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▼協会けんぽ東京支部からのお知らせ
Ｐ２   2020年度 被保険者 生活習慣病予防健診
Ｐ３   2020年度 被扶養者 特定健康診査

▼日本年金機構からのお知らせ
Ｐ４-５  0.2％のプラス改定 令和２年度の年金額等
Ｐ５   国民年金ひとことメモ

① 国内居住要件が追加されました
② 国民年金保険料（月額）が改定されました

▼フィオーレ健診クリニックからのお知らせ
Ｐ６  健診のご予約から健診結果が届くまで

▼東京社会保険協会からのお知らせ
Ｐ７  ご活用ください！ 東社協の会員特典
Ｐ７  2020年度 社会保険事務講習会の開催予定
Ｐ８  新規契約宿泊施設 奥日光 森のホテル

▼季節の健康TOPICS
Ｐ８  春こそ生活に“ゆとり”をもちましょう
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　1964年の東京オリンピックの際に宿泊施設とし
て建設され、今年で開業56年目を迎えました。ホテ
ルのシンボルである日本庭園は、広さ１万坪の池泉
回遊式で、加藤清正公の下屋敷や井伊家の庭園とし
て400年の歴史を有します。３月から５月上旬まで、
写真のシダレザクラをはじめとする19種類58本の
桜が順に開花し、都会の春を華やかに彩ります。

ホテルニューオータニ（千代田区）
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受診対象者 費用
35歳～74歳の被保険者（任意継続被保険者も含みます。）
●受診時に協会けんぽの被保険者であることが必要です。
●年度内に75歳となる被保険者は、誕生日の前日まで受診できます。

受診対象者１人につき、年度内（本年４月
～来年３月）１回に限り、費用補助があり
ます。

詳しくは、４月初めに事業主にお送りした「令和２年度 健診のご案内」をご覧ください。
協会けんぽが補助を行う、充実した内容の健診です。皆様の健康チェックのため、ぜひお申し込みください

● 一般健診に追加して受診できる健診（セット受診のみで、単独受診はできません。）

※１  2020年度中に対象年齢に該当する被保険者が、受診対象者です。詳しくは、協会けんぽ作成のパンフレット「生活習慣病予防健診のご案内」等で
ご確認ください。

※２  金額はすべて消費税込みです。実際の受診者負担額は、健診機関によって異なる場合があります。受診前に健診機関にご確認ください。

健診の種類 主な検査内容 対象年齢※1 受診者の負担上限額※2

付 加 健 診
眼底検査・肺機能検査・腹部超音波検査・
血液学的検査・尿沈渣顕微鏡検査・生化学的検査

40歳・50歳 4,802円

乳 が ん 検 診 問診・乳房X線検査
40歳～74歳の
偶数年齢の女性

50歳以上　 　1,086円
40歳～48歳　1,686円

子宮頸がん検診 問診・細胞診
36歳～74歳の
偶数年齢の女性

1,039円

肝炎ウイルス検査
HCV抗体検査・HBs抗原検査
  受診希望のご本人が、健診機関へ直接お申し込みください。
  ただし、過去にＣ型肝炎ウイルス検査を受診された方は除きます。

一般健診と同時受診 624円

子宮頸部の細胞を採取して調べます。
自己採取による検査は実施していません。

視診・触診は、医師が必要と判断
した場合のみ実施します。

健診の種類・検査内容・対象年齢・受診者負担額
健診の種類 主な検査内容 対象年齢※1 受診者の負担上限額※2

一 般 健 診

診察等・問診・身体計測・血圧測定・尿検査・
便潜血反応検査・血液検査・心電図検査・
胸部および胃部X線検査

35歳～74歳 7,169円

眼底検査 35歳～74歳 79円

子宮頸がん検診
（ 単 独 受 診 ） 問診・細胞診

20歳～38歳の
偶数年齢の女性

1,039円

［医師が必要と判断した場合のみ実施します。］

子宮頸部の細胞を採取して調べます。
自己採取による検査は実施していません。

　協会けんぽでは、35歳～74歳の被保険者（加入者ご本人）を対象とした生活習慣病予防健診
を行っています。生活習慣病予防健診では、がんや糖尿病等、主に生活習慣によって引き起
こされるさまざまな病気を予防するための検査を行います。特定健康診査や企業の定期健康
診断の検査項目を含んだ総合的な内容となっています。

生活習慣病予防健診2020年度 被保険者

●パンフレットは、協会けんぽのホームページからダウンロードできます。

受診までの流れ

パンフレット等の受け取り 受診受診日の予約
事業主宛に、パンフレット「生活習慣病
予防健診のご案内」「生活習慣病予防健
診対象者一覧」等を送付しています。
※ この「生活習慣病予防健診対象者一覧」は、

2020年１月上旬のデータで作成しています。

パンフレットや協会けんぽのホームページ
に掲載されている健診機関一覧から受診を
希望する健診機関を選び、受診日を予約し
ます。
※ ご予約の際は、お手元に「保険証」をご準備ください。

健診を受診します。当日は
「保険証」が必要です。健
診機関から送付される「問
診票」等と一緒にご持参く
ださい。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、令和２年４月10日から５月６日までの間、
緊急事態宣言の対象地域に所在の健診機関で実施する健診等を一時中止いたします。

からの協会けんぽ 東京支部 からの協会けんぽ 東京支部
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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（03-6853-6111 音声ガイダンス「2」→「3」）まで

からの協会けんぽ 東京支部 からの協会けんぽ 東京支部
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　協会けんぽでは、40歳～74歳の被扶養者（加入者ご家族）を対象にした特定健康診査を行っています。特定健
康診査では、メタボリックシンドロームのリスクに着目した検査を行います。受診には、「特定健康診査受診券（セッ
ト券）」が必要です。４月中旬までに被保険者（加入者ご本人）の自宅に送付しますので、必ずご確認ください。

特定健康診査2020年度 被扶養者

CLICK!

協会けんぽ東京支部

〒164-8540　中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス７階
全国健康保険協会 東京支部 保健グループ

お申し込み
（郵送）

協会けんぽ東京支部　03-6853-6111
音声ガイダンス「2」→「3」まで

【受付時間】9:00～17:00（土曜・日曜・祝日と年末年始を除きます。）

お問い合わせ
（電話）

健診についての詳細は、協会けんぽ東京支部のホームページをご覧ください

受診対象者 費用
40歳～74歳の被扶養者（任意継続被保険者の被扶養者も含みます。）
●受診時に協会けんぽの被扶養者であることが必要です。
●年度内に75歳となる被扶養者は、誕生日の前日まで受診できます。

受診対象者１人につき、年度内（本年４
月～来年３月）１回に限り、費用補助が
あります。

基本的な健診を総額10,000円の健診機関で受診した場合
受診者負担額 2,850円 ＝ 基本的な健診の総額 10,000円－補助額 7,150円

受診者負担額の計算例

●詳細な健診は、2019年度の健診結果等に基づいて、医師の判断により基本的な健診に追加して実施します。

※１ 2020年度中に対象年齢に該当する被扶養者が、受診対象者です。
※２ 健診費用の総額（地域や健診機関によって異なります）から補助額を引いた額が受診者負担額になります。

健診の種類 主な検査内容 対象年齢※1 補助額※2

基本的な健診
診察等・問診・身体計測・血圧測定・尿検査・
肝機能検査・血糖検査・血中脂質検査

40歳～74歳 7,150円（上限額）

詳 細 な 健 診
心電図検査・眼底検査・貧血検査・
血清クレアチニン検査＋eGFR（腎機能）

40歳～74歳 3,400円（上限額）

健診の種類・検査内容・対象年齢・補助額

「特定健康診査受診券（セット券）」を、４月中旬まで
に被保険者の自宅に送付します。
※ この「特定健康診査受診券（セット券）」は、2020年１月中

旬のデータで作成しています。１月中旬以降に被扶養者になっ
た等の理由で「特定健康診査受診券（セット券）」がない場合は、

「特定健康診査受診券（セット券）申請書」をご提出ください。

協会けんぽのホームペー
ジに掲載されている健診
機関一覧から受診を希望
する健診機関を選び、受
診日を予約します。

健診を受けます。当日は「特
定健康診査受診券（セット券）」
と「 保 険 証 」 が 必 要 で す。
2019年度の健診結果をお持
ちの方はご持参ください。

●「特定健康診査受診券（セット券）申請書」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。
●協会けんぽのホームページをご覧になれない場合は、協会けんぽ東京支部へお問い合わせください。

受診までの流れ

受診日の予約 受診受診券（セット券）の受け取り

健診は病気の早期発見や生活習慣を見直すきっかけになります。年に一度は健診を受けましょう。

お住まいの区市町村のホームページまたは担当部署にご確認ください。が 検ん 診

かけ間違いにご注意ください！

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、令和２年４月10日から５月６日までの間、
緊急事態宣言の対象地域に所在の健診機関で実施する健診等を一時中止いたします。

からの協会けんぽ 東京支部 からの協会けんぽ 東京支部
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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（03-6853-6111 音声ガイダンス「2」→「3」）まで
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60歳台前半（60歳～64歳）の在職老齢年金【支給される年金月額の計算式】

令和２年度の年金額等0.2％のプラス改定

　総務省より、「2019年（令和元年）平均の全国消費者物価指数」が公表され、令和２（2020）
年度の年金額は、法律の規定により、0.2％のプラスで改定されることになりました。新しい年金
額による支払いは、４月・５月分の年金が支払われる６月からとなります。

（※） 平均的な収入（平均標準報酬（賞与を含む月額換算）43.9万円）で40年間就業した場合に受給し始める年金（老齢厚生年金と２人分の
老齢基礎年金（満額））の給付水準です。

令和元年度 令和２年度

国民年金 【老齢基礎年金（満額）：１人分】 65,008円 65,141円（＋133円）

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】 220,266円 220,724円（＋458円）

令和２年度の新規裁定者（67歳以下）の年金額の例【月額】

　年金額の改定に用いる物価変動率と名目手取り賃金変動率がどちらもプラスとなり、物価
変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合は、法律の規定により、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）ともに名目手取り賃金変動率を用
いることが定められています。
　令和２年度の年金額の改定は、物価変動率（0.5％）が名目手取り賃金変動率（0.3％）

を上回るため、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り賃金変動率（0.3％）を用いることとなります。
　さらに、令和２年度は、名目手取り賃金変動率（0.3％）にマクロ経済スライドによる令和２年度のスライド調
整率（▲0.1％）が乗じられるため、改定率は0.2％のプラスとなります。

◦総報酬月額相当額とは、計算を求める月の標準報酬月額とその月以前１年間に受けた標準賞与額を12等分した額との合計額（年収における月収）。
◦基本月額とは、老齢厚生年金（年額）を12等分した額

　令和２年度の在職老齢年金の支給停止調整額等は、令和元年度から変更ありません。60歳台前半（60歳～64歳）の
支給停止調整開始額は28万円、60歳台前半（60歳～64歳）の支給停止調整変更額は47万円、60歳台後半（65歳～
69歳）と70歳以降の支給停止調整額は47万円となります。

在職老齢年金の支給停止調整について

合　計　額 総報酬月額相当額 支給される在職老齢年金（月額）

基本月額＋総報酬月額相当額が
28万円以下

基本月額が
28万円以下

基本月額が支給される（支給停止されない）

基本月額－（総報酬月額相当額＋基本月額－28万円）×1/2

基本月額－｛（47万円＋基本月額－28万円）×1/2
＋（総報酬月額相当額－47万円）｝　　　　　　　

47万円以下の月

47万円を超える月

基本月額－（総報酬月額相当額×1/2）

基本月額－｛47万円×1/2＋（総報酬月額相当額－47万円）}

47万円以下の月

47万円を超える月

基本月額＋
総報酬月額
相当額が
28万円を
超えている 基本月額が

28万円を
超えている

年金額
の改定
ルール

※ 在職老齢年金が全額支給停止された場合、加給年金も支給停止されます。
　加給年金については、日本年金機構のホームページ（ 年金のことを調べる ▶老齢年金  →  加給年金額と振替加算 ）をご覧ください。

からの からの

▶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

社 会 保 険 新 報 2020.4 ― ❹

http://www.nenkin.go.jp
http://www.nenkin.go.jp
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/yakuwari/20150518.html#cmsrourei
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/


国内居住要件が追加されました
　令和２（2020）年４月１日から、健康保険等（船員保険を含む）の被扶養者および国民年金第３号被保険者に、
新たに国内居住要件が追加されました。今後は、海外への居住または海外から国内に転入した場合等、国内居住
要件にかかる届出が必要となります。

詳細は、日本年金機構のホームページまたは区市町村の窓口およびお近くの年金事務所まで

令和元年度 令和２年度

老齢年金生活者支援給付金（基準額） 5,000円（※） 5,030円（＋30円）

障害年金生活者支援給付金
１級 6,250円
２級 5,000円

１級 6,288円（＋38円）
２級 5,030円（＋30円）

遺族年金生活者支援給付金 5,000円 5,030円（＋30円）

令和２年度の年金生活者支援給付金額【月額】

　令和２年度の年金生活者支援給付金額は、令和元年度から0.5％のプラスで改定されることになりました。新しい給付
金額による支払いは、４月・５月分の年金が支払われる６月からとなります。

年金生活者支援給付金額の改定について

（※）基準額であり、実際の給付金額は、保険料納付済期間等に応じて算出します。

　住所については、住民票（住民基本台帳に住民登録されている）が日本国内にあれ
ば、原則として国内居住要件を満たします。このため、健康保険等の被扶養者および
国民年金第３号被保険者が一定の期間を海外で生活している場合も、住民票が日本国
内にある限りは、原則として国内居住要件を満たすことになります。ただし、住民票
が日本国内にあっても、海外で就労していて日本ではまったく生活していない等、日
本国内で居住実態がない場合は、例外的に国内居住要件を満たさないと判断します。

国内居住
要件とは

　住所が日本にない方でも、右の①～⑤に該当する場合は、
生活の基礎が日本国内にあるとして、特例により、健康保
険等の被扶養者および国民年金第３号被保険者の国内居住
要件を満たす方として扱います。
　国内居住要件に該当する（しない）ときは、届出にその
旨を記載し、事業主を経由して、事務センター（郵送）また
は管轄の年金事務所に提出してください。
※健康保険組合に加入している事業所は、健康保険組合への届出が必要です。

① 海外に留学する学生
② 海外に赴任する被保険者の同行者
③  観光、保養、ボランティア活動、その他就労

以外を目的とする一時的な海外渡航者
④  被保険者の海外赴任期間に身分関係が生じ、

上記②と同等と認められる者
⑤  上記①～④以外に渡航目的等の事情を考慮し、

生活の基礎が日本国内にあると認められる者

海外に居住していても被扶養者となる方もいます

国民年金ひとことメモ①

16,540円（＋130円）令和２年度 16,610円（＋70円）令和３年度

国民年金保険料（月額）が改定されました
　令和２（2020）年度および令和３（2021）年度の国民年金保険料（月額）が改定されました。４月分の国民
年金保険料から新しい額に変更となります。　※令和元（2019）年度の国民年金保険料は16,410円

国民年金ひとことメモ②

からの からのからの からの

▶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

社 会 保 険 新 報 2020.4 ― ❺

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


ご加入の健康保険組合により、健診コース・検査内容・申請方法が異なります。

健診のご予約から健診結果が届くまで

　フィオーレ健診クリニックでは、2020年度（2020年４月１日～ 2021年３月31日）の各種健康診断の
お申し込みを受け付けています。お早めにご予約ください。

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

❖ 健診業務等についての詳細は、ホームページ https://www.k-fiore.jp をご覧ください。
土曜健診実施日　　　　  9：00～12：00

【電話受付時間】 月～金曜日（祝日を除く）　9：00～17：00健診予約専用ダイヤル　03-5287-6211

「東新宿」駅A2出口から徒歩１分保育室完備

　お手元に健康保険証をご用意のうえ、健診希望日の３週間前までに、下記の健診予約専用ダイヤルへ
お電話でお申し込みください。

 全国健康保険協会（協会けんぽ）にご加入
の方は、【WEB予約リクエスト】もご利用
いただけます。

　尿検査キットが同封されていた方は、健診当日の朝に採取してください。
　案内状に記載された当日ご持参いただくものをご確認のうえ、検査開始時間の15分前に健診フロア
へお越しください。受付を済ませ、検査着に着替えていただき、検査開始となります。

■ 人間ドックを受診された方には、健診当日、医師による結果説明を行っています。

■ 特定保健指導に該当された方には、健診終了後、保健指導を実施しています。
　 ＊特定保健指導は、健康保険組合との契約により実施しています。

男性更衣室 女性更衣室

健診予約専用ダイヤル

健診結果表は、健診後約２週間で発送します。
疾病の予防や早期発見、そして元気で健康
に過ごすために、年１回の健康診断を継続
してください。結果発送

STEP ４

月曜日～金曜日（祝日を除く）　9：00 ～ 17：00
土曜日（健診実施日のみ）　　　9：00 ～ 12：00

予約
STEP １

健診までの
準備

STEP ２

健診当日
STEP ３

　案内状・問診票・検査容器等を、ご自宅または事業所に、健診の約１週間前までにお送りします。

　　　　　　　　  案内状に記載されたお申し込み内容や注意事項をよくご確認ください。
　　　　　　　　  問診票に必要事項をご記入ください。
　　　　　　　　  オプション検査をご希望の方は、同封の「オプション検査申込書」に記載された
　　　　　　　　  WEB・FAX・お電話のいずれかでお申し込みください。
　　　　　　　　  便検査キットが同封されていた方は、健診当日を含め６日以内に採取してください。

記載事項確認
問 診 票 記 入
オプション申込

便 採 取

03-5287-6211

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、令和２年５月６日までの間、健診を一時中止しております。（４月14日現在）
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東京社会保険協会 からのお知らせ

　東京社会保険協会では、社会保険事務講習会をはじめ、レジャー・宿泊施設やフィットネスクラブが
お得な料金で利用できる等、役立つ・楽しめる・ためになる さまざまな会員特典をご案内しています。
ぜひ入会いただき、積極的にご活用ください。

ご活用ください！ 東社協の会員特典

2020年度 社会保険事務講習会の開催予定
　東京社会保険協会では、会員事業所の方を対象とした社会保険事務講習会を開催しています。2020年度も、事業所
における社会保険制度の周知・啓発、事務担当者のスキルの向上等にお役に立てるテーマを取り揃えています。

開催予定月 テーマ等

2020年７月 社会保険の基礎知識　

８月
働き方改革関連法　

年金シニアライフセミナー　

９月 労災保険・雇用保険の基礎知識、ハラスメント対策　

10月 出産・育児・介護休業、健康保険の給付　

11月 年金の仕組みと手続き

2021年２月 60歳からの雇用保険・社会保険の手続き

会員限定

2019年度人気№１のテーマです

会員限定

会員限定

会員限定

会員だと
受講チャンスが
増えます。

ぜひご入会を！

　６月26日（金）に予定していました「算定基礎届事務講習会」は、新型コロナウイルスの感染拡大
防止のため、中止とさせていただきます。また、今後も諸事情により、講習会および事業等を中止また
は変更する場合があります。ホームページでご案内しますので、必ずご確認ください。ご理解・ご了承
のほどお願いします。

会員事業グループ　【TEL】 03-5292-3596　【URL】 http://www.tosyakyo.or.jp/お問い合わせ

　その他、歌舞伎・ミュージカル・演劇等の観劇会や日帰りバスツアー等が、会員特別料金で楽しめます。会員事業およ
び入会等については、会員事業グループ（TEL 03-5292-3596）またはホームページ（http://www.tosyakyo.or.jp/）
でご確認ください。

実務に即した事務講習会の開催

話題の施設がお得な料金で！

健康管理・健康づくりに
お役立てください会員は参加費が無料または特別料金で受講でき

ます。年間を通して開催し、どの講習会も社会
保険労務士等の専門の講師が、押さえるべき
ポイントを的確に説明します。2020年度の開催
予定については下表をご覧ください。

人気の遊園地や水族館、宿泊施設等が、割引
料金で利用できます。８ページで紹介してい
る奥日光 森のホテル等、新規契約も増えて
いますので、休日のご予定にご検討ください。

会 員 健 診 と し て、 人 間
ドックが28,800円（税抜。
通常は36,000円）で受診
できます【期間限定】。

フィットネスクラブ
「ティップネス」の月
会費が、レギュラー以
上の会員価格から、１
人につき2,000円（税
別）割引となります。
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季節の健康
TOPICS 春こそ生活に“ゆとり”をもちましょう

　春は、異動や昇進、子どもの進学や地域の役員改選等、公私ともに環境の変化が多い季節です。それ
に心身が対応できず、知らないうちにストレスがかかってしまうことも…。意識的に “ゆとり” をもち、
リラックスできる時間をつくりましょう。

　心身は、緊張の時間とリラック
スの時間のバランスがよいことで
健康でいられます。ストレスが多
いと緊張の時間が長くなり、この
バランスが乱れてしまいます。
　しかし、バランスの調整は自律
神経によるため、乱れを自覚する
ことは困難です。春はストレスを
感じやすいことを踏まえ、ライフ
イベントを整理して、緊張の時間
が長くなりすぎないように気をつ
けましょう。

初期のストレスは
自覚できない

　睡眠は、ストレス解消の基本で
す。緊張の時間が長いと、つい自
分の時間をもちたくなりますが、
睡眠時間を減らしてまで行うこと
ではありません。まずは睡眠時間
の確保を最優先して、体を休める
ようにしましょう。
　なお、睡眠時間は 6 ～ 8 時間が
理想ですが、個人差があるため、
日中に眠気を感じなければ問題あ
りません。

睡眠時間を
大切にする

【お問い合わせ】会員事業グループ　TEL 03-5292-3596　http://www.tosyakyo.or.jp/

　「日本の名湯百選」の日光湯元温泉にある奥日光 森のホテルは、自然
との共存と温かみを兼ね備えた北欧スタイルのリゾートホテルです。
　露天風呂で源泉掛け流しのにごり湯を楽しみ、地元の食材をふんだん
に使った山の幸・川の幸に舌鼓を打った後は、華やかなデザインと落ち
着きある和が融合した客室で安らぎのひとときをお過ごしください。
　周辺には、戦場ヶ原、華厳の滝等、見どころも豊富です。

奥日光 森のホテル会員特典 新規契約宿泊施設

◦予約方法等の詳細は、ホームページ【会員限定ページ】でご確認ください。

会員特典
１泊２食付の通常料金より4,000円割引
＋夕食時のドリンク１杯サービス

【参考】レギュラーシーズンの休前日に２名利用　１名 通常27,000円 ⇒ 会員23,000円

　忙
せ わ

しないときに“ゆとり”の時
間をもつには工夫が必要です。予
定が詰まっていれば 1 つの遅れが
新たなストレスになり、自分のす
べきことが多すぎればそれ自体が
ストレスになります。
　予定のない時間や自分でやるこ
とのアウトソーシングがリラック
スにつながります。春は“ゆとり”
の時間を意識して増やしてみま
しょう。

“ゆとり”の
時間を増やす

※消費税・サービス料込。入湯税別。
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