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東京社会保険協会 〜事業報告・決算

　2020年度の事業報告ならびに決算が、６月25日
に開催された評議員会において、次のとおり承認・
決定いたしました。今後も、皆様の健康と福祉の向
上に寄与してまいりますので、ご支援とご協力をお
願いいたします。

2020年度 
事業報告・決算

区　　分

経 常 費 用

経 常 収 益

当期経常増減額

実施事業等会計

14,356,083

120,462,512

△ 106,106,429

155,957,424

28,054,389

127,903,035

2,418,924,539

2,292,039,460

126,885,079

2,589,238,046

2,440,556,361

148,681,685

フィオーレ健診クリニック会計法人会計 合　　計

2020年度 決算2020年度 決算 （単位：円）

WEB版『社会保険新報』表紙のヒミツ

この赤い色が目印‼

「東京の名所」をテーマ 
に、新報専属カメラマン 
が撮影している 
オリジナル写真です。

季節のイラストに
注目‼ ６月号は 
カタツムリでした。

表紙写真「東京の名所」に
ついて紹介しています。

広報事業

健診事業 皆様の職場までお伺いします‼ 巡回健診

　健康保険や年金等のタイムリーな情報をお届けするWEB版『社会保険新報』の表紙が、2021年 
４月号から変わったことにお気づきですか？　リニューアルのポイントを紹介しますので、チェックし
てみてください。メルマガ登録がまだの方は、ホームページからご登録ください。

　直営施設フィオーレ健診クリニックでは、東京圏の企業を対象に巡回健診を実施して
います。健診機関に出向く必要がなくなり、自社内でリラックスして受診できます。

継続 31,129 社 313 社新規

会員加入事業所数

WEB版『社会保険新報』 
 毎月メール配信　月平均配信件数 約 39,200 件
広報誌『協会だより』 
 年３回　年間発行総部数 約 103,300 部

『算定基礎届・月額変更届の手引き』 
 年１回　発行部数  61,440 部
支部報を適宜発行

広報事業

社会保険事務講習会（会場型） 開催回数 計 13 回
 参加人数 延べ 593 人

　2020年度のプール等の夏季限定事業および日帰りバスツアーは、新型
コロナウイルスの感染拡大により、中止または延期となりました。

福利厚生

健康づくり レジャー施設・観劇会 利用者数 1,771 人

健康づくり講習会 参加人数 91 人
フィットネスクラブ 利用者数 14,322 人

健診事業 フィオーレ健診クリニック 受診者数 104,704 人
会員健診 受診者数 232 人
各種検査 受診者数 126 人

【URL】http://www.tosyakyo.or.jp/

メルマガ登録はコチラから‼

ココ
を

クリ
ック

!

フィオーレ健診クリ
ニック内のスペース
を利用した企業貸し
切り健診も実施して
います。

詳細は、フィオーレ健診クリニックホームページ（ https://www.k-fiore.jp ）をご覧ください。

● 健診車の駐車スペース（大型観光バスの大きさ）があること 
● 約 24㎡（15 畳）以上の健診会場（会議室・食堂等）があること
※受診内容や人数に要件があります。

実 施 条 件

● お 1 人様 1 時間ほどで、スピーディーに受診が可能
● 同日（もしくは短期間）にまとめて受診できるので、受診率がアップ
● 健診の予約や受診が済んでいるかの確認等、受診管理がしやすい 

メ リ ッ ト

https://www.k-fiore.jp
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東京社会保険協会 〜セミナー＆講習会

社会保険WEBセミナー

http://www.tosyakyo.or.jp/ホームページ

今後の法改正のポイント
人事担当者向け

年金の仕組みと手続き・給付②

視聴期間       ９月１日（水）10時から 
10月29日（金）17時まで

閲 覧    会員 ユーザー名・パスワード必要 
※会員以外は一部のみ閲覧可能

講　　師     特定社会保険労務士　大野 知美 
（あすそら社会保険労務士事務所）

視聴期間    11月１日（月）10時から 
 １月４日（火）17時まで

閲 覧    会員 ユーザー名・パスワード必要 
※会員以外は一部のみ閲覧可能

講　　師     特定社会保険労務士　石和 信人 
（いしわ社会保険労務士事務所）

出産・育児・介護休業制度

視聴方法 会員の方は、すべてのコンテンツを視聴できます。
会員以外の方は、視聴できる内容に限りがあります。

会員以外 ホームページ 講習会・セミナー 2021年度 講習会・セミナー

会　　員 ホームページ 会員特典 会員限定ページ WEBセミナー

会員限定

【URL】http://www.tosyakyo.or.jp/only/

　閲覧には、ユーザー名とパスワードが必要 
です。昨年送付しています『協会だより』 
11月号（№48）に掲載しています。

※ホームページ内のバックナンバーには掲載していません。

社会保険事務講習会
会場型

社会保険の基礎知識②
日 時      10月５日（火）６日（水） 

       ７日（木）  
各日10時から16時まで

会　　場    東京実業健保会館（中央区東日本橋）

費　　用    会員 2,000円 （会員以外 12,000円）

応募期間    ８月24日（火）10時から 
９月14日（火）17時まで

定　　員   150名〈各日50名〉
講　　師    特定社会保険労務士　小林 元子 

（がんこ社労士事務所）

労災保険・雇用保険の基礎知識②
日 時      11月10日（水）11日（木） 

       12日（金）  
各日10時から16時まで

会　　場    電設年金会館（新宿区大久保）

費　　用    会員 2,000円 （会員以外 12,000円）

応募期間     ９月28日（火）10時から 
10月19日（火）17時まで

定　　員   195名〈各日65名〉
講　　師      特定社会保険労務士　大野 知美 

（あすそら社会保険労務士事務所）

セミナー＆講習会のお問い合わせ 講習会係　☎ 03-5292-3596　  kousyukai@tosyakyo.or.jp 

※抽選の際は、会員の方を優先します。また、応募期間外のお申し込み等、不備がある場合は、落選となります。

お申し込み ホームページ【講習会・セミナー】からお申し込みください。
郵送の場合は、別紙申込書をご使用ください。

http://www.tosyakyo.or.jp/seminar/ホームページ

視聴期間      10月１日（金）10時から 
11月30日（火）17時まで

閲 覧    会員 ユーザー名・パスワード必要 
※会員以外は一部のみ閲覧可能

講　　師     特定社会保険労務士　石和 信人 
（いしわ社会保険労務士事務所）

　新型コロナウイルスの感染予防対策（マスクの着用・検温・手指の消毒 
・受講人数の制限）を行いながら、会場型講習会を開催します。

状況等により、中止となる場合があります。最新情報はホームページに
随時掲載しますので、受講の際は必ずご確認ください。

・閲覧は、視聴期間のみとなります。
・ 画面の録画・撮影、録音および資料の二次使用や

SNSへの投稿等は、禁止（違法）しています。
注意

　東京社会保険協会では、今年度より動画配信によるWEBセミナーを実施 
しています（期間限定公開）。知っておきたい社会保険の基礎知識やポイント 
等を、お好きな時間にお好きな場所で視聴できます。
　会員の方と会員以外の方では、視聴方法や内容が異なりますので、入会されて
いない事業所は、この機会にぜひご検討ください。

WEBセミナーを視聴しました。 
仕事が忙しくて、会場型の参加は
難しいので助かります。講師の説
明も丁寧で、資料等も提示して
くれるから、わかりやすかった
です。次回も楽しみです。

会場型講習会に参加しました。
コロナ対策も万全で、安心して

受講できました。内容も奥が深
く、長時間でも飽きることなく基

礎からしっかり学べるので、次回
は同僚も誘ってみようと思います。

WEBセミナー＆会場型講習会の感想をお聞きしました!

http://www.tosyakyo.or.jp/
http://www.tosyakyo.or.jp/only/
http://www.tosyakyo.or.jp/
http://www.tosyakyo.or.jp/seminar/
mailto:kousyukai@tosyakyo.or.jp
http://www.tosyakyo.or.jp/only/
http://www.tosyakyo.or.jp/
http://www.tosyakyo.or.jp/
http://www.tosyakyo.or.jp/member/
http://www.tosyakyo.or.jp/only/
http://www.tosyakyo.or.jp/only/webseminar/
http://www.tosyakyo.or.jp/seminar/
http://www.tosyakyo.or.jp/seminar/
http://www.tosyakyo.or.jp/seminar/


この先は
次号にて !

遺族年金の支給
　亡くなった被保険者または年金受給者に生計を維持され
ていた遺族には、遺族年金（遺族基礎年金、遺族厚生年金
等）が支給されます。受給には、亡くなった方の年金の納
付状況や遺族の年齢・優先順位等の条件があります。

日本年金機構 ▶︎ 遺族年金の制度HP
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日本年金機構からのお知らせ

　太郎さんの人生をモデルに、ライフステージと年金との関係を見ていくこのコーナー。第２回の今号は、結婚した 
太郎さんが会社員から独立し、再就職するまでをたどります。プライベートでも、長男・孝志くんの誕生や、妻の 
花子さんが専業主婦になる一方で、お父さんとの悲しい別れもあったり…。人生は本当に山あり谷ありです。
※各制度の概要は、2021年７月現在です。詳細は、 HP （日本年金機構ホームページ）でご確認ください。

ライフステージと年金②
～結婚から独立・再就職まで～

保存版

　大手新聞社に勤務。３年間のロサンゼルス支局転勤
から帰国し、現在は本社編集局の敏腕記者。フリーラ
イターとして独立を目指している。家族は、３歳年下
の花子さんと一人息子の孝志くんと愛犬。趣味のバン
ド活動も継続中で、公私ともに充実。

太郎さん（家族の花子さん、孝たか志しくん、愛犬）

※登場人物の設定や出来事等は、すべてフィクションです。

太郎　32歳
長男誕生

「孝志」と命名し、家族３人での生活
が始まる。花子は、会社の育児休業制
度を利用。

太郎　35歳
父が他界

病気療養中の父（老齢厚生
年金の受給者）が他界。 
悲しみに暮れる母を支える。

太郎　40歳 独立
大手新聞社を円満退職し、フリーライターとし
て独立。語学力を活かし、世界情勢から趣味の
音楽まで、取材・執筆活動の幅を広げる。

産休・育休中は保険料免除

　第２号被保険者が妊娠・出産のために
産前産後休業を取得した場合や、会社の
育児休業制度を利用した場合は、届け出
により、その期間の保険料が事業主・本
人ともに免除されます。

日本年金機構 ▶︎
保険料の免除等（産休・育休関係）

HP

独立後は第１号被保険者
　厚生年金保険から国民年金に切り替わるた
め、第２号被保険者から第１号被保険者となり
ます。配偶者は、第３号被保険者から第１号被
保険者となりますので、区市役所または町村役
場で手続きをしてください。

日本年金機構 ▶︎ 
転職・退職したときの手続き

HP

退職後は第３号被保険者
　会社員（太郎）の被扶養配偶者（花子）の場合は、第３号被
保険者となり、国民年金保険料の納付は必要ありません。会社
員（太郎）の勤務先を経由して手続きをしてください。

日本年金機構 ▶︎ 国民年金に加入するための手続きHP

太郎　34歳
妻が退職

育休後に復職した花子は、子育
てに専念するため翌年退職して
専業主婦に。孝志が小学校に入
学すると、近所の花屋でパート
（年収100万円程度）を始める。

太郎さんは、８年間のフリー 
ライターを経て、 
先輩が役員を務
める大手出版社
に再就職します。

太郎　29歳

３歳年下の花子と結婚。

結婚

被扶養者の収入要件
　年収130万円未満の場合は、第３号被保険者のままで、国民
年金保険料の納付は必要ありません。年収130万円以上の場合
は、第１号被保険者となり、国民年金保険料の納付が必要です。

年収に関係なく、厚生年金保険の加入要件を満たす方は対象外です。

https://www.nenkin.go.jp/
https://www.nenkin.go.jp/
https://www.nenkin.go.jp/
https://www.nenkin.go.jp/
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/index.html
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20121003.html
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/index.html
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協会けんぽ東京支部からのお知らせ

　協会けんぽ東京支部では、ホームページやLINE等を通して、加入者の皆さんの健康に役立つ情報を発信し
ています。定期的にチェックして、毎日の生活にお役立てください。

協会けんぽ東京支部の情報発信!
CHECK

食べ応え十分の減塩レシピ

少ない麺でおなかいっぱい ! だしのうまみで減塩

エネルギー 290kcal　塩分 1.1g エネルギー 267kcal　塩分 1.0g

中華麺（焼きそば用）   １玉
えのきだけ   小１パック
カット野菜   150g

（もやし、ピーマン、キャベツ、にんじん）
シーフードミックス（冷凍）   150g
植物油   大さじ 1 
★顆粒チキンスープの素（中国風）   小さじ 1
★酒   大さじ 1
★塩   ひとつまみ
★黒こしょう（粗びき）   少々

材料（２人分）
鶏むね肉   200g
赤いパプリカ   1/2 個
キャベツ   50g
片栗粉   適量
植物油   大さじ 1 
★しょうゆ、酒、みりん   各小さじ 2
★だし   カップ 1/4
★しょうが   １かけ

材料（２人分）

❶  えのきは長さを半分に切ってほぐす。
❷  フライパンに植物油を熱し、カット野菜、えの

きを炒める。
❸  シーフードミックスを加え、火が通ったら麺を

加え、★を加えて炒める。
❹  焼きめが少しついたら、２～３回裏返す。

作り方

❶  鶏肉はそぎ切り、パプリカは縦１㎝幅に切り、
キャベツはせん切り、しょうがはすりおろす。

❷  鶏肉に片栗粉をまぶし、植物油を熱したフライ
パンで両面を焼く。パプリカも焼く。

❸ ❷に★を加えてからめる。
❹ 器にキャベツを敷き、❸を盛る

作り方

協会けんぽ東京支部では、生活習慣病予防を目的として、減塩に着目したレシピの 
１分動画を作成・公開しています。今号では、食べ応えがあるけどヘルシーな２品をご紹介
します。子どもも好きな献立なので、夕食のレパートリーにぜひ加えてください。

レシピ制作・監修●牧野 直子（料理研究家、管理栄養士）
撮影●（株）さんばん　 スタイリング●肱岡 香子

１分動画はコチラ ▶︎▶︎▶︎▶︎▶︎

えのき入りシーフード焼きそば 鶏むね肉のしょうが焼き

い
っ
ぱ
い
〜
♥

お
な
か

ホームページでCHECK ▶︎▶︎▶︎  協会けんぽ東京支部のページ
　協会けんぽ（全国健康保険協会）の47都道府県支部ごとに開設。健康に役立つ情報から病気やけが
をしたときの保険給付、健康診断の申請方法まで、皆さんの生活に必要な内容等を掲載しています。

協会けんぽ東京支部 検 索

　あなたの健康をサポートする情報満載のラジ
オ番組連動ウェブサイトです。医師等が監修の
事業主向けコンテンツ、メタボ予防やメンタル
ヘルスケアのハウツー情報、現在の自分の状態
を認識してよりよく生きるヒントがみつかる 
〝参加型のコンテンツ〟と充実のラインナッ
プ。LINEでも手軽に確認できます。

ラジオやLINEでCHECK ▶︎▶︎▶︎  
協会けんぽ健康サポート

　制度改正や健康づくり、協会けんぽ東京支部
の最新情報を、毎月１回メールでお届けしま
す。さらに、非常時や緊急時には臨時配信し
て、皆さんの生活をサポートします。

職場でメルマガをCHECK ▶︎▶︎▶︎ 
健康サポートマガジン

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokyo/
https://kenkousupport.kyoukaikenpo.or.jp/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokyo/
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東京社会保険協会 〜夏から秋の会員特典

お問い合わせ 事業係　☎ 03-5292-3596　【URL】http://www.tosyakyo.or.jp/申込締切日 ８月10日（火）必着

お申し込み ※諸事情により、出演者や日時等が変更した場合、他日への振り替えや払い戻しはできません。
別紙申込書をご使用ください。最新情報はホームページに掲載します。

  社会保険WEBセミナーが視聴できる 
※会員以外の方は、視聴できる内容に限りがあります。

 社会保険事務講習会が無料または特別料金で受講できる
 日帰りバスツアーや観劇会にお得な料金で参加できる
 契約レジャー＆宿泊施設が割引料金で利用できる
 会員健診（人間ドック・定期健診）が割引料金で受診（期間限定）できる
 契約する専門機関でMRI検査が割引料金で受診できる
 「ティップネス」が割引料金で利用できる　等々

会員になると、主に次のようなメリットがあります。

会員特典を活用してライフシーンを充実させよう!

入会や会員特典の詳細は、ホームページでご確認ください。
会員事業グループ　☎ 03-5292-3596

【URL】http://www.tosyakyo.or.jp/お問い合わせ

アナと雪の女王劇団四季

醉いどれ天使 令和千本桜～義経と弁慶
コロッケものまね
オンステージ2021

舞台 舞台＆ものまねステージ

国内史上最も愛されたディズニーの名作が待望の舞台化国内史上最も愛されたディズニーの名作が待望の舞台化
真実の愛によって解き放たれる２人の姉妹の物語真実の愛によって解き放たれる２人の姉妹の物語

日 時    ９月12日（日）12時30分開演
会 場    JR東日本四季劇場［春］（港区海岸）（港区海岸）

募集人数   100名
料 金    会員 Ｓ席 一　般 11,495円 

 こども 6,050円 
［会員以外　一般 13,750円　こども 6,875円］

※こどもは、公演当日小学６年生以下。
※公演当日３歳以上有料（膝上観劇不可）。２歳以下の入場不可。

不器用ながらも明日に向かって歩みを進める
登場人物たちが織りなす壮絶な人間ドラマ

出 演    桐谷健太　高橋克典 
佐々木希　田畑智子　篠田麻里子 
高嶋政宏

日 時    ９月18日（土）17時開演
会 場    明治座（中央区日本橋浜町）

募集人数   50名
料 金    会員 S席 12,600円 

［会員以外　14,000円］

出 演    コロッケ（弁慶） 
七海ひろき（義経）

日 時    10月17日（日）16時開演
会 場    明治座（中央区日本橋浜町）

募集人数   50名
料 金    会員 S席 11,250円 

［会員以外　12,500円］

夏から秋の会員特典2021年
　７月から10月にかけて開催する会員特典をご案内します。新型コロナウイルスの感染
拡大防止のため、レジャー施設や観劇会が、中止または延期や入場制限等となる場合があ
ります。最新情報はホームページでご確認ください。
　また、昭和記念公園のレインボープールについては、東京社会保険協会では見合わせる
ことといたしましたのでご了承ください。

ホームページ 会員特典 期間限定特典

個性豊かな７つのプール　大磯ロングビーチ
営業期間    ７月16日（金）～９月12日（日）
営業時間    10時～17時
東京社会保険協会の会員限定ページから申込書をダウンロードしてくださ
い。混雑緩和のため、入場制限対象日を設定しています。対象日にご利用の
際は、申込書に日付指定整理券（事前申し込み）を添えてご提出ください。

大磯ロングビーチ　【URL】https://www.princehotels.co.jp/pool/oiso/
☎︎ 0463-61-1111（大磯プリンスホテル）　　神奈川県中郡大磯町国府本郷546

https://www.princehotels.co.jp/pool/oiso/
http://www.tosyakyo.or.jp/
http://www.tosyakyo.or.jp/member/
http://www.tosyakyo.or.jp/member/event/


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）　URL http://www.tosyakyo.or.jp/

株式会社東急ホテルズ 代表取締役社長
（一財）東京社会保険協会 副会長

渋谷支部 支部長

村井 淳 さん

世の中の変化に合ったサービス等を提供
　コロナが及ぼす影響は想像以上に大きく、世の中の
人の動きや意識が構造的に変化したと実感していま
す。特に、東急の本拠地である渋谷は IT 系の企業が
多く、リモートワークになったこともあって、電車・
バスを利用されるお客様の数はこれまでの７割から８
割、ホテルの稼働率も半分以下というのが現状です。
私ども東急グループが強みとしている〝お客様との接
点〟をなかなかもつことができず、社員は我慢の時期
が続いています。
　一方で、リモートワークやリゾート地でのワーケー
ションで長期滞在型のお客様が増えるなど、ホテルの
使われ方も変化してきています。宴会や飲食における
密にならないための工夫等でお客様の安全・安心と 
社員の健康を守りながら、世の中の変化に合った新しい
サービスや商品を提供していく必要性を感じています。

企画する側が楽しいと思う会員事業を
　東京社会保険協会も同様で、会員事業の中止や延期
等、ご苦労されていると伺っていますが、感染対策さ
えしっかりしていれば、こういうときこそ、型にはめ
ずにいろいろとチャレンジできる余地があるのではな
いでしょうか。まずは、企画する側が楽しいと思うこ
とを提案し、その実現に向けて周りと意見交換をする
ことが大事。たとえば、支部事業でも単一だとできな
いけれど、支部同士が連携すれば活動の場が広がるこ
とって結構ありますよね。各支部の会員には個性的な
方が多いので、新しい企画も出るだろうし、いい意味
のセールストークにもなって、会員の増加にもつなが
ると思います。
　また、最近は「健康」がひとつのキーワードで、個
人の問題だけでなく、健康経営等の企業の評価にもな
っています。そういった点に着目するのもいいですね。

　会員事業所の方にお話しをうかがう企画第３回目
は、東急ホテルズの代表取締役社長、村井淳さんで
す。コロナ禍の厳しい状況のなかでも、お客様と向き
合い、社員を支え、変化に対応したサービスや商品を 
提供する、村井社長の意気込みに迫ります。

高級感＋地域ごとの個性を出した事業展開
　東急ホテルズは、今後、京都に事業展開するととも
に、2023 年には新宿にエンターテインメントとホテ
ルが融合した施設を運営する予定です。東急のホテル
ならではのちょっとした高級感に加え、地域ごとにラ
イフスタイルに合わせた個性を出して、新しい形を提
案していきたいと考えています。
　今は我慢を強いられる厳しい時期ですが、私たちは
これまでも多くの危機を乗り越えてきました。企業の
行く末も個人の人生も、最終的にどこで差がつくかと
いうと、どこまできちんと学べるかにあると、私は思
っています。社員の声を受け止め、企業としてサポー
トしながら、お客様が喜んでくださるホテルづくりを
していくこと、それが社長としての私の役割です。

会員事業所

会社紹介　株式会社東急ホテルズ
　株式会社東急ホテルマネジメントから、2005（平成17）年
４月に株式会社東急ホテルズに商号変更し、チェーンホテル
（東急ホテル、エクセルホテル東急、東急REIホテル）事業の
すべてを担う。「〝TOKYU COMFORT〟居心地のいいホスピ
タリティ」をブランドコンセプトに、日本全国に事業展開して
いる。本社所在地は、渋谷区
道玄坂。

渋谷駅近くの「セルリアンタ
ワー東急ホテル」B2Fには
能楽堂があり、能を鑑賞しな
がら料亭で食事が楽しめる。
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