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【東京近郊の名所】

所沢市（埼玉県）

角川武蔵野ミュージアム
ところざわサクラタウンのランドマーク。特徴的な
建物は隈研吾氏がデザインを手がけ、61面体からなる外
壁には、中国・山東省から切り出したという約２万枚の花
崗岩の板が貼り巡らされています。館内は、本棚劇場、エ
ディットタウン-ブックストリート、マンガ・ラノベ図書館
等、KADOKAWAを中心とした約９万冊に及ぶ書籍が所
蔵されているほか、荒俣ワンダー秘宝館や武蔵野ギャラ
リーといった博物やアートまで、図書
館・美術館・博物館が融合した新感
覚のミュージアムです。

INDE X

動画はコチラ▶▶▶

■ 協会けんぽ東京支部 健康保険委員にご登録ください！ （Ｐ２） 協会けんぽ東京支部の健康情報の発信（Ｐ３）
■ 日本年金機構 算定基礎届〈定時決定〉（Ｐ４-５） 賞与支払届の提出（Ｐ５）
国民年金ひとことメモ 国民年金保険料の免除・納付猶予（Ｐ５）
■ 東京社会保険協会  WEB 労災保険・雇用保険（Ｐ６） 会場型 自分を守るためのメンタルヘルスセミナー（Ｐ７）
会員限定 超歌舞伎2022（Ｐ７）
TOKYO近郊おすすめスポット ところざわサクラタウン（Ｐ８）
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協会けんぽ 東京支部 からの

健康保険委員にご登録ください！

ご登録はこちら

健康保険委員は、事業所と協会けんぽをつなぐパイプ役として、協会けんぽの事
業にご協力いただいています。今号では、健康保険委員の活動内容、ご登録の際の
特典についてご案内します。事業主および事業所の健康保険事務のご担当の皆様、
この機会にぜひご登録をお願いします。なお、登録料および年会費はかかりません。

活動内容 ～業務に支障のない範囲でご協力をお願いします～
広報

協会けんぽからのお知らせ
を事業主や従業員の皆様に
伝える周知活動

事業推進

従業員の皆様の健康づくり・
健診等、各種事業の推進

相談

モニター

従業員の皆様からの
協会けんぽへの各種申請に
関する相談役

協会けんぽの事業運営や
サービスに関するアンケート
の協力、モニター等の広報活動

特典 ～ご登録いただくと、次の３つの特典がご利用できます～
特典
①

健康保険に関する
役立つ情報をゲット

健康保険制度や申請書記入
のポイント等をまとめた冊子
を無料で配付します。

特典
③

特典
②

研修会への参加

健康保険委員限定の研
修会に、無料で参加でき
ます。健康保険の知識等
が身につきます。

ヘルスケアサポート（スポーツクラブ優待等）

NEW
詳細はこちら

健康保険委員をご登録されている事業所の皆様（被保険
者および被扶養者）を対象に、本事業にご賛同いただいた
企業より各種サポート（施設利用特典等）を受けることが
できます。従業員とそのご家族の健康増進につながります。

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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協会けんぽ 東京支部 からの

協会けんぽ東京支部から健康情報を発信！
協会けんぽ東京支部では、健康づくりに関する身近な情報をさまざまなコンテンツで配信しています。
定期的にチェックして、日々の健康にお役立てください。

職場でメルマガをチェック▶▶▶

ラジオやLINEでチェック▶▶▶

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、メールで配信してい
ます。

皆様の健康をサポート
する情報満載のラジオ番
組連動ウェブサイトです。
医師等が監修のメタボ予
防やメンタルケアのハウツー、現在の自分の状
態を認識してよりよく生きるヒ
詳細はこちら
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。

健康サポートマガジン

ご登録はこちら

協会けんぽ健康サポート

ご自宅や移動中の車内等でチェック ▶▶▶
元NHKアナウンサーの住吉美紀さんと
週替わりのゲストが「健康」をテーマに
楽しくお届けするFM番組を放送していま
イラスト
す。ゲストが日々の生活で心がけている
ことや、健康の秘訣等をお伺いします。

ラジオ番組のご案内

◆毎週木曜日
◆午前10時10分からTokyo FM系列で生放送！
◆Blue Ocean Professional supported
by 協会けんぽ健康サポート

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

７月１日～11日にご提出を！ 算定基礎届〈定時決定〉
厚生年金保険では、事業所に勤務する被保険者および70歳以上被用者の標準報酬月額が、実際に受ける報酬とかけ離れ
ないよう、毎年１回、標準報酬月額を決め直します。これを定時決定といい、その届出が算定基礎届です。令和４年度の
算定基礎届は、原則として７月１日（金）から11日（月）までに、事務センター（郵送・電子申請）または管轄の年金
事務所にご提出ください。なお、令和４年度の算定基礎届に関する事務説明動画やガイドブック等を、日本年金機構ホーム
ページに掲載していますので、ぜひご活用ください。

算定基礎届をはじめとする各種届出には、簡単・便利な電子申請をご利用ください

算定基礎届作成のポイント
７月１日現在のすべての被保険者および70歳以上被用者が対象です
次のいずれかに該当する方は、算定基礎届の提出対象外です。

● ６月１日以降に被保険者および70歳以上被用者となった方
● ６月30日以前に退職（資格喪失日が７月１日以前）した方
● ７月から９月までのいずれかの月に随時改定、産前産後休業終了時
改定または育児休業等終了時改定を行う方

算出した報酬月額により、該当する標準報酬月額を決定します
４月・５月・６月の３か月のうち、支払基礎日数（※1） が17日以上の月に実
際に支給された報酬の総額（※2）を対象月数で割って報酬月額を算出します。月
の途中で入社し、入社した月に１か月分の給与が支給されない場合は、その翌月
からが算定対象月となるため、４月途中入社の場合は、５月と６月に実際に支給
された報酬総額を２で割って報酬月額を算出します。
（※１）支払基礎日数 …… 給与の支給の対象となった日数のこと。月給制の被保険者の場合は
各月の暦日数、日給制の被保険者の場合は各月の出勤日数となります。欠勤日数に応じ
て給与が差し引かれる場合等は、就業規則や給与規程等に基づき、事業所が決めた日数
から該当する欠勤日数を控除した日数となります。
（※２）報酬の総額 …… 金銭だけではなく、労働の対価として提供される食事や住宅等の現物
給与がある場合は、その分を報酬に加算してください。

パートタイム労働者の算定方法
パートタイム労働者とは、
支払基礎日数
算定方法
３か月の報酬月額の平均額
１週間の所定労働時間および ３か月とも17日以上
17日以上の月の報酬月額の平均額
１か月の所定労働日数が同一 １か月または２か月は17日以上 ★
３か月とも15日以上17日未満
３か月の報酬月額の平均額
事業所に使用される通常の労
１か月または２か月は15日以上17日未満（★を除く） 15日以上17日未満の月の報酬月額の平均額
働者と比較して４分の３以上 ３か月とも15日未満
従前の標準報酬月額
の方をいいます。
●随時改定の場合は、継続した３か月のいずれの月も支払基礎日数が17日以上。

▶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

短時間労働者の算定方法
短時間労働者とは、特定適用事業所・任意特定
適用事業所※に勤務し、１週間の所定労働時間が
通常の労働者の４分の３未満または１か月の所定
労働日数が通常の労働者の４分の３未満またはそ
の両方で、①１週間の所定労働時間が20時間以
上、②雇用期間が１年以上見込まれる、③月額賃
金が88,000円以上、④学生ではない、これらすべ
てに該当する方をいいます。

この記事に関する詳細は

支払基礎日数
３か月とも11日以上
１か月または２か月は11日以上
３か月とも11日未満

算定方法
３か月の報酬月額の平均額
11日以上の月の報酬月額の平均額
従前の標準報酬月額

●随時改定の場合は、継続した３か月のいずれの月も支払基礎日数が11日以上。

※特定適用事業所とは、被保険者数が常時501人以上の事業所または国ま
たは地方公共団体に属するすべての事業所、任意特定適用事業所とは、
被保険者数が常時500人以下で短時間労働者が社会保険に加入すること
についての労使合意を行った事業所をいいます。

定時決定（算定基礎届）

検索

でご確認ください。

賞与を支給したら 賞与支払届のご提出を忘れずに
事業主が、事業所に勤務する被保険者および70歳以上被用者に賞与を支給したときは、被保険
者賞与支払届を支給日から５日以内に、事務センター（郵送・電子申請）または管轄の年金事務所
にご提出ください。
なお、日本年金機構にご登録されている事業所で、賞与支払予定月に賞与を支給しなかった
場合は、健康保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書の届出が必要です。また、賞与支払予定月
を変更する場合には、健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更（訂正）届または賞与不支給報告
書「賞与支給予定月の変更」欄の記載による届出が必要となります。
賞与に関する手続きや留意事項等は、日本年金機構ホームページ【賞与関係届書】に掲載してい
ますのでご確認ください。適正な届出にご協力をお願いします。

国民年金ひとことメモ

国民年金保険料の免除・納付猶予

経済的な理由等で国民年金保険料の納付が困難な場合、一定の条件（※１）を満たす方への救済措置として、全額
免除・一部免除・納付猶予（※２）・学生納付特例（※３）の制度があります。国民年金保険料を未納のままにしてお
くと、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金が受給できない場合もありますので、納付が困難なときは
免除・納付猶予制度をご利用（※４）ください。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大により、所得が基準額まで
下がる見込みがあるときは、臨時特例措置として、本人の申告による所得見込額を用いた免除・納付猶予等が
申請できます。
（※１）本人・配偶者・世帯主の前年（１月から６月までの間に申請する場合
は前々年）の所得が基準額以下の者が対象。失業者は、
失業特例が適用。
（※２）納付猶予は、50歳未満（学生を除く）で、本人および配偶者（別世帯
を含む）の所得が一定額以下（全額免除の所得基準と同じ）であること。
（※３）学生納付特例制度については、『社会保険新報』2022年４月号に掲載。
（※４）令和４年度の免除・納付猶予は、令和４年７月から令和５年６月まで
の期間を対象として、７月１日から受付を開始。

手続き

申請書を、お住まいの区市町村の国民年金担当窓口または
管轄の年金事務所にご提出いただくか、事務センターに郵送
または電子申請にてお手続きください。

詳細は、日本年金機構ホームページ【国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度】でご確認ください

▶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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WEBセミナー
労災保険・雇用保険

東京社会保険協会では、動画配信によるセミナーを実施（期間限定公開）しています。
知っておきたい社会保険の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。ご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。

6

月

労災保険

視聴期間
会員

YouTube

６月14日（火）13時～（６か月間）

視聴は無料です。
会員はすべての動画をご視聴いただけます。
各動画は20分程度です。

会員限定動画は、【会員限定ページ】から
ご視聴ください。

一般

労災保険の制度と手続き
労災保険の制度の概要と実務で扱うことの多い手
続きについて取り上げます。また、実際に業務災
害や通勤災害が発生した場合の注意点や事前に準
備しておくこと等、実務に即して解説します。

＊ユーザー名・パスワードが必要です。不明の場合は、
WEB照会からご確認ください。

ホームページ

講習会・セミナー

会員

副業・兼業の場合の注意点
昨今、副業・兼業を始める方が増えています。副
業・兼業をする労働者が過重労働にならないため
に、会社としてするべきことはなにか、副業・兼
業を認める際の準備から実際の運用の注意点等を
解説します。また、実際に労災が発生した場合の
手続きについても取り上げます。

講師

大野 知美

（あすそら社会保険労務士事務所）
特定社会保険労務士、国家資格キャリ
アコンサルタント、健康経営エキス
パートアドバイザー。明治大学法学部
法律学科卒業後、大手印刷会社やIT企
業等の勤務を経て独立。東京商工会議
所や社労士会、大学等、多数のセミナー
に登壇。

次回のWEBセミナーは…
８月

労働関係の各種助成金について
講師：特定社会保険労務士 安中 繁
（ドリームサポート社会保険労務士法人）

詳細は、ホームページをご覧ください

7

月

雇用保険

視聴期間
会員

YouTube

７月13日（水）13時～（６か月間）

一般

雇用保険の制度と手続き
雇用保険の制度の概要と実務で扱うことの多い手
続きについて取り上げます。また、手続き書類を
作成する際の注意点等、実務に必要なポイントを
解説します。
会員

令和４年の
育児・介護休業法の改正
育児・介護休業法が改正され、令和４年４月１日
から３段階で施行されます。改正内容や、会社
として具体的にどんな対応が必要か、育児休業
給付金・介護休業給付金の取扱い等について解説
します。

東京社会保険協会 会員事業グループ
https://www.tosyakyo.or.jp ☎03-5292-3596
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会場型講習会

自分を守るためのメンタルセミナー
新型コロナウイルス感染症の予防対策（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。

ストレスや心の健康に対する理解、ストレス
の予防・軽減・対処法等について、東京法規
出版発行の『ここナビ』をテキストに解説
します。
時

● 抽選の際は、会員の方を優先します。
● 複数人参加希望の場合は、それぞれお申し込み
ください。

８月４日（木）＊各回内容は同じ
①10時～12時

②14時～16時

会

場 電設年金会館（新宿区大久保）

費

用

● 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。
●応
 募（抽選）結果等は、
申込締切後３週間程度で、
ご登録のメールアドレスまたは郵送にてご連絡
します。

会員 2,000円［会員以外 12,000円］

応募期間 ６月14日（火）10時〜30日（木）15時
定

員 各回150名

講

師 産業カウンセラー

ホームページ
お問い合わせ

小磯 和俊

（一社）日本産業カウンセラー協会認定

優待チケットのご案内

超歌舞伎 2022
Powered by NTT
新報メルマ
ガ
東社協会員限定

2016年のニコニコ超会議で上演されると同時
に話題騒然となった「超歌舞伎」
。初演時より
毎年出演しているのは、舞台のみならず映画や
テレビでも活躍中の歌舞伎俳優・中村獅童と、
世界的人気を誇るバーチャルシンガー・初音ミ
ク。夢のコラボによる次世代歌舞伎が誕生しま
した。本作では、演出の要となるNTTの最新技
術が、不可能を可能に変えて、超がつくほどの
スペクタクルな世界を作り出します。上演を重
ねるごとに精度がアップする技術も必見です。

詳細は、ホームページをご覧ください

▼

日

ホームページからお申し込みください。

講習会・セミナー

✉ kousyukai@tosyakyo.or.jp

一、超歌舞伎のみかた
二、萬代春歌舞伎踊（つきせぬはるかぶきおどり）
【作】松岡 亮
【出演】真柴秀康
中村獅童
出雲のお国
初音ミク
奴國平
澤村國矢
女奴お蝶
中村蝶紫
三、永遠花誉功（とわのはなほまれのいさおし）
【脚本】松岡 亮
【演出・振付】藤間勘十郎
【出演】金輪五郎今国
中村獅童
苧環姫
初音ミク
金輪小五郎陽國
小川陽喜
日

時

8月25日(木)、26日(金)、27日(土)
28日(日) 午前の部（11時開演）

会

場

新橋演舞場（中央区銀座）

費

用

会員 9,800円［一等席通常 13,000円］

応募期間

希望日の２週間前まで

ホームページ ▶ 会員特典 ▶ 期間限定特典
専用用紙にご記入のうえ、FAXでお申し込みください。

東京社会保険協会 会員事業グループ
https://www.tosyakyo.or.jp ☎03-5292-3596

社 会 保 険 新 報
近郊の
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ところざわサクラタウン

（埼玉県所沢市）

東所沢駅から歩くこと約10分、突然現れる巨大岩のような建物、武
蔵野の自然…。ココ、ところざわサクラタウンは、国内最大のポップカ
ルチャー発信拠点として、アニメ好きを中心に話題のエリアです。次の
休日は都会の喧騒を離れて、
〝エンタメの神様〟に会いに行きませんか？

ところざわ
サクラタウン

KADOKAWAと埼玉県所沢市の共同プロジェクト
「COOL JAPAN FOREST 構想」に基づく複合施設。
美術館、神社、公園のほか、ホテル、ショップ＆レ
ストラン、イベントスペース等で構成されています。
●施設概要、料金、休館日等は、ホームページで検索‼
【ところざわサクラタウン】https://tokorozawa-sakuratown.com/

◀天野喜孝氏による鳳凰を題材にした天井画
▼隈研吾氏デザインのガラス張りの外観

▲本棚劇場
マンガ・ラノベ図書館▶

角川武蔵野ミュージアム

武蔵野坐令和神社

「訪れてみたい日本のアニメ聖地88」の一番札所に選定されている神社。
あまてらす おおみかみ
すさのおのみこと
主祭神は東京大神宮から分霊した天 照 大御神、相殿神は素戔嗚命で、文芸・

芸術・芸能、良縁にご利益があります。「ファイナルファンタジー」シリーズ
の天野喜孝氏による鳳凰の天井画は圧巻 ‼

武蔵野樹林パーク（併設：武蔵野樹林カフェ）

東所沢公園内に位置し、武蔵野の雑木林を代表するコナラ等の落葉広葉樹林が
広がります。16時から21時までは、チームラボによるデジタルアート「どんぐ
りの森の呼応する生命」
（写真左）を展示。

エディットタウン-ブックストリートを抜けて、
〝ミュージアムの顔〟本棚劇場へ。360度ぐるりと囲
んだ高さ８ｍの巨大本棚には、KADOKAWAの出版
物や個人蔵書約３万冊を所蔵。壁面を利用して、20
分おきにプロジェクションマッピングも上映してい
ます。マンガ・ラノベ図書館では、各出版社のマン
ガやライトノベル約3.5万冊が閲覧できます。

表紙のスポットを
動画で閲覧できます‼
今号（2022年６月号）から、

表紙に掲載の名所やスポットを

動画（１分半程度）でもご紹介
します。QRコードまたはホーム
ページ ▶ 社会保険新報 ▶ 表紙

の名所シリーズ（https://www.
tosyakyo.or.jp/
▲武蔵野樹林カフェでは、
狭山茶や地ビールが楽し
めます。

public/shinpou/
meisho/）から閲
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
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