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「施設利用会員証」の発行について…２ １１月は「ねんきん月間」です…３
秋田事務センターを仙台広域事務センターへ統合します…４ 街角の年金相談センター秋田（オフィス）をご利用ください！…４
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます…５ 社会保険料の納付には口座振替をご利用ください…５
届書・申請書作成支援サービスをご利用ください…６ いちはやく健康保険の情報をお伝えします…６
ご家族の方の健康診断「特定健診」をもう受診されましたか？…７ 新規健康経営宣言事業所をご紹介します…８

花ことば：(黄色) 献身・可憐
バラ（ザ・ピルグリム）
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秋田県社会保険協会からのお知らせ

「施設利用会員証」の発行について
「施設利用会員証」の発行については、当誌６−７月号でもお知らせしましたが、優待利用契約施設の追加
があったため、この事業に係る当会のホームページを更新します。
（11 月上旬予定）
会員事業所様の従業員とそのご家族がホテル等の契約優待施設を利用した場合、宿泊料金等の優待割引
きが受けられる「施設利用会員証」を引き続き発行しております。ご利用を希望される会員事業所様は、下記
の「施設利用会員証交付申込書」または当会のホームぺージから申込書をダウンロードしてお申込みください。
なお、契約優待施設、優待内容および利用方法等の詳細は、当会ホームページの「会員限定特典ページ」に
掲載しておりますのでご覧ください。

■ 対象施設（具体的な施設名は当会HPをご覧ください。）
船員保険会
ホテル法華クラブグループ
高輪・品川プリンスホテルグループ
プリンスホテル優待プラン
湯快リゾート株式会社
ダイワロイヤルホテルズ（大和リゾート株式会社）
かんぽの宿（日本郵政株式会社）
その他（宿泊施設）
その他（日帰り施設）

４施設
17施設
４施設
―
27施設
27施設
50施設
５施設
10施設

※対象施設については、今後、県内の施設や東北・北海道の施設も含め拡大される予定ですが、その内容についてはその都度当誌にてご連
絡いたします。
※「プリンスホテル優待プラン」および「ダイワロイヤルホテルズ」ご利用の方は専用Webサイト内での予約となり、専用のログインパス
ワードが必要となりますが、「施設利用会員証」をお送りするときに、専用Webサイトのパスワードも併せて通知いたします。

■「施設利用会員証」の交付申込み
次のものを同封して郵送でお申込みください。
１．施設利用会員証交付申込書
２．切手（82円）を貼付し、送付先を記載した返信用封筒

秋田県
秋田市中通 6−7−9
TEL018-831-6205

■ 施設利用会員証の取扱い
１．施設利用会員証に、あらかじめ事業所名をご記入ください。
※大きさは名刺サイズ
２．施設利用会員証の有効期限は３年間（2020年３月31日）です。
３．施設利用会員証は、事業所において利用管理し、事業所内での再利用とします。
４．申込枚数は、１事業所10枚までとします。ただし、特別な理由がある場合はこの限りではありません。

施設利用会員証交付申込書
―

事業所整理番号

事業所名
（例：01−アハセ）

所
電

在
話

地
番

号

〒

（

−

）

−

担 当 者 氏 名

FAX番号
申 込 枚 数

枚

※この申込書にご記入いただきました個人情報は、本事業の運営及びそれに関するご連絡・ご案内以外には使用いたしません。

【お問い合わせ先】

一般財団法人 秋田県社会保険協会
2／社会保険あきた／29年10･11月

〒０１０−０００１ 秋田市中通６−７−９
TEL ０１８−８３１−６２０５ ＦＡＸ ０１８−８３２−３６８１
ホームページ ｈｔ
ｔｐ：//ｗｗｗ．
syahokyo-akita.jp

日本年金機構からのお知らせ

11月は

ね
ねん
んき
きん
ん月
月間
間
年 金 保 険 料 、 納 め て い ま す か ？

です

いい みらい

この機会に年金加入状況の確認を！
日本年金機構は厚生労働省と協力して11月を「ねんきん月間」と
位置づけ、公的年金制度の普及・啓発活動を積極的に行います。

11月30日は
「年金の日」
「ねんきんネット」で
未来の生活設計について
考えてみませんか？

ねんきん月間の目的は・・・
国民の皆さまに公的年金制度を身近に感じていただき、理解を深めていただくことを目的としています。
しています！
主にこのような活動を

Ū ࠊࢫȷထࢫئሁưžЈࢌ࠰ႻᛩᆸȭſǛᚨƠŴ࠰ႻᛩǛᘍƍǇƢŵ
Ū πႎ࠰СࡇƱƷƔƔǘǓƴƭƍƯžǘƨƠƱ࠰ſǛȆȸȞƴƠƨǨȃǻǤƷѪᨼǛᘍƍŴ
ųžƶǜƖǜஉ᧓ſƴΟᅵ˺ԼǛႆᘙƠǇƢŵ

ųų ǨȃǻǤƴƭƍƯƸŴƢưƴѪᨼǛዸǊЏƬƯƍǇƢŵƨƘƞǜƷƝࣖѪƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ
Ū ܖٻȷ᭗ఄƳƲƷᏋೞ᧙ǍʙಅሁǁЈӼƍƯŴ࠰ǻȟȊȸǍ࠰Сࡇᛟଢ˟Ǜ͵ƠǇƢŵ
Ū ࠰ۀՃᘙࢧǛᘍƍǇƢŵ
è ࠰ۀՃƱƸŴҽဃ࠰̬ᨖӏƼൟ࠰ƴ᧙Ƣǔᢘဇȷዅ˄ȷ̬ᨖ૰ƳƲƴƭƍƯŴ˟ᅈǍ؏עƴƓƍƯգႆŴႻᛩŴя
ų ᚕƳƲƷѣǛᘍƏൟ᧓ңщՃưƢŵᲢᲬᲳ࠰Ჭஉໜưμƴʴ֚ۀƞǕƯƍǇƢŵᲣ

ŪᲫᲫஉᲭᲪଐᲢƍƍǈǒƍᲣƸž࠰ƷଐſưƢᲛ
࠰ᚡǍݩஹƷ࠰Ӗዅᙸᡂǈ᫇ǛᄩᛐƠŴசஹƷဃᚨᚘƴƭƍƯᎋƑƯǈǇƤǜƔᲹ
žƶǜƖǜȍȃȈſưƸŴȑǽǳȳǍǹȞȸȈȕǩȳƔǒŴƍƭưǋƲƜưǋƝᐯ៲Ʒ࠰ƴ᧙ƢǔऴإǛᄩ
ᛐưƖǇƢŵƥƻŴƜƷೞ˟ƴžƶǜƖǜȍȃȈſǛƝМဇƘƩƞƍᲛ

ƶǜƖǜȍȃȈưƸȷȷȷ
ȷݩஹӖƚӕǔ࠰ᙸᡂ᫇ƕᄩᛐưƖǇƢŵ
ȷᐯЎƷ࠰ᚡƕᄩᛐưƖǇƢŵ
ȷƶǜƖǜܭ̝Ǎ࠰ਰᡂᡫჷƳƲƷᡫჷƕᙸǒǕǇƢŵ
ȷ̬ᨖ૰ƷૅƍǕǍފЈǕƕᄩᛐưƖǇƢŵ
ƓբƍӳǘƤƸ
ȷଐஜ࠰ೞನǁƷފǛቇҥƴ˺ưƖǇƢŵ

ƓዓƖƴƸŴؕᄽ࠰ဪӭƱ
ȡȸȫǢȉȬǹƕ࣏ᙲưƢŵ

ƶǜƖǜܭ̝ȷƶǜƖǜȍȃȈሁݦဇȀǤȤȫǁ

詳しくは「ねんきんネット」で検索

ねんきんネット

検 索

スマートフォンはこちら！
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 ᲢȊȓȀǤȤȫᲣ

ȷưڼǇǔᩓᛅưƓƔƚƴƳǔئӳƸŴᲢɟᑍᩓᛅᲣǁŵ
ȷӖ˄᧓ᲴƂஉ᳸ƃųᲳᲴ᳸ᲴųƂᇹᲬ୴םƃᲳᲴ᳸Ჴ
ȷଐ୴ȷᅔଐȷ୴םᲢᇹᲬǛᨊƘᲣƱஉଐƔǒஉଐƸƝМဇƍƨƩƚǇ
ųƤǜŵ

社会保険あきた／29年10･11月／3

日本年金機構からのお知らせ
秋田事務センターを仙台広域事務センターへ統合します
ųଐஜ࠰ೞನƴƓƚǔӲᆔފƷݙ௹ȷλщȷൿܭʙѦሁƸŴྵנŴӲᣃᢊࡅჄʙѦǻȳǿȸưᘍƬƯƍǇ
ƢƕŴƜƷࡇɟޖƷʙѦƷјྙ҄ӏƼแ҄ǛᡶǊǔƨǊŴ࠼؏ʙѦǻȳǿȸƴወӳƢǔƜƱƱƳǓǇƠƨŵ
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ወӳ

˅Ө࠼؏ʙѦǻȳǿȸ
ƂענƃųƄ
ųųųųųųųܷ؉Ⴤ˅Өࠊ᩷ᓶғɶځųᲭᲪųᲫᲱ᨞
Ƃወӳଐƃų࠰உଐ
Ƃወӳଐƃų
࠰உଐ

Ū࠼؏ʙѦǻȳǿȸǁƷᨼኖƴˤƏފƷᡛ˄ƴƭƍƯŪ
ྵנŴᅸဋʙѦǻȳǿȸǁᡛ˄ƠƯƍǔӲᆔފƴƭƍƯƸŴ
ųᲬᲳ࠰ᲫᲬஉᲬᲯଐˌᨀƸ˅Ө࠼؏ʙѦǻȳǿȸǁᡛ˄ƠƯƘƩƞƍŵ
è
ų
è
ų

࠼؏ʙѦǻȳǿȸƸŴྵנƷʙѦǻȳǿȸƱӷơƘᣁᡛƷǈƷӖ˄ƱƳǓǇƢŵƳƓŴފƷ˺ǍСࡇ
ƴƭƍƯƷƝႻᛩሁƸሥᠤƷ࠰ʙѦǁƓբƍӳǘƤƘƩƞƍŵ
ᩓ܇ဎᛪ G)QX ǛМဇƠƨފЈƴƭƍƯƸŴ੩Јέƴ٭ƸƋǓǇƤǜŵ ྵᘍƱӷಮƴßŨŨà࠰ʙ
ѦᲢᅸဋʙѦǻȳǿȸᲣǛᢠ৸ƠƯƘƩƞƍŵᲣ

ᅸဋ࠰ʙѦ   ųᰛߺ࠰ʙѦ   ų࠰ٻʙѦ   ųஜᒱ࠰ʙѦ   
èᐯѣ᪦٣కϋưƝకϋƠƯƓǓǇƢŵ

街角の年金相談センター秋田（オフィス）をご利用ください！
ųμᅈ˟̬ᨖіѦٟ˟ᡲӳ˟ƕᢃփƢǔžᘑᚌƷ࠰ႻᛩǻȳǿȸᅸဋᲢǪȕǣǹᲣſưƸŴݣ᩿ƴǑǔ࠰ႻᛩǛ
ᘍƬƯƍǇƢŵ࠰ƷƓዓƖŴƝႻᛩƴƥƻƝМဇƘƩƞƍᲛ
ųƝႻᛩƴƓឭƠƷᨥƸŴ࠰ࠚᲢؕᄽ࠰
ဪӭᡫჷᲣŴ࠰ᚰŴ࠰ਰᡂᡫჷ
ƳƲƷ˂ŴႻᛩᎍஜʴưƋǔƜƱƕᄩᛐưƖ
ǔǋƷǛƝਤӋɦƞƍŵ
ųǇƨŴˊྸƷ૾ƕƝႻᛩƴஹǒǕƨᨥƴ
ƸŴ˓ۀཞӏƼ˓ۀǛӖƚƨƝஜʴưƋǔƜ
ƱƕᄩᛐưƖǔ៲ЎᚰଢᲢᢃ᠃βᚩᚰሁᲣ
ƕ࣏ᙲƱƳǓǇƢŵ

ענųƄųᅸဋࠊிᡫːထᲮဪᲫӭ
ųųųųųųųųųųųᅸဋਗໜǻȳǿȸžǢȫȴǧſᲬ(
Ӗų˄ųஉ୴᳸୴ųųᲴ ᳸ Ჴ
ųųųųèםȷଐȷᅔଐӏƼ࠰࠰ڼᲢ᳸ᲣƸƓǍƢǈưƢŵ
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ᅸဋ
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ǳȟȃǯ
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ǤǿȪǢȳ
ȈȞȈ

ǨǹǫȬȸǿȸ

ᐱ
ų ᅸဋᬜ

ȫȟǨȸȫᅸဋ

ȕǩȳȆ #-+6#

ƷǜǂƐ
ƘƏǂƐ

ᅸဋᬜ

ᙱനᅸဋࡃ

ᅸဋ፦ʴ

㝵ẁ
ȈǤȬ

㝵ẁ

㹃㹔

ȈǤȬ

ԉ৷ƚ

ᅸဋࠊൟࠊئ

ٶႸႎțȸȫ

èݦဇᬟئƸƝƟƍǇƤǜŵπσƷʩᡫೞ᧙ǛƝМဇƘƩƞƍŵƓưƓឭƠƷᨥƸŴǢȫȴǧஊ૰ᬟئǛƝМဇƘƩƞƍŵᲢᲫ᧓ЎƷ૰ᬟУǛƓบƠƠƯƍǇƢŵᲣ

4／社会保険あきた／29年10･11月

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます
ൟ࠰̬ᨖ૰ƸŴࢽᆋӏƼ˰ൟᆋƷဎԓƴƓƍƯμ᫇ƕᅈ˟̬ᨖ૰ᨊƷݣᝋƱƳǓǇƢŵƦƷ࠰ƷᲫஉᲫଐ
ƔǒᲫᲬஉᲭᲫଐǇưƴኛ˄Ơƨ̬ᨖ૰ƕݣᝋưƢŵ
ƜƷᅈ˟̬ᨖ૰ᨊǛӖƚǔƨǊƴƸŴኛ˄ƠƨƜƱǛᚰଢƢǔƷช˄ƕ፯Ѧ˄ƚǒǕƯƍǇƢŵƜƷƨǊŴ
ᲬᲳ࠰ᲫஉᲫଐƔǒᲳஉᲭᲪଐǇưƷ᧓ƴൟ࠰̬ᨖ૰Ǜኛ˄ƞǕƨ૾ǁŴᲫᲫஉɥକƴžᅈ˟̬ᨖ૰Ტ
ൟ࠰̬ᨖ૰ᲣᨊᚰଢſǛƓᡛǓƠǇƢŵ࠰ᛦૢǍᄩܭဎԓƷᨥƴƝဇƍƨƩƖǇƢǑƏŴࢼಅՃƷႏƞ
ǇƴƝԗჷᫍƍǇƢŵ
ǇƨŴဃᚘǛɟƴƢǔƝܼଈƷൟ࠰̬ᨖ૰Ǜኛ˄ƞǕƨئӳǋŴኛ˄ᎍƷᅈ˟̬ᨖ૰ᨊƴьƑǔƜƱƕưƖ
ǇƢƷưŴƝܼଈƋƯƴᡛǒǕƨᨊᚰଢǛช˄ƷƏƑဎԓƠƯƘƩƞƍŵ
ƓբƍӳǘƤƸȷȷ

ƶǜƖǜьλᎍȀǤȤȫ

ᲪᲯᲱᲪᲧᲪᲪᲭᲧᲪᲪᲮᲢȊȓȀǤȤȫᲣ
ƔǒڼǇǔᩓᛅưƓƔƚƴƳǔئӳƸ
Ӗ˄᧓

ᲬᲳ࠰ᲫᲫஉᲫଐᲢ൦Უ᳸ᲭᲪ࠰ᲭஉᲫᲯଐᲢஙᲣ

Ӗ˄᧓

ȷஉ᳸୴ଐųҜЭᲲᲴ᳸ҜࢸᲱᲴ
ȷᇹᲬ୴םଐųҜЭᲳᲴ᳸ҜࢸᲯᲴ

èᅔଐᲢᇹᲬ୴םଐǛᨊƘᲣŴ
உଐ᳸உଐƸƝМဇƍƨƩƚǇƤǜŵ

ȊȓȀǤȤȫƸŴɟᑍƷܭᩓᛅƔǒƓƔƚƴƳǔئӳƸμƲƜƔǒưǋŴࠊϋᡫᛅ૰ưƝМဇƍƨƩƚǇƢŵƨƩƠŴɟᑍƷܭ
ᩓᛅˌٳᲢઃ࠘ᩓᛅሁᲣƔǒƓƔƚƴƳǔئӳƸᡫࠝƷᡫᛅ૰ƕƔƔǓǇƢŵ
žſƷᩓᛅဪӭƴƓƔƚƴƳǔئӳƸŴᡫࠝƷᩓᛅ૰ƕƔƔǓǇƢŵ
žſƷஇИƷžſǛႾဦƠƨǓŴࠊޅٳဪǛƭƚƯ᧓ᢌƍᩓᛅƴƳƬƯƍǔǱȸǹƕႆဃƠƯƍǇƢƷưŴƓੑƚ᧓ᢌƍƴƸƝ
දॖƘƩƞƍŵ

社会保険料の納付には口座振替をご利用ください
ᅈ˟̬ᨖ૰ƸȭࡈਰஆƴǑǔኛ˄ƕ̝МưƢᲛƜƷೞ˟ƴƥƻŴšࡈਰஆዓƖǛƝ౨᚛ƘƩƞƍŵ
ŪஉŴᗡೞ᧙ሁƴЈӼƘ࣏ᙲƕƋǓǇƤǜŵ
ȷȭࡈਰஆǛڼƠƨˌࢸƸŴஉƷዓƖƕɧᙲưƢŵ
ȷȭࡈਰஆૠ૰ƷƝਃǋƋǓǇƤǜŵ

ŪμƷᗡೞ᧙ƕƝМဇưƖǇƢŵ
ȷᘍŴ̮ဇࡉŴіࡉŴᠾңሁƷӝࡈƔǒਰஆưƖǇƢŵ
ųèƨƩƠŴǏƏƪǐᘍǍǤȳǿȸȍȃȈݦಅᘍሁŴɟᢿƓӕৢƍưƖƳƍᗡೞ᧙ƕƋǓǇƢŵ

ŪஉஉƴŴЭஉЎƷ̬ᨖ૰ǛƝਦܭƷӝࡈƔǒࡽƖᓳƱƠƠǇƢŵ
ȷଐƕםଐȷᅔଐሁᗡೞ᧙Ʒ˞ಅଐƷئӳƸŴ፻փಅଐƴࡽƖᓳƱƠƠǇƢŵ

ŪʻஉƷਰஆʖܭ᫇ƱŴЭஉƷਰஆฎǈ᫇ǛƓჷǒƤƠǇƢŵ
ȷஉᲬᲪଐ᪭ƴŴ࢘உଐƴࡽƖᓳƱƠƢǔ᫇ӏƼЭஉଐƴࡽƖᓳƱƠƠƨ᫇Ǜᚡ᠍ƠƨƓჷǒƤ
ųᲢ̬ᨖ૰ኛλԓჷ᫇ȷ᪸ӓฎ᫇ᡫჷᲣǛᣁᡛƠǇƢŵ
ȷਰஆ࢘ଐƷസ᭗ƕɧឱƠƯƍƨሁƷʙऴưӝࡈਰஆƕưƖƳƔƬƨئӳƸŴࢸଐŴኛ˄ǛᣁᡛƠǇƢƷ
ųưŴᗡೞ᧙ሁƷᆸӝưኛ˄ƠƯƍƨƩƘƜƱƱƳǓǇƢŵ

ȭࡈਰஆǛࠎஓƞǕǔئӳǍŴƝɧଢƳໜሁƝƟƍǇƠƨǒŴሥᠤƷ࠰ʙѦǁƓբƍӳǘƤƘƩƞƍŵ
ᅸဋ࠰ʙѦ   ųᰛߺ࠰ʙѦ   ų࠰ٻʙѦ   ųஜᒱ࠰ʙѦ   
èᐯѣ᪦٣కϋưƝకϋƠƯƓǓǇƢŵ
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全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ

届書・申請書作成支援サービスをご利用ください
ųң˟ƚǜǆưƸŴьλᎍȷʙಅɼƷႏಮƕ˺ƢǔဎᛪሁǛǑǓቇҥȷјྙႎƴ˺ưƖǔǵȸȓ
ǹǛᲳஉƔǒڼƠǇƠƨŵƲƏƧƝМဇƍƨƩƖǇƢǑƏƓᫍƍƠǇƢŵ

ǵȸȓǹƷཎࣉ





λщƕӧᏡƳ2&(ȕǡǤȫǛțȸȠȚȸǸƴƯ੩̓ƠǇƢŵ
ӲᚡλႸƷᛟଢǛӋༀƠƳƕǒλщưƖǇƢŵ
ᚡλǕǍᚡλᛚǓሁᐯѣưȁǧȃǯƠŴƓჷǒƤƠǇƢŵ
ᚡλǕȷᚡλᛚǓƴǑǔϐ੩ЈƷ᧓ƕݲƳƘƳǓǇƢŵ

ƝМဇƷ
協会けんぽの
ホームページから
ＰＤＦファイルを
ダウンロード

必要項目を
入力し、印刷

手書きする項目
を記入し、押印

ご加入の
協会けんぽ支部
へ郵送

Ź ǵȸȓǹݣᝋƷဎᛪƓǑƼѣ˺ؾሁƷᛇኬƴƭƍƯƸŴң˟ƚǜǆțȸȠȚȸǸ
ᲢJVVRYYYM[QWMCKMGPRQQTLRᲣǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
è2&(ȕǡǤȫǛᘙᅆƢǔƨǊƴƸŴž#FQDG4GCFGTſᲢΝᲣƕ࣏ᙲưƢŵž#FQDG4GCFGTſƸǢȉȓǷǹȆȠǺᅈƷՠưƢŵ

ǑƘƋǔƝឋբ
Q1 țȸȠȚȸǸǍȡȸȫưƷဎᛪƸưƖǇƢƔᲹ
A1
ųųțȸȠȚȸǸǍȡȸȫưƷဎᛪƸưƖǇƤǜŵऀǕλǓǇƢƕŴ࣏ᙲʙǛλщȷᚡλƠƨဎᛪ
ųǛҮТƷƏƑŴᣁᡛሁưƝ੩ЈǛƓᫍƍƠǇƢŵ
Q2 ʙಅɼƕᚡλƢǔഇǋλщưƖǇƢƔᲹ
ųųλщưƖǔႸƸŴ
ဎᛪᎍƕᚡλƢǔഇƷǈưƢŵ
ʙಅɼƕᚡλƢǔഇƸŴ
ƖưƝᚡλƘƩƞƍŵ
A2
Q3 ƖƢǔഇƸƋǓǇƢƔᲹ
A3 žᘮ̬ᨖᎍƷ൞ӸഇſŴžᘮৣᎍƷȞǤȊȳȐȸഇſƸᐯፙƠƯƘƩƞƍŵ
ấբẟӳỪẶέ ң˟ẬỮỘᅸဋૅᢿˊᘙᩓᛅ 㚤ᵎᵏᵖᵋᵖᵖᵑᵋᵏᵖᵎᵎ

ƍƪƸǍƘͤࡍ̬ᨖƷऴإǛƓˡƑƠǇƢ
協会けんぽのメールマガジンにご登録ください
協会けんぽでは、今後の健康保険料率の確定状
況や、健康保険制度の改正など、常に最新の情
報をメールマガジンにてお伝えしています。職
場の総務関係パソコンのアドレスをご登録いた
だくなどして是非ご活用ください。また、協会
けんぽ加入の方でなくても
）
ご登録可能です。
無料（0円

今後の健康保険料率の動向や、健康保険制度の
改正など最新情報を掲載
高額な医療費がかかったときなど
各種給付金の申請のしかた
健康が気になる方へ
簡単な運動や食事のコツをアドバイス

メールマガジンの登録はこちらから
協会けんぽ秋田支部のホームページから左のバナーをクリック、
もしくは、こちら（↓）のURLを直接入力してください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/akita/cat130/

ấբẟӳỪẶέ ң˟ẬỮỘ˖ဒዮѦἂἽὊἩ 㚤ᵎᵏᵖᵋᵖᵖᵑᵋᵏᵖᵒᵏ
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ご家族の方の健康診断「特定健診」をもう受診されましたか？
ᲮᲪബƔǒᲱᲮബƷƝܼଈƷ૾ƸŴƓࢽưƓ᠉ƳཎͤܭᚮǛӖƚǇƠǐƏ

特定健康診査
特定保健指導

補助があり、
『 おトク』です
本人負担

40〜74歳の
被扶養者
（ご家族）

約 1,090 円

※費用は医療機関によって異なります

近所で受診でき、
『 お手軽』です
県内では約400の医療機関や、市町村で実施す
る集団健診で受診できます。

がん検診も一緒に受けられ、
『 安心』です
市町村で実施する集団健診で、同時にがん検診
も受けられる場合があります。

費用は無料〜6,480円
特定健診受診後、生活習慣の
改善が必要な方を対象として、
ご 自 宅 に「 特 定 保 健 指 導 利 用
券」を送付させていただきます。
特定保健指導の費用の総額が、
協会けんぽが補助する金額を
下回る場合は、自己負担はあ
りません。
※費用は特定保健指導実施機関によって
異なります

ᛇƠƘƸɦᚡƓբӳƤέǇưƝᡲዂƘƩƞƍᲛᲛ

秋田まるごと市場にて特定健診を実施しました
உଐ ங ᳸ଐ  ŴᅸဋࠊƷᅸဋǇǔƝƱࠊئᲬ᨞ƴƯŴžཎܭ
ͤᚮſǛܱƠǇƠƨŵǑǓٶƘƷ૾ƴͤࡍᚮૺǛƓӖƚƍƨƩƘƨ
ǊŴମ࠰ࡇƔǒࠢٻƴܭՃǛفǍƠǇƠƨƕŴʖኖƕұܭՃƴᢋ
ƠŴ࢘ଐƸӸƷ૾ƕӖᚮƞǕǇƠƨŵИǊƯͤᚮǛӖƚƨƱƍ
Ə૾ǋٶƘƍǒƠƯŴʻࢸǋҔၲೞ᧙ˌٳƷ˟ئưӖᚮưƖǔೞ˟
ǛفǍƠƯƍƖǇƢŵ

住所変更届提出のお願い
〜受診券を平成30年4月にご自宅へお送りします〜
֠ϜἢὤἸὀẩᜫૠᯮᒊếἥ࠹అỀණἝ။ࠪѡឫὣדឫἪᬢἼৌᝯἻדឫԠὣẩᜫЩᬓᒊếἥಙαỀණἿ
ϭࠫἷἼἛᥘὛἨἷἛὛἪẪἻἛẩᤀࢄዾἼϡϭͤటἻἺἿႵᄉἼὙὛẩἥᔬࠞἼἛᥘὛἪἤἹἝ
ἸἻἜἴἰדឫԠἼἵἨἷὀẩΖංණࠫἼἛᥘὛἨἷẩἥಙαණዾὣᥨἩẩἥ࠹అණἿἛҥἼࢇἢ
ἷἕἰἱἕἷἛὛἪẪ
बષṝṚभॄὓἥಙαණἿϭࠫἷἼἥ࠹అණἿדឫԠὣἛᥘὛἨἪἿἸẩἥಙαණἿϭἝݪ౹ἹἻἴ
ἰװܣἼὀẩጢᤡἿभ᧼ΖգἼịѡॊЩᬓậֺᄀभ᧼ЩᬓᜫЩᬓᒊϭݪ౹ࢇỌὣ୦ԅἕἰἱἪὙ
ὙἨἠἛᯊἕἨἪẪ

ӖᚮУᡛ˄ݣᝋƷ૾
သ

ॖ

ң˟ƚǜǆƷᘮৣᎍưബ᳸ബǇưƷ૾ưƢŵ

ໜ

ɰɰϭݪ౹ἿἛᏐἿᾃὨᾣᾷὴἼὙἴἷὀẩݪ౹ἿϭἝबષṝṚभॄἿדឫԠἼధἦὝἻἕװܣἝἓὛἪἿἸἥΒὣ
ߧ
ἛᯊἕἨἪẪ
ɰɰबષṝṚभॄἼἛἕἷὓẩἥಙαණἿϭࠫἷἼἛᥘὛἸἻἜἴἰἿדឫԠἼἵἕἷὀẩΖංණࠫἷἼἛᥘὛἨἪἿἸẩ
ߧ
ἥಙαණዾὣᥨἩẩἥ࠹అණἿἛҥἼࢇἠὙἥ֠ՆὣἛᯊἕἨἪẪ
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全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ

ૼᙹͤࡍኺփܳᚕʙಅǛƝኰʼƠǇƢ
ųᲬᲳ࠰ᲲஉˌᨀƴžͤࡍኺփܳᚕʙಅſƱƠƯᛐܭƞǕƨʙಅಮǛƝኰʼƠǇƢŵྵנŴ
ᲭᲭᲰʙಅಮƕࢼಅՃƷ૾ƷͤࡍƮƘǓƴӕǓኵǇǕƯƍǇƢŵ

ͤࡍኺփܳᚕʙಅ

ᲢᆅဦᲣ

■大館市

■横手市

■湯沢市

■秋田市

ఇࡸ˟ᅈ ٻᙌ˺

ఇࡸ˟ᅈ ಏ֥ࡃ

ஊᨂ˟ᅈ ᭗ಅ

ఇࡸ˟ᅈ ᅸဋჄᣒҵ

ஊᨂ˟ᅈ ݱလೞ

ఇࡸ˟ᅈ ʁᅈݢ

ఇࡸ˟ᅈ ǿǭǵȯǪȸȈ

ᅸဋჄעםોᑣʙಅ˳ׇᡲӳ˟

˱ᕲӴఇࡸ˟ᅈ

ఇࡸ˟ᅈ ǵȦǦ

ఇࡸ˟ᅈ Ჽ

ᅸဋჄൟσฎဃңӷኵӳ

ႉ߷ᚨఇࡸ˟ᅈ

ӳ˟ᅈ طշᢃᡛ

Ҙബᢃᡛஊᨂ˟ᅈ

ǹǬȯȩȇȳǭఇࡸ˟ᅈ

ఇࡸ˟ᅈ ɶځǿǯǷȸ

ఇࡸ˟ᅈ ٻᩓೞ

ӳӷ˟ᅈ ᰋࠇಅ

Ⴤųځ

ᅈ˟ᅦᅍඥʴ ᅸဋࠊᅈ˟ᅦᅍңᜭ˟ Ҕၲඥʴ ʶ५˟ ிӨ၏ᨈ
ఇࡸ˟ᅈ ʐʟჽՠ˟
ᅸဋǹȆȳȬǹఇࡸ˟ᅈ
ᅸဋǻȳȈȩȫǬǹఇࡸ˟ᅈ

ఇࡸ˟ᅈ ፶එᚨ

ఇࡸ˟ᅈ ᭗Ѧࡃ

6/-ȈȬȸȇǣȳǰఇࡸ˟ᅈ

ఇࡸ˟ᅈ ᅸဋி҅ȀǤǱȳ

ఇࡸ˟ᅈ ࠋᘥދᕤޅ

ஊᨂ˟ᅈ ჷշȗȬǹǻȳǿȸ

ఇࡸ˟ᅈ ƱǈǍ

፶ࢸᚨͳఇࡸ˟ᅈ

ఇࡸ˟ᅈ ǍƨƯ

ƭƹǊᐯѣఇࡸ˟ᅈ

ஊᨂ˟ᅈ ɶங

ྦྷဋಅఇࡸ˟ᅈ

■能代市

Ј፶᩷ޥǢǰȭఇࡸ˟ᅈ

ఇࡸ˟ᅈ ଐ

ఇࡸ˟ᅈ ųเ

Ꮱˊᩓᚨಅఇࡸ˟ᅈ

ஊᨂ˟ᅈ ƯǜƧ

ஊᨂ˟ᅈ ȕǸǪȸȈǻȳǿȸ

ிᢿ෩҄ჽఇࡸ˟ᅈ ᅸဋૅࡃ

■北秋田市

ஊᨂ˟ᅈ ி҅ǷǹȆȃǯ

ఇࡸ˟ᅈ ȞǤȆȃǯ

ி҅ᢃఇࡸ˟ᅈ

ᅈ˟ᅦᅍඥʴ ᑷࣈ˟ ཎКᜱᎊʴțȸȠ᩷ޛᒱ ஊᨂ˟ᅈ ᰦҮТ

ஊᨂ˟ᅈ ʟங

ఇࡸ˟ᅈ ଐऴᅸဋǷǹȆȠǺ

ஊᨂ˟ᅈ ǷȳǻǤᩓೞ

ᕲʟᚨఇࡸ˟ᅈ

ఇࡸ˟ᅈ ɺᐫ᭘ʁᚨ

Ҕၲඥʴ ႉᨺ˟ ႉఌ၏ᨈ

ஊᨂ˟ᅈ ᰛ᧺ʚฌੈᐻಅ

ஊᨂ˟ᅈ ؗ൶Ѧࡃ

ஊᨂ˟ᅈ ޛᏥᐯѣ

ᓛଢɤᓛᩓೞೞ֥ᝤ٥ఇࡸ˟ᅈ

■鹿角市

ఇࡸ˟ᅈ ȞǦȳȄ

ఇࡸ˟ᅈ ืඑภඡ

Ҕၲඥʴ ዯᨗ˟ ᇵ၏ᨈ

ఇࡸ˟ᅈ ௶ຓᤧ

ఇࡸ˟ᅈ فဋǵȳȈȃȗ

ஊᨂ˟ᅈ ืඑǵȈȸಅ

■男鹿市

■三種町

ӳӸ˟ᅈ ဋǿǤȤՠ˟

ɟᑍᅈׇඥʴ ืඑࠊᚇήཋငң˟

ఇࡸ˟ᅈ ฌ൦ኵ

˱ᕲᓇݱٻఇࡸ˟ᅈ οᇕئ

ஊᨂ˟ᅈ ᧉ᧓ᩓೞ

πႩᅈׇඥʴ ืඑࠊǷȫȐȸʴǻȳǿȸ

ܤဋᐯѣᤚ

ஊᨂ˟ᅈ ืඑዮӳȓȫǵȸȓǹ

■由利本荘市

■大仙市

ஊᨂ˟ᅈ ޛɶሰย

ఇࡸ˟ᅈ ืඑǿǯǷȸ

ᔅಅఇࡸ˟ᅈ

ఇࡸ˟ᅈ ǢǯǢȯȸǯǹ

ȨǳǦȳఇࡸ˟ᅈ

Ҕၲඥʴ ืඑϋᅹࣅ֥ᅹǯȪȋȃǯ

ᧈဋᚨఇࡸ˟ᅈ

ჽ߷ᐻಅఇࡸ˟ᅈ

ఇࡸ˟ᅈ ್ዮӳᚨͳ

ఇࡸ˟ᅈ ืඑဃǳȳ

ஙϋኵםఇࡸ˟ᅈ

ஊᨂ˟ᅈ ǦǨǹȈᙌဍ

ஊᨂ˟ᅈ ǑƜƯႆᣞӂ ᔺǒ

ఇࡸ˟ᅈ ืඑȐȳǱȃȈǵȸȓǹ

ఇࡸ˟ᅈ ࢀՠ

ՠʙఇࡸ˟ᅈ

ᅈ˟ᅦᅍඥʴ ್ᅦ˟ݤ

ஊᨂ˟ᅈ ȬȳǿǫȸƜǇƪ

˱ᕲᚨఇࡸ˟ᅈ

ஊᨂ˟ᅈ ᱅ຓᚘࡃ

■湯沢市

ఇࡸ˟ᅈ ԧኵ

ఇࡸ˟ᅈ ɤೞ

ఇࡸ˟ᅈ ჄҤ̬ؾμǻȳǿȸ

ఇࡸ˟ᅈ ǢǭǪᙌ᪇ืඑئ

ఇࡸ˟ᅈ ȯǿȊș൦ᢊ

ఇࡸ˟ᅈ ɶځȢȸǿȸǹ

ఇࡸ˟ᅈ ˱ŷஙɺρѦࡃ

ఇࡸ˟ᅈ ჽ߷Ȣȸǿȸǹ

■仙北市

ࡠແငಅఇࡸ˟ᅈ

ဋɶᩓൢಅఇࡸ˟ᅈ

ޥᚨͳಅఇࡸ˟ᅈ

ఇࡸ˟ᅈ ǪȕǣǹȬǤ

■にかほ市

ɶҞငಅఇࡸ˟ᅈᅸဋئ

ఇࡸ˟ᅈ ңӷ˖ဒ

ஊᨂ˟ᅈ ჄҤǱǢǷǹȆȠஊ૰ᎊʴțȸȠᒉன

ఇࡸ˟ᅈ ǭǵǫǿᙌ˺

ȊǬǤႉᘘಅఇࡸ˟ᅈ

ஊᨂ˟ᅈ ยᚨᚘ

ɢρᚨఇࡸ˟ᅈ
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受給資格期間の短縮について

平成29年８月から、年金の受給資格期間が10年

あれば年金がもらえるようになると聞きましたが、

Ｑ

具体的に教えてください。

᭤ᖺ㔠ົᡤ
࠾ᐈᵝ┦ㄯᐊ
ᑠ㔝ᑎࠉ༓ࠉ

は10年の受給資格期間を満たせば、請求により保険料
納付済期間等に応じた年金を受けられます。
施行日（平成29年８月１日）時点で、年金を受ける
ための必要な期間（保険料納付済等の期間）が10年以
上あり、受給開始年齢に達している方へは、日本年金
機構から 短縮 と表示された黄色の請求書が送付され
ております。
請求手続きをされていない場合は、早めに手続きを
お願いいたします。
受給資格期間には、保険料納付済期間と保険料免除
期間、合算対象期間を合わせることができます。(合算
対象期間は、年金額の計算対象にはなりませんが、資
格期間の対象にはなります。)

【主な合算対象期間】
①厚生年金期間や共済組合の加入者の配偶者で国民年
金に任意加入しなかった期間（昭和36年４月１日か
ら昭和61年３月31日まで）
②学生で国民年金に任意加入しなかった期間（昭和36
年４月１日から平成３年３月31日まで）
③海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入
しなかった期間（昭和36年４月１日から）
④昭和36年４月から昭和61年３月31日までの間に脱
退手当金の支給対象となった期間、障害年金または
遺族年金を受けた期間、昭和61年以前の国会議員や
地方議会議員の期間
ただし、合算対象期間の有無については、年金機構
では把握できませんので、ご本人からの申出および戸
籍や在籍証明等の証明書類によって、期間の確認が必
要となります。
これまで年金の受給資格期間は25年以上必要
Ａ でしたが、法律改正によって平成29年8月から

﹁お世話になりました﹂
ࠉ ࡇࡢᗘ䣍᭶୍᪥ࡅࢆᣢࡕࡲࡋ
࡚ປົ㛵㐃ࡢ⫋ົࢆ㞳ࢀ䣍᪂ࡓ࡞㒊
⨫ࡢ␗ື࡞ࡾࡲࡋࡓ䣎
ࠉ ᖹᡂ༑ᖺᅄ᭶ປົ㛵㐃ࡢ⫋
ົ␗ືࢆࡐࡽࢀࡲࡋࡓࡀ䣍␗ື
๓ࡢ⫋ົࡣ㔠㖹⟶⌮ࡀ࡛♫ಖ㝤
ࡣ↓㛵ಀࡢࡶࡢ࡛ࡋࡓ䣎
ࠉ ⚾⮬య䣍♫ಖ㝤ࡣ♫ࡀᡭ
ࡸ䣬࡚ࡃࢀࡿࡶࡢ࠸࠺ㄆ㆑࡛䣍
⤌ࡳ࡞ࡶࢇ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡲࡏ
ࢇ࡛ࡋࡓ䣎
ࠉ ࡑࢇ࡞≧ែࡽࡢປົ㛵㐃ᴗົ
ࡢ␗ື䣍᭦๓௵⪅ࡣ㏥⫋ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡓࡵ䣍ᩍ♧ࢆㄳ࠺ࡇࡶฟ᮶ࡎ䣍ᴗົ
ࡢ⥲࡚ࢆ୍ࡽㄪୖࡆ࡞ࡅࢀࡤ࡞

ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓ䣎
ࠉ ⫋ဨࡽ⏦ㄳࡀ࠶ࡀࡿ㒔ᗘ䣍ᖺ㔠
ົᡤࡢ❆ཱྀࡸࣁࣟ䤀࣡䤀ࢡࡢ❆ཱྀ
ฟྥࡁ䣍᭩㢮ࡢ᭩ࡁ᪉䣍ῧ᭩㢮➼
ᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚䣍ࡼ࠺ࡸࡃ᭩㢮ࢆ
ᩚ࠼࡚ᥦฟࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓ䣎
ࠉ ࡇࡢ❆ཱྀ⾜䣬࡚ࡶ䣍ၥ࠸ྜࢃ
ࡏᑐࡋ᠓ษᑀᛂᑐࡋ࡚࠸ࡓࡔ
࠸ࡓ࠾ࡆ࡛䣍↓ᴗົࢆ㐙⾜ࡍ
ࡿ  ࡀ ࡛ ࡁ ࡲ ࡋ ࡓ䣎ᮏ ᙜ  ឤ ㅰ ࡋ ࡚
࠾ࡾࡲࡍ䣎
ࠉ ᴗົࡘ࠸࡚ぬ࠼ࡿࡀከࡃ⑂ປ
ᅔࡢẖ᪥࡛ࡋࡓࡀ䣍ࡑࢇ࡞୰࡛ࡶ
୍␒ࡢᴦࡋࡳࡀ䣍㤋⛅ᨭ㒊ࡢⓙ
ࡉࢇࡢὶ࡛ࡋࡓ䣎
ࠉ ㆟⤊ᚋࡢ᠓ぶ䣍ᖺ୍ᗘࡢ
◊ಟ᪑⾜ࢆᚰࡢᨭ࠼ࢆࡋ࡚࠸
ࡲࡋࡓ䣎
ࠉ Ẽ⸲ࠎ࠾㓇ࢆ㓃ࡳࢃࡋ䣍ᴦ
ኳࢫࢱࢪ࣒࡛ࡢほᡓ䣍㐟ぴ⯪ࡽ
ࡢ࣑࢘ࢿࢥࡢ㣵ࡅ䣍ࢃࡉ࠾ࡢ
┿ࢆࡿࡇࡶ࡛ࡁࡲࡋࡓ䣎
ࠉ ࡉ࠶ᖺࡶ㸟ᛮ䣬࡚࠸ࡓࡇࢁ
࡛ࡢ␗ື࡛ࡋࡓࡢ࡛䣍ᮍࡔⴠ⫹ࡋ
࡚࠸ࡲࡍ䣎
ࠉ ᖺ࠸࠺ᖺ᭶࡛ࡋࡓࡀ䣍ᖺ㔠
ົᡤࡢⓙᵝ䣍ᨭ㒊ࡢⓙᵝࡣᮏᙜ
࠾ୡヰ࡞ࡾࡲࡋࡓ䣎
ࠉ ࡇࢀࡽࡶఱࡢࡈ⦕࡛ࡲࡓ䣍࠾
㢦 ࢆ ྜ ࢃ ࡏ ࡿ ࡇ  ࡀ ࠶ ࡾ ࡲ ࡋ ࡓ ࡽ䣍
ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍ䣎

ࠉ ♫⚟♴ἲே⛅⏣┴Ẹ⏕༠
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ 䥹⛅⏣ᕷ䥺
ᕊ
ࠉ ⬥
ࠉ ᫀ
ࠉ ๎
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第173回 コンタクトレンズと上手につき合いましょう
国内のコンタクトレンズ使用者は1,500万〜1,800万人いるといわれています。長所も短所もありますの
で、今回はコンタクトレンズにつきましてお伝えします。
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休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください
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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
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★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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