月には「年金受給資格期
間の短縮」が施行されました。年金をお受けいただく受給資格期間の要件として、これまで国民年金、厚生
年金保険、共済組合等の年金加入期間が25年以上必要とされていましたが、これを10年以上に引き下げる
ものです。
また、年金支給額の新たな改定ルールを盛り込んだ年金制度改革関連法案の動向も注視されるところです
が、日本年金機構といたしましては、今後予定される法律改正の円滑な施行・実施に向け、万全を期してま
いる所存です。
今後とも、公的年金制度の維持・発展に向け、取り組みを強化してまいりますので、東京社会保険協会並
びに会員の皆様におかれましては、一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
年頭にあたり、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お祈りいたしまして、新
年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
あけましておめでとうございます。
『社会保険新報』をご覧の皆様におかれましては、清々しく新年を迎えられたこと
とお慶び申し上げます。また、日頃より協会けんぽ東京支部の円滑な事業運営に多大
なるご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「健康優良企業を目指し、企業全体で社員の健康づくりに取組むことを宣言
する」という「健康企業宣言」をスタートさせて２年余り、協会けんぽ加入事業所の
宣言数は600社となりました。
全国健康保険協会
さらには、取組みを進めていただいた44社の事業所が「健康優良企業（銀）」の認
東京支部支部長
定を受けているところです。
元田 勝人
この取組みは、
「日本健康会議」（2015年発足）で、
「協会けんぽ等保険者のサポー
トを得て健康宣言等に取組む企業を１万社以上とする」ことを目標として掲げられたことを受けてスタート
しましたが、昨年中には全国で12,000社以上が宣言するまでとなりました。今後もより多くの事業主の皆
様に宣言いただくべく、鋭意努力してまいります。
また、私どもは、以前からジェネリック医薬品の使用促進にも力を入れてまいりました。おかげさまで、ジェ
ネリック医薬品の使用割合は月を追うごとに上昇し、協会けんぽ全体では70.1％となり、国の目標を上回る
ことができました。
今後は、新たな国の目標値80％を目指し、東京支部といたしましても、全国に追いつけ追い抜けという気
持ちで頑張ってまいります。皆様におかれましては、一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ
る次第です。
このほか、健診・保健指導の実施率向上や健康保険の給付に関する審査・レセプト点検の強化に加え、慢
性腎臓病（CKD）や糖尿病の重症化予防を目的に、医療機関に早めに受診いただけるようにご案内するなど、
加入者の皆様の健康増進や医療費適正化に、引き続き職員一丸となって励む所存です。
新しい年が皆様にとって実り多き年でありますよう心よりお祈り申し上げます。

あけまして、おめでとうございます。
国内外ともに、さまざまな不安要因が増大していますが、今年一年が平和で、私た
ちの健康と福祉が脅かされることがないよう願わずにはいられません。
ちょうど60年前、今年と同じ戌年だった1958年に、カナダ生まれの経済学者J.K.ガ
ルブレイスが、20世紀を代表する福祉国家論『ゆたかな社会』をアメリカで出版し
ています。日本では、鈴木哲太郎氏による邦訳が1960年に出版され、現在は岩波現
代文庫に入っています。
『社会保険新報』編集委員長
『ゆたかな社会』の読み解き方については諸説ありますが、社会保険・社会保障に
真屋 尚生
「ゆたかな社会」における「経済的保障」
（日本大学名誉教授・商学博士） 関連する論点として非常に興味深いのが、
の重要性についての、大略、次の指摘です。
「不安の緩和と生産の増大は矛盾しないばかりでなく、両者は密接に結びついている。高度の経済的保障は
最大の生産のために不可欠であり、高水準の生産は経済的保障のために不可欠である。」
これを現代に引き寄せ、社会保険・社会保障の視点から解釈すると、経済発展と社会保険・社会保障は、
表裏一体となり、車の両輪となって、私たちの暮らしに安定をもたらす、ということになりそうです。課題
山積ではあっても、今年一年を調和のとれた成長と安定の年にしたいものです。
本誌『社会保険新報』は、読者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、編集方針を昨2017年後半に
少し変更し、年金関連の記事を増やすとともに、健康関連情報を随時掲載しています。今年も、編集委員一同、
社会保険に関連する「最新の情報を、迅速かつ正確に、どなたにも理解していただきやすい」かたちでお届
けしてまいります。これまで同様、本誌をご愛読ご活用くださいますようお願い申し上げます。
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協会けんぽ 東京支部 からの

賢 い 患 者 学

医療費の上手な節約術

病気やけがで病院にかかったとき、病院の窓口で保険証を提出すると、加入者の皆様が負担する医
療費は１～３割。残りの７～９割は、加入者ご本人（被保険者）の報酬に応じた健康保険料で賄われ
ています。
年間にしてどれくらいの医療費がかかっているか、ご存じですか。
下のグラフは、協会けんぽ東京支部の加入者１人当たりの医療費の推移です。
この年度の医療費を平均加入者数で割った金額が年々増えていることがわかります。

加入者１人当たりの医療費の推移（協会けんぽ東京支部）

■医療費

（円）
円

 己負担額と健康保険負担額を
自
合計した年度ごとの総額です。

■自己負担額
円
円
円

保険証を医療機関等の窓口に
提出すると、年齢等に応じて、
かかった医療費の１～３割を
負担します。
＜自己負担割合＞

円

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

①義務教育就学前………… ２割
②義務教育就学～69歳… … ３割
③原則70～74歳で標準報酬
月額が28万円以上… …… ３割
④原則70～74歳で標準報酬
月額が28万円未満… …… ２割
⑤④のうち、昭和19年４月１日
生まれ以前……………… １割

医療費が増えれば、その分、健康保険料率は上がります。だからといって、「具合が悪いのに病院にかからないで我慢」
することは、医療費を下げる根本的な解決にはなりません。むしろ放っておいて重症化してしまう事態も考えられます。
しかし、医療費のムダをなくすことはできます。
体調が悪いことを我慢することなく、次の５つのポイントで、医療費を賢く上手に節約しましょう。

はしご受診をしない！

救急相談を利用しよう！

受診する時間に注意！

治療中なのに、
「新しくできた
病院のほうがよさそう」等の安易
な理由で、医療機関等を次々に
変えるはしご受診は、健康上も
経済的にも大きなムダです。

子どもの病気で受診が必要か
どうか迷ったときは、小児救急
電話相談「＃8000」をプッシュ！
受付時間等は、厚生労働省ホーム
ページでご確認ください。

夜間、休日に医療機関等で受診
すると、割増料金がかかります。
緊急時以外は、診療時間内に受診
しましょう。

かかりつけ医・
かかりつけ薬局をもつ！
かぜ等の軽い症状で受診する
場合、まずは近所のかかりつけ医
で受診しましょう。

ジェネリック医薬品を使う！
協会けんぽの加入者の約６割が、
ジェネリック医薬品に切り替えて
い ま す。 医 療 機 関 等 や 薬 局 で、
ジェネリック医薬品に変更できる
かどうか相談してみましょう。

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

年金事務所内 協会けんぽ特設窓口一部終了 のお知らせ
協会けんぽ東京支部では、お客様のご利用状況を踏まえて、現在開設中
の年金事務所内協会けんぽ特設窓口のうち、一部を終了することといたし
ました。
協会けんぽの手続きのうち、大半は郵送で行うことができます。
窓口までお越しいただいたり、お待ちいただくことのない
郵送での申請をご利用ください。
また、電話で問い合わせていただくこともできます。

終了する協会けんぽ特設窓口

池

袋

最終営業日は、平成30年１月31日（水）です。
※年金事務所の業務は従来どおりで、変更ありません。
◆平成30年２月以降も開設している協会けんぽ特設窓口◆
年金事務所内特設窓口
支部窓口

千代田・新宿・渋谷・品川・足立・江戸川
協会けんぽ東京支部（中野）

◎特設窓口は、来訪者専用の受付・相談
窓口です。電話でのお問い合わせは、
受け付けていません。

届書・申請書作成支援サービスを開始しました！
これまでの手書きの届書・申請書に加え、入力可能なPDFを新たにご用意しました。
PDFを使用すれば、印刷や必要事項の入力などはもちろん、入力漏れや形式の誤りを自動的に確認でき、再提出の
手間がなくなります。
●サービスの対象となる届書・申請書および動作環境等の詳細については、協会けんぽホームページをご参照くだ
さい。
●PDFを表示するためには、
「Adobe Reader」
（無償）が必要です。※「Adobe Reader」は、アドビシステムズ社の商標です。
●手書きでの記入や押印が必要な項目があります。届書・申請書の提出前に、必ずご確認ください。
必要な届書・申請書をクリックすると、入力用の申請書様式が
それぞれ表示されます。

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

短時間労働者の適用拡大
平成28年10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険・健康保険の適用対象と
なっています。
短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険の適用対象となったことで、10年以上、保険料を納付すると、老齢基礎年金
に加え、報酬比例部分の老齢厚生年金を受け取ることができる等、将来の所得保障が手厚くなります。
この適用を受けるには、特定適用事業所であることと短時間労働者であることの２つの要件を満たすことが必要です。

特定適用事業所
① 法人・個人に属する適用事業所で、次の要件が見込まれる適用事業所
同一の事業主（法人番号が同じ適用事業所）の厚生年金保険の被保険者数の合計が、１年で、６か月
以上500人を超えると見込まれること。

② 任意で短時間労働者の適用拡大の申出をして受理された適用事業所
年金機能強化法の改正により、厚生年金保険の被保険者数の合計が500人以下でも、労使の合意（※）
に基づき、事業所単位で、短時間労働者について適用対象の申出が可能となり、受理されれば、特定
適用事業所として該当処理される。
（※）労 使の合意とは、過半数で組織する労働組合の同意、もしくは、労働組合がない場合は、その事業所に使用される２分の１以上同意
対象者の過半数を代表する方または２分の１以上の同意のこと。

短時間労働者
勤務時間・勤務日数が常時雇用者の４分の３未満で、次の①～④のすべてに該当する方を短時間労働者といいます。

① 週の所定労働時間が20時間以上ある
就業規則や雇用契約書等により、通常の週に勤務すべき時間が20時間以上ある。

② 雇用期間が１年以上見込まれる【次のa ～ cのいずれかに該当】
ａ．期間の定めがなく雇用されている
ｂ．雇用期間が１年以上である
ｃ．雇用期間が１年未満だが、次のいずれかに該当する
◦雇用契約書に契約が更新されるまたは更新される可能性がある旨が明示されている。
◦同様の雇用契約により雇用された方が、更新により１年以上雇用された実績がある。

③ 賃金の月額が88,000円以上である
週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が88,000円以上である。

④ 学生でない方
大学（大学院）
、高等学校、専修学校、各種学校（修業年限が１年以上の課程）等に在学する学生の方は、適用対象外。

厚生年金保険の標準報酬月額の下限の改定
短時間労働者の適用拡大に伴い、平成28年10月１日から、厚生年金保険の標準報酬月額の下限に、新たな等級
（第１等級：月額88,000円）が追加されています。
改
標準報酬

正

前

改
報酬月額

等級

月額

１

98,000

円以上

標準報酬
円未満

93,000～101,000

正

後
報酬月額

等級

月額

１

88,000

円以上

円未満

83,000～93,000

▶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（http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/）まで
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退職後の年金制度への再加入について
20歳以上60歳未満で退職された方は、次の点に注意のうえ、年金制度への再加入をお願いします。

退職後に再就職した場合の手続き
■ 退職後も継続して再雇用された場合
事業主が、「厚生年金保険被保険者資格喪失届」と「厚生年金保険被保険者資格取得届」を同時に年金事務所へ提出。

■ 厚生年金保険適用事業所に新たに再就職された場合
事業主が、再就職日から５日以内に、
「厚生年金保険被保険者資格取得届」を年金事務所へ提出。

■ 特定適用事業所の短時間労働者（パート等）として再就職された場合
事業主が、再就職日から５日以内に、
「厚生年金保険被保険者資格取得届」を年金事務所へ提出。

上記以外の場合の手続き
■ 退職等により失業された場合
本人または世帯主が、退職日の翌日から14日以内に、住所地の区市町村で国民年金の加入手続きを行う。

■ 退職等により失業された第２号被保険者に扶養されていた第３号被保険者の場合
第３号被保険者に該当しなくなるため、本人または世帯主が、退職日の翌日から14日以内に、住所地の区市町村で
国民年金の加入手続きを行う。

■ 退職等により国民年金保険料の納付が困難な場合
国民年金保険料の免除制度について、本人等が、お近くの区市町村または年金事務所で確認する。

国民年金ひとことメモ

平成30年度の国民年金保険料の前納

国民年金保険料は、金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納付できます。納付方法には、現金・クレジット
カード・インターネットのほか、口座振替があります。
国民年金保険料（平成30年度は16,340円／月）は、前納（前払い）により割引されます。
平成30年度の前納のお申し込みは、６か月前納（前期分：平成30年４月から９月分）
・１年前納・２年前納については、
平成30年２月末が締切日となります。なお、口座振替と現金・クレジットカード等では、割引額が異なります。
なお、現段階（平成30年１月現在）では、平成30年度の前納の国民年金保険料はまだ発表されていませんので、参考
までに、平成29年度の前納の割引額を、下表【参考】に掲載します。前納をご検討いただく際に、ご確認ください。

平成30年度 国民年金保険料と
前納の割引額

１か月分保険料額

６か月分保険料額

１年分保険料額

２年分保険料額

現金納付

16,340円

98,040円

196,080円

392,160円

前納の 現金納付・クレジットカード
割引額
口座振替

―

未確定

未確定

未確定

未確定

未確定

未確定

未確定

１か月分割引額

６か月分割引額

１年分割引額

２年分割引額

―

800円

3,510円

14,400円

50円

1,120円

4,150円

15,640円

【参考】
平成29年度 前納の割引額
前納の 現金納付・クレジットカード
割引額
口座振替

※平成29年度の国民年金保険料は、16,490円／月

国民年金保険料の納付や前納に関する詳細は、区市町村やお近くの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（http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/）まで
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東京社会保険協会 フィオーレ健診クリニック

オプション検査のご案内

   からのお知らせ

アレルギー検査

原因となるアレルゲン（＊）を知ることは治療の第一歩

（＊）アレルギー反応を引き起こす物質を「アレルゲン」といいます。

せき、鼻水、くしゃみ…、あなたが悩まされているその症状は、実はアレルギーかもしれません。
花粉症や気管支喘息などのアレルギー性疾患は、体質や環境要因が複雑に絡み合って起こると考え
られているため、まずは、何が原因で症状が起こるのかを知ることが大切です。
フィオーレ健診クリニックでは、採血によるアレルギーのオプション検査を実施しています。
健診と一緒に気になる検査を受けてみてはいかがでしょう。

アレルギー体質かどうか知りたい方

アレルギー体質かどうかを判定します。

■非特異的IgE抗体…………………………………………………………………………………………… 料金：1,620円（税込）

何のアレルギーを持っているか知りたい方
…………………………………………………………………… 料金：10,800円（税込）
■View39（39項目のアレルゲン）
 しの採血量で、一度に39項目のアレルギーの原因を調べられる検査です。
少
ハウスダストや花粉、食品表示義務７品目を含むアレルギー性疾患の主要な原因となるアレルゲンが網羅されています。

吸入系その他アレルゲン

食物系アレルゲン

室 内 塵

◦ヤケヒョウヒダニ

動

物

◦ネコ皮屑

◦イヌ皮屑

牛

乳

◦ミルク

昆

虫

◦ゴキブリ

◦ガ

小

麦

◦小麦

樹

木

◦スギ

豆・穀・種実類

◦大豆

◦そば

甲 殻 類

◦エビ

◦カニ

果

◦キウイ

◦ヒノキ

草 本 類

◦カモガヤ
◦ブタクサ

空中真菌

◦アルテルナリア

真菌その他

◦カンジダ

◦ハウスダスト

◦ハンノキ

卵

◦シラカンバ

◦オオアワガエリ
◦ヨモギ
◦アスペルギルス

◦マラセチア

原因が思いあたる方

◦卵白

物

魚・肉類

◦ラテックス

◦オボムコイド

◦ピーナッツ

◦リンゴ

◦米

◦ゴマ

◦バナナ

◦鶏肉 ◦牛肉 ◦豚肉
◦マグロ ◦サケ ◦サバ

下記の各種アレルギーセットをご用意しています。

■樹木花粉セット（スギ、ヒノキ、ハンノキ）…………………………………………………………… 料金：3,240円（税込）
■植物花粉セット（カモガヤ、ブタクサ、ヨモギ）……………………………………………………… 料金：3,240円（税込）
■甲殻類セット（エビ、カニ）……………………………………………………………………………… 料金：2,160円（税込）
■食物セット（卵白、ミルク、小麦、そば、ピーナッツ）… …………………………………………… 料金：5,400円（税込）
■屋内系セット（ヤケヒョウヒダニ、ハウスダスト、アルテルナリア、アスペルギルス）………… 料金：4,320円（税込）
■果物セット（キウイ、リンゴ、バナナ）… ……………………………………………………………… 料金：3,240円（税込）
■動物セット（ネコ皮屑、イヌ皮屑）… …………………………………………………………………… 料金：2,160円（税込）

次号（２月号）は、健診に関するよくある質問 についてご案内する予定です。

フィオーレ健診クリニック
健診予約専用ダイヤル
お 問 い 合 わ せ

A2
「東新宿」駅 出口
から徒歩１分

大江戸線
副都心線

TEL 03-5287-6211
TEL 03-5287-6217

電話受付 月曜日～金曜日 9：00～17：00
時間
土曜日健診実施日 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 http://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

