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先端のプロジェクションマッピングが、夜のドル
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協会けんぽ 東京支部 からの

退職後の健康保険を選んで加入手続きを！
医療保険制度には、主に会社員等が加入する健康保険、自営業者等が加入する国民健康保険、75歳以上になると加入する
後期高齢者医療制度※等があります。日本国内に住所があれば、いずれかの医療保険制度への加入が義務づけられています。
※後期高齢者医療制度の加入者には、後期高齢者医療広域連合から障害認定を受けた65歳以上74歳未満の方を含みます。

75歳未満で退職する場合は、
「再就職する」
「家族の被扶養者になる」
「任意継続被保険者になる（最長
２年間）
」
「国民健康保険に加入する」等の選択肢があり、退職後、いずれかへの加入手続きが必要とな
ります。 ※75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入することになります。

新たな健康保険の加入手続き
75歳未満で退職する
再就職する

再就職しない

（再就職まで期間があく）

就職先の健康保険に加入する
（健康保険の適用事業所）

家族の被扶養者になれない

家族の被扶養者になる

※認定対象者の年間収入が130万円以上
（60歳以上または障害者は180万円以上）

加 入 先

協会けんぽ（任意継続）

国民健康保険

家族の健康保険（被扶養者）

手続き先

お住まいの都道府県の協会けんぽ支部
新しい保険証が発行されます

お住まいの区市町村の
国民健康保険担当課

家族の勤務先

加入要件

次の２つをいずれも満たす必要があります。
◦退職日までに被保険者期間が継続して２か月
以上あること
◦退職日の翌日から20日以内に手続きすること

◦お 住まいの区市町村にお問い
合わせください。

◦家 族が加入している健康
保険の扶養の要件を満た
す必要があります。
◦家 族の勤務先にお問い合
わせください。

保 険 料

◦退職後の保険料は、事業主分も負担するため、
◦お 住まいの区市町村により保
在職時の２倍になります。
険料が異なります。
※１ お住まいの都道府県と退職前に加入していた都道府県の協会けんぽ
支部で保険料率が異なる等、２倍した額にならない場合があります。
◦
保
険料は、世帯の加入人数や前
※２ 保
 険料には上限があります。
年の所得等により決まります。
月額34,890円：（東京都在住の40歳以上65歳未満）
月額29,700円：（東京都在住の40歳未満または65歳以上）
◦保険料の軽減制度があります。
◦原則として、最長２年間は変わりません。
◦お 住まいの区市町村にお問い
※３ 保険料率が変更される場合等を除きます。
合わせください。
◦前納（まとめて先払い）による割引があります。

◦被 扶養者の個人負担はあ
りません。

退職後に協会けんぽの任意継続を選択する場合
お住まいの都道府県の協会けんぽ支部に、健康保険任意継続被保険者資格取得申出書を提出してください。

手続き方法 後日、保険証等を郵送します。申出書は、協会けんぽのホームページからダウンロードできます。健康保
険に関する申請は、窓口でお待ちいただく必要のない、郵送で提出してください。

退職日の翌日から20日以内（20日目が土曜・日曜・祝日の場合は、翌営業日まで）に提出してください。

手続き期限 郵送の場合は、お住まいの都道府県の協会けんぽ支部に20日以内に必着で送付してください。
注意事項
ご注意
ください

被扶養者がいる場合は、被扶養者の収入の有無にかかわらず、生計維持関係を証明できる書類の添付が必要
な場合があります。添付書類の詳細は、健康保険任意継続被保険者資格取得申出書 記入の手引きをご覧
いただくか、お住まいの都道府県の協会けんぽ支部にお問い合わせください。

協会けんぽの任意継続被保険者になると、最長２年間は加入することになります。
「家族の被扶養者になる」
「国民健康保険に加入する」
という理由でやめることはできません。ただし、
「就職して他の健康保険の被保険者になった」
「保険料を納付期限（原則、毎月10日）
までに納付しなかった」等は、任意継続被保険者の保険証が回収され、その資格が無効となります。
※３ページに続く

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
無資格受診が原因で
協会けんぽが返還を求めた金額は

年間 ８億5,900万円

（平成30年度）

無資格受診は保険料率の引き上げの要因となっています！
退職後や扶養から外れた後も保険証を返却せず、無効となった保険証で医療機関等を受診する
無資格受診が増えています。無資格受診は、本来、協会けんぽが負担する必要のない医療費と
なることから、健康保険料率に大きな影響を及ぼし、保険料率の引き上げの要因となります。無効
となった保険証を使用された場合は、退職等をされた方に、法的措置も含めて医療費の返還を
求めています。不要な医療費の支出を防ぐためにも、 事業主の皆様 には、 迅速・確実な保険証
の回収にご協力をお願いします。

令和２年度の協会けんぽ東京支部の
健康保険料率は9.87％となる予定です
令和２（2020）年３月分（４月納付分）から、協会けんぽ東京支部の健康保険料率が9.87％となる予定です。
詳しくは、次号『社会保険新報』2020年３月号でお知らせします。協会けんぽでは、引き続き、経費削減に努
める一方、医療費の伸びを抑えるために、次のような取り組みを行います。

健康保険料率を上げないための協会けんぽの取り組み
健康づくりのための対策
健診・保健指導等
の保健事業の推進

医療費適正化対策

病気の予防・早期
発見についての
情報の発信

健康づくりに
役立つ
情報の発信

医療費の支払審査
（レセプト点検）
の強化

ジェネリック医薬品
（後発医薬品）の
普及活動

被扶養者資格
の再確認

医療費の増加は今後も続くの？
わが国では、2025年には団塊の世代が後期高齢者となる一方、全世代の人口が減少することにより、今後も医
療費の増加が見込まれています。そのような社会情勢のなか、私ども協会けんぽでは、予防や健康づくり事業を充
実させ、長期的な医療費の抑制に取り組んでいます。

メルマガ会員募集中です
登録してね！

毎月５日に、健康づくりに役立つ情報や
協会けんぽ東京支部の最新情報をお届け
しています！
登録は無料です。今すぐ登録を！
※携帯電話・PHS からは登録できません。

協会けんぽ東京支部の
ホームページの
このバナーから登録！

スマートフォンは、
ここから登録！

kyoukaikenpo.or.jp（@マークの後ろ）からのメールを受信できるよう設定してください
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

資格取得届・資格喪失届

厚生年金保険
の
健 康 保 険

３月・４月は、従業員の採用や退職等が多い時期です。従業員を採用したとき、従業員
が退職（または死亡）したときは、事業主は、被保険者資格取得届（70歳以上被用者該
当届）または被保険者資格喪失届（70歳以上被用者不該当届）を、年金事務所（※）に提出
してください。なお、次に該当するパートタイム労働者および短時間労働者についても、
届出が必要です。 （※）健康保険組合に加入している事業所は、健康保険組合にも提出してください。
被保険者の対象となる（または、なっている）パートタイム労働者および短時間労働者とは…
パートタイム労働者
短時間労働者

同一の事業所に使用される通常の労働者の１週間の所定労働時間および１か月の所定労働日数の４分の３
以上を勤務する労働者。

特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤務し、次の①～④のすべてに該当する労働者。①週の所定労働
時間が20時間以上、②雇用期間が１年以上見込まれる、③賃金月額が8.8万円以上、④学生（昼間部）ではない。

従業員を採用したとき

被保険者資格取得届

資格取得日とは、事実上の使用関係が発生した日です。試用期間であっても報酬を支払う等、事実
上の使用関係が生じていれば、その開始日が資格取得日となります。従業員の資格取得日から５日以内
に、届出を提出してください。
◦事
 業主は、氏名・生年月日・性別・住所・マイナンバー（個人番号）または基礎年金番号について、必ず本人確認
のうえ、届け出てください。
◦ 個人番号欄に基礎年金番号を記入する場合は、左詰めでお願いします。
◦ 従業員（被保険者）に扶養する家族がいる場合は、被扶養者（異動）届をあわせて提出してください。
◦ 60歳以上の従業員（被保険者）が、退職後１日の間もなく再雇用される場合は、就業規則の写しと退職辞令の写し、
または、退職日および再雇用日に関する事業主の証明書（事業主印が押印されているもの）のどちらかを添付して
ください。同時に、同日付の資格喪失届の提出が必要です。

従業員が退職（または死亡）したとき

被保険者資格喪失届

資格喪失日とは、
退職（または死亡）した日の翌日です。月の末日に退職（または死亡）した場合は、
翌月の１日が資格喪失日となります。退職（または死亡）した年月日を、備考欄に記入してください。
従業員の資格喪失日から５日以内に、届出を提出してください。
◦退
 職（または死亡）した従業員とその扶養家族（被扶養者）の健康保険被保険者証を必ず添付してください。紛
失等により添付（返納）できない場合は、資格喪失届に理由を記入するか、健康保険被保険者証回収不能届の添
付が必要です。高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証等
の交付を受けている場合も同様です。 ※全国健康保険協会（協会けんぽ）に加入の事業所のみ該当します。
◦6
 0歳未満で退職した場合は、国民年金の加入手続きが必要です。退職日の翌日から14日以内に、マイナンバー（個
人番号）カード、年金手帳等を持参のうえ、お住まいの区市町村または年金事務所で手続きしてください。

資格取得届・資格喪失届に関する詳しい内容は、 日本年金機構のホームページ

⇒

⇒

をご参照ください。

シーン別手続き案内／従業員に関する手続き／▶従業員を採用したときの手続き

事業主の方

▶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をご利用ください！
日本年金機構では、全国の年金事務所や街角の年金相談センター（オフィス）で、年金に関する予約相談を実施して
います。希望日時等をご予約いただきますと、年金事務所等の窓口での年金請求の手続きや受給している年金に関する
相談等がスムーズに進んで便利です。ぜひご利用ください。

予約相談の実施時間

◦月曜日・延長開所日
◦火曜日～金曜日
◦第２土曜日

８時30分～18時
８時30分～16時
９時30分～15時
ゴ

ヨ

ヤ

ク

月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日
初日に18時まで実施しています。

ヲ

（ナビダイヤル）
予約受付専用電話 0570-05-4890
050で始まる電話でかける場合は、03-6631-7521（一般電話）

通話料がかかります。

電話受付時間

月曜日～金曜日（平日） ８時30分～17時15分

◦予約相談は、希望日の１か月前から前日まで受け付けます。お近くの年金事務所でも受け付けています。
◦ご連絡の際は、基礎年金番号がわかる年金手帳または年金証書をお手元に準備してください。
◦一部の街角の年金相談センター（オフィス）では、予約相談を実施していません。

「わたしと年金」エッセイの各賞発表
日本年金機構では、厚生労働省と協力し、11月を
「ねんきん月間」
、11月30日（いいみらい）を「年金
の日」として、皆様に公的年金制度に対する理解を深
めていただくための普及・啓発活動を展開しています。
この取り組みの一環として、皆様から公的年金を
テーマとしたエッセイ「わたしと年金」を広く募集し、
たくさんのご応募をいただきました。誠にありがとう
ございました。
応募総数1,290件のなかから、令和元年度の各賞の
受賞者が発表されましたのでお知らせします。

国民年金ひとことメモ

厚生労働大臣賞
日本年金機構理事長賞
優秀賞

入選

平澤 芽依
大戸 和子
加藤 久弥
佐藤 菜摘希
渡邊
紗
久保田 智子
田澤 隆暁
松石 勝則
松尾 知弥
矢野川 弘貴

さん（岐阜県・高校生）
さん（福島県・50 代）
さん（栃木県・30 代）
さん（北海道・高校生）
さん（福島県・高校生）
さん（岩手県・60 代）
さん（千葉県・20 代）
さん（東京都・40 代）
さん（大阪府・高校生）
さん（北海道・高校生）

20歳到達者の国民年金加入手続きの変更

日本年金機構では、20歳に到達される方に対し、これまでは事前に届出勧奨を行って区市町村に国民年金資格
取得届を提出いただいていましたが、令和元年10月より、その取り扱いが変更されました。
地方公共団体情報システム機構（J-LIS）から提供された20歳到達予定者の情報に基づき、20歳到達日に自動
で国民年金の加入処理を開始し、国民年金加入のお知らせや学生納付特例申請書等を送付（年金手帳は別に送付）
しています。自動で加入処理された方は、資格取得届の提出が不要になりました。
20歳到達月の３か月前以降に国内転入された方等、日本年金機構で20歳到達予定者であると把握できない場合
は、国民年金加入のお知らせが届きません。20歳到達日から２週間ほどを経過しても国民年金加入のお知らせが
届かないときは、ご自身で住所地を管轄する区市町村またはお近くの年金事務所に、国民年金資格取得届をご提
出ください。
ご不明な点は、住所地を管轄する区市町村の国民年金担当窓口もしくは年金事務所へ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

アレルギー検査 ～ View39（39項目のアレルゲン）～
アレルギーってなに？
私たちの身体には、外から入ってきた異物を排除しようとする「免疫」という
機能が備わっています。「免疫」は、本来、細菌やウイルスから身体を守って
くれる大切な仕組みです。ところが、この「免疫」が、食べものやホコリ、花粉
など、身の回りにある通常は身体に害のないものに過剰反応してしまうことがあ
ります。これがアレルギーです。アレルギーを持つ人は年々増加傾向にあり、全
人口の約２人に１人が何らかのアレルギー疾患を有しているとされています。
フィオーレ健診クリニックでは、採血によるオプション検査として、健診と一緒に受けられるアレルギー検査をいくつ
かご用意しています。そのなかでも、おすすめのアレルギー検査として、View39をご紹介します。

View39

12,000円（税抜）

少量の採血で、下表の39項目のアレルギーの原因を一度に調べられる検査です。ハウスダストや花粉、食品
表示義務７品目（卵・乳・小麦・そば・ピーナッツ・エビ・カニ）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。何のアレルギーを持っているか知りたい方に、人気のあるオプション検査です。

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、
ハウスダスト

卵

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、ヒノキ、ハンノキ、
シラカンバ

豆・穀・
種実類

草本類

カモガヤ、オオアワガエリ、
ブタクサ、ヨモギ

甲殻類

空中真菌

アルテルナリア（スズカビ）、
アスペルギルス（コウジカビ）

果物

真菌
その他

カンジダ、マラセチア、
ラテックス

魚・肉類

卵白、オボムコイド

大豆、そば、ピーナッツ、
米、ゴマ
エビ、カニ
キウイ、リンゴ、バナナ
鶏肉、牛肉、豚肉、マグロ、
サケ、サバ
結果表イメージ

原因を知ること、それがアレルギー治療の第一歩です！
せきや鼻水、くしゃみ等、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。まずは、検査を受けて原因を明らかにしましょう。
※アレルギー体質か知りたい、特定のアレルギーについて調べたい方には、別途オプション検査をご用意しています。
詳細は、下記のホームページをご覧ください。

フィオーレ健診クリニック
健診予約専用ダイヤル

保育室完備

「東新宿」駅 A2出口から徒歩１分

03-5287-6211

【電話受付時間】月～金曜日 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
契約宿泊施設を優待価格で！

施設利用会員証をご使用ください

東京社会保険協会では、会員事業所の被保険者とその被扶養者の皆様に、全国社会
保険協会連合会と連名で「施設利用会員証」を発行しています。こちらを提示するこ
とで、契約宿泊施設を優待価格でご利用できます。
2020年４月１日から、新しい「施設利用会員証」を発行します（有効期限2023年
３月31日まで）。会員事業所の皆様は、４月１日以降、現在の「施設利用会員証」が
使用できなくなりますので、新たにお申し込みください。

「施設利用会員証」が使用できる主な契約宿泊施設と優待内容
かんぽの宿
高輪・品川プリンス
ホテルグループ

船員保険会

【優待内容】宿泊料金から一律500円引き（除外日あり）
※優待対象外のプランあり。各種割引券や他の優待との併用不可。

【対象施設】グランドプリンスホテル高輪／グランドプリンスホテル新高輪／
ザ・プリンス さくらタワー東京／品川プリンスホテルの４施設
【優待内容】正規宿泊料金の最大60％引き ※各施設の客室タイプおよび宿泊月により異なる場合あり。
【対象施設】鳴子やすらぎ荘（宮城県）／サンポートみさき（神奈川県）／
箱根嶺南荘（神奈川県）／やいづマリンパレス（静岡県）の４施設
【優待内容】１泊２食の利用で一般料金から通常1,000 円（土曜日・祝前日500 円）割引
※優待対象外の期間およびプランあり。

ダイワロイヤルホテル
プリンスホテル
HMIホテルグループ

【対象施設】27施設
【優待内容】優待プラン
【対象施設】全国のプリンスホテル・スキー場・ゴルフ場等
【優待内容】優待プラン
【対象施設】53施設
【優待内容】優待プラン

詳細は、 東京社会保険協会のホームページ

⇒

会員特典

⇒

宿泊施設の利用割引

でご確認ください。

この機会に新規入会をお待ちしています。ホームページから簡単に登録できます！

http://www.tosyakyo.or.jp

登録！

トップページ［入会はこちら］をクリック！ ［入会申込］をクリック！

必要事項を記入して送信！

広報誌『協会だより』をご活用ください！
会員事業所には、広報誌『協会だより』を年３回（４・７・11月発行予定）ご送付しています。
次号４月号からは、より読みやすい誌面にリニューアル！ 会員特典のご案内のほか、社会保険
事務講習会、年金や健康保険に関する情報等、役立つ内容満載でお届けします。
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会員情報変更に関するお願い

東京社会保険協会に届け出ている会員情報（事業所名や所在地、被保険者数等）に変更があった
ときは、FAXまたはWEBにてご連絡くださいますようお願いします。

FAX 下の会員事業所変更届を記入してFAX送信（FAX 03-3209-1759）
WEB ホームページ（http://www.tosyakyo.or.jp/）の 各種申込 ⇒ 会員情報変更 にアクセス

会員事業所変更届
変

更

変

前

更

後

事 業 所 名
会費払込受領証や封筒等
に記載の７ケタの番号

会 員 番 号
事業所所在地

〒

〒

電 話 番 号
被保険者数

名

【お問い合わせ】会員事業グループ

健康レシピ

名

TEL 03-5292-3596

http://www.tosyakyo.or.jp/

寒い冬にほっこりカラダ温まる

鱈のふんわりかぶら蒸し

寒い冬に
！
ぴったり

材料 (２人分)

１人分
エネルギー
塩分

116kcal
1.0g

真鱈……………………… ２切れ
かぶ………………………… ２個
かぶの葉…………………… ３本
にんじん…………………… 20g
酒……………………… 小さじ１
卵白………………………１個分
片栗粉 ………………… 小さじ１
塩…………………………… 少々
だし汁………………200㏄
みりん…………… 小さじ１
A
しょうゆ ……… 小さじ 1/4
塩………………………少々
片栗粉 …………大さじ1/2
B
水…………………大さじ１

作り方
❶鱈は塩少々（分量外）をふり５分ほどおき、出てきた水分を
キッチンペーパーで優しくふく。かぶは皮ごとすりおろし、
ざるにあげ軽く水を切る。かぶの葉は茹でて長さ１㎝に切る。
にんじんはお好みの型で抜いておく。
❷①の鱈に酒をふりかけ、にんじんとともに蒸気があがった蒸
し器に入れ中火で５分ほど蒸す。

❸卵白はハンドミキサー等を使って七分立てにし、片栗粉と塩
を混ぜた後、①のかぶとかぶの葉を加えさっくりと混ぜ合わ
せる。
❹器に②を盛り、③をふんわりとかけ、中火で 10 分ほど蒸す。
❺鍋に A を入れて温め、B の水溶き片栗粉でとろみをつけ、蒸
しあがった④にかける。お好みでわさび（分量外）を添える。

●料理制作 磯村 優貴恵（管理栄養士・料理家） ●スタイリング 佐藤 絵理

●撮影 巣山 サトル

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/

