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５
MAY

平成 30 年／ No.811

目次

▪協会けんぽ東京支部からのお知らせ
◦被扶養者資格の再確認に
ご協力をお願いします／２
◦健診を受けた後は 特定保健指導を！！／３
◦江戸川・足立年金事務所内の
協会けんぽ特設窓口を終了します／３

▪日本年金機構からのお知らせ

▪フィオーレ健診クリニックからのお知らせ
◦巡回健診のご案内／６

▪東京社会保険協会からのお知らせ
◦社会保険の基礎知識事務講習会／７～８

▪季節の健康TOPICS
◦ヒアリに注意！／８

◦平成30年度 年金額改定等／４
◦平成30年度 在職老齢年金の支給停止調整開始額／４
◦マイナンバー（個人番号）による手続き／４～５
◦国民年金ひとことメモ／５
東京社会保険協会のホームページ ▶▶ http://www.tosyakyo.or.jp

社 会 保 険 新 報

平成 30.5―❷

協会けんぽ 東京支部 からの

被扶養者資格の再確認にご協力をお願いします
平成29年度の実績
解除人数

約7.6万人

解除による効果

ご協力いただき、
ありがとうございました。

高齢者医療制度への
拠出金の負担軽減

約18.4億円

被扶養者から除かれた理由は、
「就職したが、解除の届出を年金事務所に提出していなかった」が大半
でしたが、収入超過もありました。

実施方法

再確認の対象者

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。

協会けんぽにご加入の被扶養者

送付物到着
提出期限

平成30年６月中旬から７月中旬
平成30年８月17日

次の方は、再確認の対象外です。
◦平成30年４月１日において18歳未満の方
◦認定日が平成30年４月１日以降の方
◦任意継続被保険者の被扶養者

被扶養者資格の再確認の流れ
平成30年６月中旬から順次、次の書類をお送りします。

協会けんぽ

◦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

再確認の対象者がいない事業所
にはお送りしません。

被扶養者資格をご確認ください。
■ 解除となる被扶養者がいる場合
 除となる被扶養者の保険証を添えて、
解
「被扶養者状況リスト（正）」
と「被扶養者調書兼異動届」をご提出ください。

事業主様

返信用封筒には、これら以外
の書類は同封しないようお願
いします。

■ 解除となる被扶養者がいない場合
「被扶養者状況リスト（正）」のみをご提出ください。
提出期限
平成30年８月17日

協会けんぽ

同時期実施

×

●「被扶養者状況リスト（副）」は、事業主様が保管してください。
●国民健康保険への切り替えなど、解除の手続きをお急ぎの場合は、
「健康保険被扶養者（異動）届」
を日本年金機構へ直接ご提出ください。

ご提出いただいた書類一式の内容を確認します。
「被扶養者調書兼異動届」は、日本年金機構へ回送します。

「マイナンバー確認リスト」にもご協力ください！！

被扶養者および70歳以上の被保険者のうち、協会けんぽに登録されている情報と住民票の情報が異なる等の理由で、
マイナンバーの確認ができていない方に、「マイナンバー確認リスト」を別途お送りします。マイナンバー未確認の方が
いない場合は、お送りしません。

お届け時期

●６月中旬頃の事業所様
●６月下旬以降の事業所様

提出期限

●平成30年６月29日（金）
●平成30年８月17日（金）

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

特定保健指導を！
！

健診を受けた後は

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歳～
74歳の方に特定保健指導を実施しています。特定保健指導の対象となるかどうか、健診結果を確認しながら下
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、
積極的に特定保健指導をご活用ください。

健診結果でチェック！！
男性：85cm以上
女性：90cm以上

腹囲

男性：85cm未満
女性：90cm未満

腹囲＋BMI

＋BMIが25以上

いくつのリスクが当てはまりますか？

血圧

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

または

脂質

中性脂肪値：150mg/dl以上
HDLコレステロール：40mg/dl未満

または

血糖

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

または

上記のリスクに１つでも当てはまる場合のみチェック ▶

チェックの数

チェックの数

２つ以上 積極的支援
１つ
動機づけ支援

積極的支援
初回面接

３つ以上 積極的支援
１つか２つ 動機づけ支援

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。

電話やお手紙等で定期的にサポートします。

３～6か月後

電話やお手紙等で生活習慣改善状況等を
伺います。

特定保健指導専用ダイヤル

チェックの数 健診結果の見方や生活
習慣改善のための情報
０
提供を行います。

動機づけ支援
初回面接

健康づくりにチャレンジ！
途中

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

電話やお手紙等で生活習慣改善状況等を
伺います。

03-6853-8100

江戸川・足立 年金事務所内の協会けんぽ特設窓口を 終了します
平成30年５月31日（木）をもちまして、江戸川・足立年金事務所内の協会けんぽ特設窓口を終了します。
協会けんぽへの手続きは、郵送でお願いします。

平成30年６月以降も開設中の協会けんぽ窓口
■ 年金事務所内の特設窓口：千代田・新宿・品川・渋谷 ■ 協会けんぽ東京支部の窓口

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

平成30年度 年金額改定等

平成30年度の年金額は、法律の規定により、平成29年度から据え置き
総務省より、平成29年度の平均全国消費者物価指数が公表され、平成30年度の年金額は、法律の規定
により、物価・賃金によるスライドは行われず、平成29年度から据え置きとなります。
また、平成30年度の年金額による支払いは、通常、４月分の年金が支払われる６月からとなります。

平成30年４月分からの年金額【月額】
国民年金

【老齢基礎年金（満額）：１人分】

厚生年金（※）

【夫婦２人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額】

平成29年度

平成30年度

64,941円
221,277円

64,941円
221,277円

（※）厚生年金は、夫が平均的収入（平均標準報酬月額（賞与を含む月額換算）42.8万円）で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦で
あった世帯が年金を受給し始める場合の給付水準です。

年金額の改定ルール
年金額の改定については、法律上、賃金水準の変動がマイナスで物価水準の変動がプラスとなる場合には、年金を
受給し始める際の年金額（新規裁定年金）、受給中の年金額（既裁定年金）ともにスライドなしとすることが規定
されています。
平成30年度の年金額は、年金額の改定に用いる名目手取り賃金変動率がマイナス（▲0.4％）で物価変動率が
プラス（0.5％）となることから、新規裁定年金・既裁定年金ともにスライドなしとなります。
＊マクロ経済スライドによる調整は行われず、未調整分は繰り越されます。

平成30年度 在職老齢年金の支給停止調整開始額
平成30年度の在職老齢年金の支給停止調整開始額等については、平成29年度から据え置きとなります。

平成30年４月分からの年金支給停止調整開始額【月額】
60歳台前半（60歳～64歳）の支給停止調整開始額
60歳台前半（60歳～64歳）の支給停止調整変更額
60歳台後半（65歳～69歳）と70歳以降の支給停止調整額

平成29年度
28万円

平成30年度
28万円

46万円
46万円

46万円
46万円

マイナンバー（個人番号）による手続き
日本年金機構では、平成29年１月から、マイナンバー（個人番号）による年金相談や年金記録の
照会を受け付けていますが、さらに、平成30年３月５日からは、これまで基礎年金番号で行って
いた各種届出や申請についても、マイナンバーを利用できるようになりました。住所変更届や氏名
変更届の省略についても、マイナンバーでの対応を開始しています。
今後も、行政機関における情報連携の仕組みをマイナンバーに活用し、住民票などの添付書類の
提出も省略していく予定です。

被保険者・受給権者の皆様
年金相談や年金記録の照会

◦マイナンバーと基礎年金番号が紐付けされている方は、マイナンバーが利用できます。
基礎年金番号がわからない場合でも、マイナンバーがあれば、相談や照会が可能です。
◦マイナンバー等を利用せずに窓口でご相談等をされる場合は、本人確認の原本（運転
免許証等）を提示していただく必要があります。

これまで基礎年金番号を
記入していた届書

原則として、マイナンバーを記入してください。マイナンバーの利用により、これまで
必要だった添付書類の提出が不要になる等、利便性が向上します。
※ 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（http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/）まで
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からの

事業主の皆様
これまで基礎年金番号を
記入していた届書

原則として、マイナンバーを記入してください。基礎年金番号の記入は不要です。

利用目的の明示と本人確認措置が必要となります。
【利用目的の明示】個人情報保護法の規定に基づき、年金関係事務における利用等の
従業員のマイナンバーを
利用目的を、従業員に通知または公表する必要があります。
（取得）記入する際の留意点
【本人確認措置】マイナンバーが正しい番号であることの確認（番号確認）と正しい
持ち主であることの確認（身元確認）が必要です。

健康保険・厚生年金保険
被保険者資格取得届

マイナンバーの記入により、住基ネットから住民票上の住所の取得ができるため、
被保険者の住所の記載が省略できます。

住所変更届、氏名変更届

被保険者の住所変更届および被保険者・受給権者の氏名変更届に関して、マイナンバー
と基礎年金番号が紐付けされている方は、日本年金機構への届出を省略できます。

日本年金機構へのマイナンバー提供のお願い
日本年金機構へ各種届書を提出される際は、原則として、マイナンバーの記入をお願いいたします。
日本年金機構では、マイナンバーと基礎年金番号が紐付けされていない方については、平成29年12月に、
対象者の一覧表を事業主の方に送付し、マイナンバーの提供をお願いしております。いまだ報告されて
いない事業主の方は、送付したお知らせに基づき、マイナンバーを提供いただきますようお願いいたします。

通知カード・マイナンバーカード・マイナンバー制度についてのお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
【受付時間】月曜～金曜

９時30分～20時／土曜・日曜・祝日

音声ガイダンスでご案内しています。

９時30分～17時30分

※12月29日～１月３日は除きます。

国民年金ひとことメモ

５年後納制度の終了

国民年金保険料の５年後納制度は、時効により納めることができなかった国民年金保険料について、平成
27年10月から平成30年９月までの３年間に限り、過去５年分を納めることができる時限措置制度です。
この時限措置制度は、本年９月をもって終了となりますので、活用をご検討されている方はご注意ください。
なお、５年後納制度をご利用できるのは、次のいずれかに該当する方です。
❶ 20歳以上60歳未満で、過去５年以内に納め忘れの期間（納付・免除以外）や未加入期間がある方
❷ 60歳以上65歳未満で、上記❶の期間のほかに任意加入中に納め忘れの期間がある方
❸ 65歳以上で、老齢年金の受給資格がなく任意加入中に納め忘れの期間がある方
※60歳以上で老齢基礎年金を受給している方は、お申し込みできません。
※特定期間となっている場合は、特例追納をご利用ください。

詳細は、ねんきん加入者ダイヤル、または、最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

ねんきん加入者ダイヤル
0570-003-004

【受付時間】月曜～金曜
９時30分～20時
土曜・日曜・祝日 ９時30分～17時30分
※12月29日～１月３日を除きます。

▶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（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 からのお知らせ

巡回健診のご案内

皆様の職場までお伺いします

巡回健診は、受診者が健診機関に出向く代わりに、健診機関が事業所へお伺いして行う健康診断です。巡回健診車の
派遣費用は必要なく、健診料金のみでご受診いただけます。
フィオーレ健診クリニックでは、巡回健診専門の担当者が事前に職場へお伺いして、ご要望をお聞きすることにより、
スムーズな健診を提供しています。健康診断の手続きや実施について、次のような理由で悩まれている事業所のご担当
者の皆様に、巡回健診をおすすめします。

◦健診機関への予約や日程を調整するのが大変。
◦健診やその往復に社員の業務時間や交通費を費やしたくない。
◦日々の業務が多忙で健診を敬遠しがちな社員が多い。
◦社員が健診を受診したかどうかの把握が難しい。

巡回健診を利用すると
■ 健診が一定期間内で終了し、受診率も向上します。
■ 健診機関に出向く時間や費用を節約でき、１人１時間程度
で終了します。

実施条件
◦巡回健診車の駐車スペース（大型観光バスくらいの大きさ／長さ11m、幅2.5m、高さ3.6ｍ）が必要です。
駐車スペースがない場合でも、道路使用許可をお取りいただければ実施できます。

◦約24㎡（15畳）以上の健診会場（会議室・食堂など）が必要です。
◦原則として、生活習慣病健診対象者20名以上としています。
対象者が少数の場合やその他の健診コースについては、ご相談ください。
健診コースの詳細は、ホームページでご確認ください。

健診時間
生活習慣病健診対象者20名の場合、約２時間で終了します。
原則は午前開始ですが、午後開始もご利用いただけます。ご相談ください。

巡回健診車

健診費用
所定の健診料金のみとなります。（巡回健診車の派遣費用は必要ありません。）

健診結果
２週間程度で発送します。

オプション検査も用意しています。
お気軽にお問い合わせください。

巡回健診風景

次号（６月号）は、脳検査 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

A2
「東新宿」駅 出口
から徒歩１分

大江戸線
副都心線

巡回健診のご予約・お問い合わせ TEL 03-5292-6515

電話受付
月曜日～金曜日 9：00～17：00
時間

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

社会保険の基礎知識事務講習会
事業所の社会保険事務担当者を対象に、初心者向けの1（全般）と中級者向けの2（詳説）に分けて、社会保険の基礎
知識事務講習会を開催します。1と2は、両方またはそれぞれ単独でのお申し込みが可能です。

社会保険の基礎知識事務講習会

社会保険の基礎知識事務講習会

資格の取得や喪失の手続き、出産や疾病の給付等、
社会保険制度の仕組みや手続き等の基礎知識に
ついて。

社会保険の適用等について、また、健康保険の給付、
各種申請書・届書等の記入方法と事務手続きの流れ
とポイントについて、
「全般編」より踏み込んだ内容
で解説。

1（全般／初級）

2（詳説／中級）【会員事業所限定】

概

要

※全４回開催。各回内容は同じです。

※全２回開催。各回内容は同じです。

７月11日（水）13時30分～16時
７月12日（木） 9時30分～12時
７月12日（木）13時30分～16時
７月13日（金）13時30分～16時

開 催 日 時

各回180名

定

員

講

師

特定社会保険労務士 石和 信人 氏
（いしわ社会保険労務士事務所）

【会 員 事 業 所】無料
【非会員事業所】5,000円（１名）
※講習会等は会員事業所からの会費で運営しているため、
抽選の場合、会員事業所の方を優先します。

費

７月19日（木）10時～16時（昼休憩あり）
７月20日（金）10時～16時（昼休憩あり）
【午前】社会保険の適用と事務手続きのポイント
【午後】健康保険の給付の種類、申請書等の記入方法

各回180名
特定社会保険労務士 石和 信人 氏
（いしわ社会保険労務士事務所）

【会 員 事 業 所】無料
【非会員事業所】10,000円（１名）

用
象

※会員事業所限定ですが、定員に満たなかった場合のみ、
非会員事業所の方も参加いただけます。

初めての社会保険事務担当者向け

対

者

６月７日（木）必着

応募締切日

６月14日（木）必着

https://fofa.jp/tosyaky/a.p/204/

Web申込URL

https://fofa.jp/tosyaky/a.p/205/

会員事業所の社会保険事務担当者

開催会場
地下２階大会議室
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応募方法

新宿２丁目交差点

Webまたは郵送でお申し込みください。応募者多数の場合は、抽選とします。
応募結果等は、締切後３週間程度でお知らせします。

Web

郵送

本会ホームページまたはWeb申込URLにアクセスし、
必要事項を入力してください。
応募結果等は、ご登録いただいたメールアドレスに
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
谷駅
宿
込みとなります。
←新
JR 四ツ

８ページの参加申込書に必要事項をご記入のうえ、下記
のお申し込み先まで郵送してください。
応募結果等を郵送しますので、必ず82円分の切手を貼っ
た返信用封筒（宛先を明記）を同封してください。
JR 市ケ
返信用封筒は、お申し込み人数分が必要です。
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TEL 03-5292-3596

社 会 保 険 新 報

平成 30.5―❽

「社会保険の基礎知識事務講習会」参加申込書
参加希望の日時・講習会ごとに１名ずつお申し込みいただき、返信用封筒をそれぞれご用意ください。

７

参加希望の
日
時
講
習
会

月

日

時

分～

社保 1

複数参加希望の場合は、コピーしてそれぞれお申し込みください。

年齢

ふりがな

性別

参加者氏名

連絡先電話番号

男
女

歳代

日中に連絡がとれる電話番号

事 業 所 名
事業所所在地

払 込 受 領証貼付欄

社保 2

〒

会員事業所の方は左に
会員番号を記入してい
ただくか、金融機関の
受領印のある平成30
年度協会費払込受領証
のコピーを本欄に貼付
してください。

健康保険の種類

会
非

員
会

員

会員

番号

非会員

不明

全国健康保険協会
（協会けんぽ）
健康保険組合

協会費払込受領証に記載の７ケタの番号

その他

※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。ご注意ください。
※上記情報は、申し込み受付事務および応募結果の発送ならびに本会事業案内以外に使用いたしません。

キ

リ

ト

リ

ヒアリに注意！

季節の健康
TOPICS

2017年6月、一気に話題となったヒアリ。日本における定着は
まだ確認されていませんが、万が一ヒアリを目の前にしたときに役
立つ、キホンの対処法をご紹介します。

ヒアリのようなアリを見つけたら？

特定外来生物

ヒアリ（火蟻）
体長：2 ～ 6mm

体は
赤茶色
（赤褐色）

腹部は
暗めの色で
つやがある

近くの地面にドーム状の大きなアリ塚 ※ がないか確認し、もし発見した場合
には踏まないよう注意しながら離れてください。アリ塚を刺激すると集団で
攻撃してくる危険性があります。
※ 日本の在来種には、このようなアリ塚をつくるアリはいません。

毒性が強く、刺されると強いアレルギー
反応が出ることがあるため、アメリ
カなどの世界各国で大きな問
題となっています。

手や足を刺してきた！
ヒアリはハチと違い、何回も繰り返し刺してきます。ヒアリを手で払おうとすると、払ったほうの手をまた刺してくる可能性
があるため、手足をバタバタさせてふるい落とすか、ハンカチやタオルで払うのが効果的です。

刺されてしまったら、どうすればいい？
刺された瞬間はやけどのような激しい痛みを感じます。

刺されないためには？
外に置きっぱなし

以下を参考にし、少しでも体調に異常を感じたらすぐに病院

のサンダルは、履

を受診してください。

く前にチェック！

軽度

刺された瞬間、激しい痛みを感じる。その後、
かゆみや膿が生じる。

中度

数分～数十分後、刺された部分を中心に水疱
状に腫れ、じんましんが現れる。

重度

数分～数十分後、アナフィラキシー症状（息
苦しさ、激しい動悸、意識障害）が現れる。

ヒアリ相談ダイヤル

ヒアリを素足
で踏んで刺さ
れないために

ヒアリを素手で触って
刺されないために

庭の手入れをする際はプラ
スチック製の手袋を着用！

0570-046-110

受付時間：９時～17時（12月29日～1月3日を除く毎日）

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

