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社会保険新任担当者事務説明会を開催します…２ 平成２８年度社会保険協会事業・決算を承認…３
社会保険協会施設優待事業の案内…３ 被扶養者状況リストは７月３１日までご提出を…４
マイナンバー制度による情報連携が開始されます…４ 適正受診を心掛けましょう…４
新規健康経営宣言事業所をご紹介します…５ 健康保険組合連合会秋田連合会との協力連携について…５
上手に使おう
『ジェネリック医薬品』
…５ 算定基礎届は７月１０日までにご提出ください…６
年金を受け取るために必要な期間が短縮されます…７ 「わたしと年金」エッセイ募集…８

花ことば（ピンク）：しとやか
バラ／ロココ
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秋田県社会保険協会からのお知らせ

社会保険事務説明会の開催
【健康保険と年金のしくみと事務手続き】

料

参加無

新たに社会保険に加入された事業所において社会保険事務を担当されている方、また、新しく社会
保険事務を担当された方を主な対象として、次により「社会保険事務説明会」を開催します。
※定員になり次第締め切らせていただきます。
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参加対象者

県内の年金事務所または全国健康保険協会秋田支部で厚生年金保険・健康保険の適用
を受けている事業所に勤務されている方（健康保険組合に勤務されている方を含む）

参 加 費 用

無料（テキストは主催者が当日配布します）

講

年金事務所職員・全国健康保険協会秋田支部職員及び保健師

師

申 込 方 法

下記の参加申込書にご記入のうえ、郵送またはFAXによりお申し込みください。

申込み・
問い合わせ先

秋田県社会保険協会 〈〒０１０―０００１ 秋田市中通６−７−９〉
TEL：０１８‐８３１‐６２0５
FAX：０１８‐８３２‐３６８１

主

催

一般財団法人 秋田県社会保険協会

【共催】 日本年金機構（県内各年金事務所）・全国健康保険協会秋田支部
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2／社会保険あきた／29年6･7月

平成28年度社会保険協会事業・決算を承認
平成28年度における社会保険協会の事業経過報告及び決算報告について、６月13日に開催された
理事会及び評議員会において、次のとおり承認されました。

・制度の普及に関する主な事業
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・健康増進に関する事業
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・社会保険関係団体の活動支援
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・平成28年度一般会計収入・支出決算
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秋田県

健康管理講座

新任担当者事務説明会

「施設利用会員証」を発行します

秋田市中通 6−7−9
TEL018-831-6205

◀施設利用会員証：名刺サイズ

会員事業所さま向けの優待事業として、この度、次の施
設を利用される場合に、宿泊料金等の割引が受けられる
「施設利用会員証」を発行することになりました。出張や
ご家族での旅行などにご利用ください。
会員証を希望される場合は、当協会ホームページから
「施設利用会員証交付申込書」をダウンロードし、必要事
項を記入のうえ郵送してください。
優待施設・優待内容・予約申込み方法等の詳細について
は、当協会ホームページの「会員限定特典ページ」（施設
利用会員証）に掲載しておりますのでご覧ください。
また、プリンスホテル優待プランについては、専用Web
サイトのバナーをクリックして入りますが、「施設利用会
員証」をお送りするときにお知らせする「パスワード」に
より、専用Webサイトにログインして閲覧や予約申込みを
することができます。

全国の対象施設
●船員保険会運営の４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）
●ホテル法華クラブグループの17施設
・ホテル法華クラブ（札幌･函館･仙台･浅草･京都、ほか12施設）
●高輪・品川プリンスホテルグループの４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
●プリンスホテル優待プラン
全国のプリンスホテル、スキー場、ゴルフ場等
●湯快リゾート株式会社の各施設
詳細は当協会ホームページから
※「施設利用会員証」の交付申込みには、次のものを同封して必ず郵送
でお願いします。
①「施設利用会員証」交付申込書
②８２円切手を貼り送付先を記載した返信用封筒
※希望枚数は１事業所１０枚程度までとさせていただきます。

社会保険あきた／29年6･7月／3

全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ

被扶養者状況リストは７月３１日までご提出ください
健康保険の被扶養者資格を再確認させていただくため、事業主の皆さまに「被扶養者状況リスト」をお送りしております。
平成２９年７月３１日まで郵送にてご提出くださいますようお願いします。

ձ 被扶養者の方
が現在も該当する
かをご確認の上、
被扶養者状況リス
ト等を記入・押印
いただき・・・

ղ

ճ ７月３１日(月）

返信用
封筒に入れ
て

まで郵送してくだ
さい。

７月中旬より
マイナンバー制度による情報連携が開始されます
平成29年7月中旬（※）から、高額療養費などの以下の申請において、非課税証明書等の添付書類が必要となる
場合に、申請書等にマイナンバーを記入いただいた上で、情報連携を行います。
ただし、７月から３か月程度は、マイナンバー制度全体で、情報連携の事務処理手続きへの移行を円滑に行う
ことを目的に、「試行運用期間」が設けられています。試行運用期間では、情報連携の結果と添付書類の内容に
違いがないかなどを確認しますので、引き続き従来と同様に添付書類の提出をいただきますようお願いします。
なお、本年秋頃には本格運用が開始され、一部の添付書類が不要になる予定です。
䠄䈜䠅䝬䜲䝘䞁䝞䞊ไᗘ䛻䜘䜛ሗ㐃ᦠ䛾㛤ጞ᪥䛿䚸ᖹᡂ㻞㻥ᖺ䠓᭶㻝㻤᪥䛜ᐃ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹䛺䛚䚸ሗ㐃ᦠ䛾㛤ጞ᪥䜔ヨ⾜㐠⏝䛾ྲྀ
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≪マイナンバーをご記入いただくことにより、情報連携を行う申請≫
○高額療養費の申請（低所得者のみ）
○高額介護合算療養費の申請（低所得者のみ）
○基準収入額適用申請
○食事及び生活療養標準負担額の減額申請（低所得者のみ）
（注）情報連携のためにマイナンバーの記入が必要となるのは、非課税証明書等の添付が必要な方の場合です。
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健康

保険
証

適正受診を心掛けましょう
保険証は診察を受ける都度、
病院等の窓口にご提示ください。

仕事中や通勤途中の病気やケガには
保険証は使用できません。
㸦ປ⅏ಖ㝤ࡢᑐ㇟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᴗᡤࢆ
⟶㎄ࡍࡿປാᇶ‽┘╩⨫࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸㸧

私用中の交通事故等が原因で保険証を

A病院

B病院

使用して受診される場合は、
「第三者等の行為によ
る傷病届」の提出が必要となる場合があります。

重複受診（はしご受診）はやめましょう。

ͤヲࡋࡃࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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4／社会保険あきた／29年6･7月

健康
経営

新規健康経営宣言事業所をご紹介します
平成２９年３月以降に「健康経営宣言事業所」として新規に認定された事業所様をご紹介します。
現在、１３９事業所様が従業員の方の健康づくりに取り組まれています。
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「ۻ健康経営宣言事業所」の詳細については・・・
協会けんぽ秋田支部のホームページをご覧ください
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協会けんぽ秋田支部では引き続き「健康経営宣言」にエントリーしてくださる事業所様を募集しております。ぜひ、
下記「お問い合わせ先」までご連絡ください。

健康保険組合連合会秋田連合会と協会けんぽ秋田支部は、加入者の皆さまの健康増進
等に協力連携してまいります
平成２９年４月１２日、健康保険組合連合会秋田連合会と協会けんぽ秋田支
部は「健康づくり等の推進に向けた包括的連携に関する協定書」の締結式を行
いました。それぞれ独自に行っていた健康づくり事業を、今後は相互に連携及
び協力し合い、事業所様、加入者様の健康増進に向けた取り組みをおこなって
まいります。
（写真右が健康保険組合連合会秋田連合会播磨屋会長、左が協会けんぽ秋田支部中田支部長）

上手に使おう『ジェネリック医薬品』
ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、新薬（先発医薬品）と同じ主成分を使い、効き目や安全性が先発医
薬品と同等であると国から承認された低価格なお薬のことです。使ってみたいときは、医師や薬剤師にご相談く
ださい。
※どの程度安くなるかは、薬の種類やメーカーによって様々です
今のお薬より低価格、お薬代の負担軽減や医療費の削減につながり、
保険料の伸びを抑えることができます。

ジェネリック医薬品希望
シールもご利用ください

飲みやすく改良されているものもあります。
不安なときは短期間の「お試し」もできます。
国の厳しい試験や基準をクリアし、新薬に代替できる品質・有効性・
安全性を有するお薬です。

ấբẟӳỪẶέ ң˟ẬỮỘ˖ဒዮѦἂἽὊἩ 㚤ᵎᵏᵖᵋᵖᵖᵑᵋᵏᵖᵒᵏ
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ምؕܭᄽފƸஉଐǇưƴƝ੩ЈƘƩƞƍ
 ᘮ̬ᨖᎍƷܱᨥƷإᣛƱแإᣛஉ᫇ƱƷ᧓ƴٻƖƳࠀƕဃơƳƍǑƏƴƢǔƨǊŴ࠰ׅምؕܭᄽފǛ
Ɲ੩ЈƍƨƩƖŴแإᣛஉ᫇ǛൿǊƳƓƠƯƍǇƢŵᲢܭൿܭᲣ

Ū ምؕܭᄽފƷ
ምؕܭᄽފƷ੩ЈƷ
੩ЈƷؕᄽƱƳǔஉƱൿݣܭᝋஉ
ؕᄽƱƳǔஉƱൿݣܭᝋஉ

ܭ
ൿܭ
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࣭࣭࣭࣭


*
உ





உ

உ


உ






உ

உ


உ

Ტஉ᫇٭ƴᛆ࢘ƠƳƚǕƹᲲஉǇưᲣ








*


உ உ உ உ

ࢼஹƷแإᣛஉ᫇







உ

உ

உ



உ









உ

உ

உ

உ

ૼƠƍแإᣛஉ᫇

உଐƔǒஉଐǇưƴ
ଐஜ࠰ೞನᅸဋʙѦǻȳǿȸǁᣁᡛƴǑǓ੩Ј

Ū ምؕܭᄽފƷݣᝋᎍ
உଐྵנƷμᘮ̬ᨖᎍƕݣᝋưƢŵ
ˌɦƴᛆ࢘Ƣǔᘮ̬ᨖᎍƷ૾ƸފЈƷ੩ЈƕɧᙲưƢŵ
  ȷஉଐˌᨀƴᘮ̬ᨖᎍƴƳƬƨ૾ᲢӕࢽƴൿܭƠƨإᣛƕ࠰உǇưᢘဇƞǕǇƢᲣ
  ȷஉଐˌЭƴᡚᎰƠƨ૾
  ȷᲱஉોܭƷஉ᫇ފ٭Ǜ੩ЈƢǔ૾ᲢКᡦžஉ᫇ފ٭ſƷ੩Јƕ࣏ᙲưƢŵ
Უ
èƳƓŴᡛ˄ƠƯƍǔފЈဇኡሁƷϋܾƸŴᲬᲳ࠰ᲯஉᲫᲳଐᲢᲣǇưƴϼྸƕܦʕƠƨᚡƴؕƮƍƯƍǇƢŵ
 ဇኡƴᚡ᠍ƷƳƍ૾ƴƭƍƯƸŴᢘܯᡙьǛƓᫍƍƠǇƢŵ

Ū ފЈƷϋܾƴƭƍƯ
ὐإᣛ
   إᣛƱƸŴŴŴஉƴܱᨥƴૅǘǕƨŴᆋሁǛᨊƢǔЭƷૅዅዮ᫇ưƢŵ᥉ȷ
  ྵཋǛբǘƣŴʙಅɼƕіѦƷݣᝋƱƠƯૅዅƢǔƢǂƯƷǋƷưƢŵྵཋưૅዅƞǕǔǋƷ
  ƴƭƍƯƸŴ᥉ƴ੭ምƠƯᚘምƠǇƢŵ
ྵཋưૅዅƞǕǔǋƷᲴ᥉ᲢᡫᝣᲣƴᨂǒƣŴᡫѮܭУŴʙŴ˰ܡƳƲŵ

ʙȷ˰ܡƸŴᣃᢊࡅჄƝƱƴҽဃіٻᐫƕܭǊǔ̖᫇ƴ੭ምƠƯᚡ᠍ƠǇƢŵƨƩƠŴʙƷ̖᫇ƷᲭЎƷᲬˌ
ɥǛஜʴƕਃƠƯƍǔئӳƸŴإᣛƴԃǈǇƤǜŵƦǕˌٳƸҾЩܱᨥƴƔƔƬƨᝲဇǛ̖ƱƠƯᚡ᠍ƠǇƢŵ
ƳƓŴͳᎋഇƴƸžʙᲢଷᲣſƳƲƱϋܾǛᚡ᠍ƠƯƘƩƞƍŵ

ὐૅ

ଐૠ

  ૅؕᄽଐૠƱƸŴإᣛƷૅƍƷݣᝋƱƳƬƨଐૠƷƜƱǛƍƍǇƢŵ


உዅᎍ ὐЈѮଐૠƴ᧙ǘǒƣୣƷଐૠƱƳǓǇƢ

ଐዅᎍӏƼዅᎍ ὐЈѮଐૠƱƳǓǇƢ

èƨƩƠŴஉዅᎍưƋƬƯǋഎѮଐૠЎƷإᣛƕࠀƠࡽƔǕǔئӳƸŴݼಅᙹЩሁƴǑǓ˟ᅈưܭǊǒǕƨଐ
ૠƔǒഎѮଐૠǛࠀƠࡽƍƨଐૠƕૅؕᄽଐૠƱƳǓǇƢŵ

ૅؕᄽଐૠƕᲫᲱଐசƷஉƸแإᣛஉ᫇ᚘምƷݣᝋƔǒᨊƔǕǇƢŵᲮஉȷᲯஉȷᲰஉƷ
ƍƣǕǋૅؕᄽଐૠƕᲫᲱଐசƷئӳƴƸŴࢼЭƷแإᣛஉ᫇ưൿܭƠǇƢŵ

Ტèჺ᧓іᎍǛᨊƘᲣ
     
 èˌɦƷĬ᳸ĮƷμƯƴᛆ࢘Ƣǔ૾ƸžᲱᲪബˌɥᘮဇᎍምؕܭᄽފſǛ́ƤƯƝ੩ЈƘƩƞƍŵ
ĬബˌɥƷ૾ųųĭᢅӊƴҽဃ࠰̬ᨖƷᘮ̬ᨖᎍ᧓ƕƋǔ૾
Įʙಅƴࠝ̅ဇƞǕƯƍǔ૾

ʙಅᛦ௹ƴݣƢǔƝңщƷƓᫍƍ
ų࠰ʙѦưƸŴምؕܭᄽފƷ੩ЈƴӳǘƤŴݣ᩿ƴǑǔފЈƷᄩᛐᛦ௹ǛᘍƬƯƓǓǇƢŵݣᝋƱ
ƳǔʙಅಮǁƸКᡦƝకϋƍƨƠǇƢƷưŴӨࠚǍЈѮቐƳƲǛƝਤӋɦƞǔǑƏƓᫍƍƍƨƠ
ǇƢŵ
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࠰ǛӖƚӕǔƨǊƴ࣏ᙲƳ᧓ƕჺƞǕǇƢ
ųƜǕǇưƸŴᎊᱫ࠰ǛӖƚӕǔƨǊƴƸŴ̬ᨖ૰ኛ˄ฎ᧓Ტൟ࠰Ʒ̬ᨖ૰ኛ˄ฎ᧓Ǎҽဃ
࠰̬ᨖŴσฎኵӳሁƷьλ᧓ǛԃǉᲣƱൟ࠰Ʒ̬ᨖ૰βᨊ᧓ƳƲǛӳምƠƨ᧓ƕҾЩ
ƱƠƯᲬᲯ࠰ˌɥ࣏ᙲưƠƨŵ
ųᲬᲳ࠰ᲲஉᲫଐƔǒƸŴ᧓ƕᲫᲪ࠰ˌɥƋǕƹᎊᱫ࠰ǛӖƚӕǔƜƱƕưƖǔǑƏƴƳ
ǓǇƢŵ
᧓ųᲬᲯ࠰

ƜǕǇư

ƞǜ
ƞǜ

࠰
உଐˌᨀ

保険料納付済等期間：２８年
保険料納付済等期間：１５年

ŨૅዅƋǓ
gૅዅƳƠ

᧓ųᲫᲪ࠰
ƞǜ

保険料納付済等期間：１５年

ŨૅዅƋǓ

Ū ዓƖƴƭƍƯ
ȷᲬᲳ࠰ᲲஉᲫଐໜưૅዅ࠰ڼᱫƴПᢋƠƯƍǔ૾ưŴ᧓ƕᲫᲪ࠰ˌɥᲬᲯ࠰
சƷ૾ƴƸŴᲬᲳ࠰Წஉ᳸ᲬᲳ࠰ᲱஉǇưƷ᧓ƴଐஜ࠰ೞನƔǒž࠰ᛪ൭
ſǛഏƓᡛǓƠƯƍǇƢŵ
ȷǇƨŴᲬᲳ࠰ᲲஉᲫଐˌᨀƴૅዅ࠰ڼᱫƴПᢋƢǔ૾ƴƸŴПᢋƷᲭȵஉЭƴž࠰
ᛪ൭ſǛᡛ˄ƠǇƢŵ
ȷଐஜ࠰ೞನƔǒž࠰ᛪ൭ſƕފƖǇƠƨǒŴ࣏ᙲʙǛƝᚡλƷɥŴ࣏ᙲƱ́Ƥ
ƯƓᡈƘƷ࠰ʙѦǍᘑᚌƷ࠰ႻᛩǻȳǿȸǇưƓਤƪƘƩƞƍŵ
èƝஜʴƕႺᆸȭƴƓƍưƴƳǕƳƍƱƖƸŴ˓ۀཞƴǑǓˊྸʴƴዓƖǛ˓ۀƞǕǔƜ
ƱưŴƓዓƖǛƠƯƍƨƩƘƜƱƕưƖǇƢŵ

࠰ƷƝႻᛩŴƓዓƖƸƥƻžʖኖſ
࠰ƷƝႻᛩŴƓዓƖƸƥƻ
žʖኖſǛƝМဇƘƩƞƍᲛᲛ
ǛƝМဇƘƩƞƍᲛᲛ
ųƝႻᛩŴƓዓƖƴஹƞǕƨƓܲಮǛƓࢳƨƤƠƳƍƨǊŴ࠰ႻᛩƷʖኖǛӖƚ˄ƚƯ
ƓǓǇƢŵΟέႎƴƝకϋƢǔƜƱƕưƖǇƢƷưŴƥƻʖኖǛƝМဇƘƩƞƍᲛ

ʖኖƷဎƠᡂǈƸžƶǜƖǜȀǤȤȫ
ʖኖƷဎƠᡂǈƸž
ƶǜƖǜȀǤȤȫſǁᲛ
ſǁᲛ


èƔǒۉǇǔᩓᛅưƓƔƚƴƳǔئӳƸ

Ũ ʖኖႻᛩࠎஓଐƷᲫƔஉЭƔǒЭଐǇưӖ˄ƠƯƍǇƢŵ
Ũ ƝᡲዂƷᨥƸŴؕᄽ࠰ဪӭƷЎƔǔ࠰ࠚǍ࠰ᚰǛƝแͳƘƩƞƍŵ
Ũ ƓᡈƘƷ࠰ʙѦưǋӖ˄ƠƯƍǇƢŵ
èƶǜƖǜȀǤȤȫƷӖ˄᧓Ჴஉ୴ଐᲢஉ୴ƕ˞ଐƷئӳƸŴ˞ଐଢƚƷИଐᲣᲴ᳸Ჴ
ųųųųųųųųųųųųųųų້᳸୴ଐᲴ᳸Ჴųᇹʚ୴םଐᲴ᳸Ჴ

èɥᚡž᧓ƷჺſƴƭƍƯǋŴƝɧଢƳໜሁƋǓǇƠƨǒžƶǜƖǜȀǤȤȫſǁƓբƍӳǘƤƘƩƞƍŵ
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žǘƨƠƱ࠰ſǛȆȸȞƱƠƨǨȃǻǤǛѪᨼƠǇƢ
ǘƨƠƱ࠰ſǛȆȸȞƱƠƨǨȃǻǤǛѪᨼƠǇƢ


世代を超える。
今だからこそ、伝えたい。
Ū ࣖѪዸЏ

  ࠰ᲳஉᲮଐ
ᲢஉᲣ

Ū ច

ෞҮஊј

Ū ࣖѪ˺Լ

ҽဃіٻᐫចŴଐஜ࠰ೞನྸʙᧈចŴ
ΟᅵចŴλᢠ
ចཞƷɨɳƼƴᚡࣞԼǛពԑƠǇƢŵ

πႎ࠰СࡇǛȆȸȞƴƠƨǨȃǻǤŵ
πႎ࠰ƷٻЏƞŴࣖѪᎍƝᐯ៲Ǎ៲ᡈƳ૾Ʊπႎ࠰
ƱƷƔƔǘǓŴπႎ࠰ƴƭƍƯƷƋƳƨƷᎋƑƳƲŴ
ƳǜưǋኽನưƢŵ

Ū ࣖѪ
ɶܖဃˌɥƷ૾

ଐஜᛖư᳸૨ˌ܌ϋŵ
൞ӸŴƾǓƕƳŴ࠰ᱫŴࣱКŴ˰ŴᩓᛅဪӭŴᎰಅǇ
ƨƸޓᲢ˟ᅈӸŴܖఄӸሁᲣǛଢᚡƠƯƘƩƞƍŵ
ϋܾƸࣖѪᎍஜʴƕо˺ƠƨǋƷưŴசႆᘙƷǋƷƴᨂ
ǓǇƢŵ
ࣖѪ˺ԼƸᡉҲƠǇƤǜŵ

Ū ੩ЈέȷƓբƍӳǘƤέ
ଐஜ࠰ೞನųႻᛩȷǵȸȓǹਖ਼ᡶᢿ
ǵȸȓǹਖ਼ᡶǰȫȸȗųǘƨƠƱ࠰ųਃ࢘
ųųƄųிʮᣃனɳғ᭗ʟৎᙱ
ųųųųųųųųųųųᲢˊᘙᲣ

Ū ႆᘙ
Ӗច˺ԼƸଐஜ࠰ೞನțȸȠȚȸǸƴμ૨Ǜਫ਼᠍Ƣǔ
ᲢஉɦକʖܭᲣ˂Ŵଐஜ࠰ೞನƕႆᘍƢǔБᘍཋ
ǁƷਫ਼᠍ሁǛᘍƍǇƢŵ

ᛇƠƘƸଐஜ࠰ೞನțȸȠȚȸǸǛ
ƝᚁƘƩƞƍŵ

Ӗច˺ԼƷᓸ˺ೌƸଐஜ࠰ೞನƴ࠙ޓƠǇƢŵ
ӖចᎍƷ൞ӸŴ࠰ˊŴࣱКŴ˰עƷᣃᢊࡅჄǛπᘙƠ
ǇƢŵ
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࠰ࡇųǘƨƠƱ࠰

౨

ኧ

厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申請書について

第一子出産後、育児休業が終了し、勤務時間短縮の措置
を受けて働く予定です。何か届出が必要ですか。

Ｑ

⛅⏣ᖺ㔠ົᡤ
ཌ⏕ᖺ㔠㐺⏝ㄪᰝㄢ
ྜྷࠉ⏣ࠉᯘኴ㑻

へお問い合わせください。
算します。養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に

詳しくは、お近くの年金事務所厚生年金適用調査課
月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計

書」を事業主を経由して提出します。
被保険者の申出に基づき、より高い従前の標準報酬

対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から
3歳到達日の翌日の月の前月まで等です。

次世代育成支援の拡充を目的として、養育期
Ａ 間の従前標準報酬額のみなし措置が設けられて
います。これは、子どもが3歳までの間、勤務時間短

3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者で
縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額

あった者で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養
が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額

育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、被保険
に基づく年金額を受け取ることができる仕組みです。

者が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出

影響しないようにするための措置です。

﹁おもてなし﹂
ࠉ 䣕࠾ࡶ࡚࡞ࡋ䣖࠸࠺ゝⴥࡣ࢜ࣜࣥࣆࢶ
ࢡᣍ⮴ྥࡅࡓ᭱⤊ࣉࣞࢮ࡛ࣥ䣍ᕝࢡࣜ
ࢫࢸࣝࡉࢇࡀ᪥ᮏࡢᚰࢆ⾲⌧ࡍࡿࡓࡵ
࠸䣍ᙜࡢὶ⾜ㄒ㈹ࡶ࡞ࡾࡲࡋࡓ䣎
ࠉ ࡉ࡚䣍ⴿࡢ࠶つᶍࡢᑠࡣ࠶䣬࡚
ࡶ࠾ᩪ䥹࠾ࡁ䥺ࡀࡃࡣ䣍ᅜඹ㏻ࡢ
࡞ࡽࢃࡋ࡞䣬࡚࠸ࡲࡍࡀ䣍ࡑࡢᙧែࡣࡉ
ࡲࡊࡲ࡛ࡍ䣎㑇᪘࠸䣬࡚ࡶ㣗ࡢᖍ㝈
䣬࡚ࡣ䣍▱ே࣭ேࡣᣍࢀࡓ❧ሙ࠶ࡾ䣍
ࡇࡢ❧ሙࡢ㐪࠸ࢆྲྀࡾᣢ䣬࡚㱈㱒䥹ࡑࡈ䥺
࡞ࡃࢆ㐠ࡪᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍ䣎ࡑࡢసἲࡢ
୍ࡘࡋ࡚䣍䣓┠ࡢۑۑ䣔⛠ࡋ࡚⾜ࢃࢀ
ࡿ┃䥹ࡉࡎࡁࡈ䥺ࢆ⤂ࡋࡓ࠸ᛮ
࠸ࡲࡍ䣎
䥹㸯䥺ྲྀᣢࡕࡢ┠
ࠉ 㣗ࡀࡣࡌࡲࡾ䣍ᗙᖍဨࡀ╔ᖍࡋࡓ
ẁ㝵࡛ྲྀᣢ
ࡕ䥹ᗙ㓄ே
࣭ྖ⪅䥺
ࡀᑡࡋࡁ
ࡵࡢ┃ಶ
ࢆ┃ྎࡢ
ࡏ࡚㓇ࢆὀ
࠸࡛ࡶࡽ࠸
ᣵᣜࡋࡲࡍ䣎
ࡇࡢ㝿䣍┦
కࡢ┃ࡀక
࠸䣍ୡヰே













ࡢ୍ேࡀ┦కࡋࡲࡍ䣎㣧ࡳࡋࡓࡽ┃ྎ
┃ࢆ㏉ࡋࡲࡍ䣎࠾㓃ࡢேࡣ᭱ୖᗙ┃ࢆᣢ
䣬࡚⾜ࡁ㡰┃ࡋࡲࡍ䣎㡰┃ࡣ┃ྎࡽ┃ࢆ
ཷࡅྲྀࡾ䣍࠾㓃ࡋ࡚ࡶࡽ䣬ࡓࡽḟᖍࡢே
䣓࠾ඛ䣔㍍ࡃ㔘ࡋ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍ䣎㣧
ࡳࡋࡓࡽḟࡢேᅇࡋࡑࢀࢆ᭱ୗᗙࡲ࡛
⧞ࡾ㏉ࡋࡲࡍ䣎ࡘࡢ┃ࡣᕥྑศࢀ࡚
࠸ࡁࡲࡍ䣎
䥹㸰䥺ࡢ┠
ࠉ యࡃࡘࢁࡂࡀぢ࠼࡚ࡁࡓࡇࢁ䣍ᨾே
᭱ࡶࡘ࡞ࡀࡾࡢ῝࠸ே┦కࡣಶேࡢ
ᘵጜጒ࡞࡛ദ⪅ཬࡧཧຍ⪅ㅰពࢆ⾲
ࡋ࡚㡰┃ࡋࡲࡍ䣎
䥹㸱䥺ீࡢ┠
ࠉ ࡞ࡾ㛫ࡀ⤒㐣ࡋࡓⅬ࡛ദ⪅┦
కࡣᜥᏊ䣍ፉ፵࡞࡛ཧຍ⪅ࡢㅰពࢆ⾲
ࡋ࡚㡰┃ࡋࡲࡍ䣎
ࠉ ࡉ࡚䣍ࡇࢀࡲ࡛ࡢ┃ࢆㄞࢇ࡛ࡢࡼ࠺
ᛮࢃࢀࡓ࡛ࡋ䣯࠺㸽ࢬࣂࣜ㠃ಽࡃࡉ࠸
࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋ䣯࠺䣎࡛ࡍࡀ䣍ࡇࡢ┃ࡣ
ᣍ࠸ࡓ᪉ࠎᑐࡍࡿ䣓࠾ࡶ࡚࡞ࡋ䣔࡛࠶ࡾ䣍
ࡑࢀࡒࢀࡢ䣓┠ࡢۑۑ䣔ࡶពࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍ䣎
ࠉ ࡑࡶࡑࡶ䣓࠾ࡶ࡚࡞ࡋ䣔ࡣ㠃ಽࡃࡉ࠸ࡢ
࡛ࡍ䣎㠃ಽࡃࡉ࠸ࢆࡋ࡚ࡃࢀࡓ䣍ึ
ࡵ࡚ேࡣ䣓࠾ࡶ࡚࡞ࡋ䣔ࢆឤࡌࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࡛ࡋ䣯࠺䣎௦ࡢὶࢀࡶ⡆␎
ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡇࡀከ࠸ୡࡢ୰࡛ࡍࡀ䣍ᮏ᮶
ࡢ᪥ᮏேࡢ䣓࠾ࡶ࡚࡞ࡋ䣔ࡢࡇࡇࢁࢆᛀࢀ
࡞࠸ࡼ࠺ࡋࡓ࠸ࡶࡢ࡛ࡍ䣎

ࠉ ᰴᘧ♫
ࠉ ⛅⏣᪂㟁ඖ䥹⏤ᮏⲮᕷ䥺
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ బࠎᮌ
ࠉ ⠊
ࠉ ᩥ
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歯や口腔内の健康は全身の健康です

“噛む”という行為は全身の健康と深いかかわりがあります。よく噛んで食べる習
慣を持つことは生涯を通じた健康づくりにつながります。また“むし歯”だけを意識
するのではなく“歯周病”が全身へ及ぼす影響は非常に重大です。歯科健診を定期的
に受け、健康管理に努めましょう。
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休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください
ኪ㛫ࡢᖺ㔠┦ㄯ㸭࢝ࣞࣥࢲ࣮ࡢࠉࠉࡢ᪥ཷ㛫༗ᚋࡲ࡛
ఇ᪥ࡢᖺ㔠┦ㄯ㸭࢝ࣞࣥࢲ࣮ࡢࠉࠉࡢ᪥ཷ㛫༗๓ศࡽ༗ᚋࡲ࡛

平成29年７月
日
月
火

水

木

金

土

平成29年８月
日
月
火

水

木

金

土

1

1

2

3

4

5

2

3

8

6

7

8

9

10 11

12

9

10 11

12 13 14 15

13

14

15

16 17 18

19

16

17 18

19 20 21 22

20

21

22

23 24 25

26

26 27 28 29

27

28

29

30 31

23 24
30 31

4

25

5

6

7

保険料の納期内納入にご協力ください
一般財団法人 秋田県社会保険協会

ᖹᡂᖺ㺃᭶ྕ

年金についての相談やお問い合わせ先
★ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル
ࠊϋᡫᛅ૰
ųųųųųųų
Ტ+2ᩓᛅᲣ
ᲢӖ˄᧓Უஉ᳸୴ଐᲴҜЭᲴ᳸ҜࢸᲴ
ųųųųųųᇹᲬ୴םଐᲴҜЭᲴ᳸ҜࢸᲴ
★ねんきんダイヤル（年金全般に関する相談）
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月末には社会保険料振替口座の残高確認を
お願いします。
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︱ 職場内で回覧しましょう ︱
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