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年頭のごあいさつ…２　 制度別説明会の開催について…３
年金委員・健康保険委員研修会を開催…４・５　「賞与支払届」の提出はお済みですか？…６
～新成人の皆さんへ～ ２０歳になったら国民年金…７　協会けんぽのデータでわかる「ジェネリック医薬品の現状と課題」…８・９
「年金シニアライフセミナー」を開催しました…１０　健康管理講座の募集…１０
家庭常備薬等の斡旋のご案内…１０ 
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2／社会保険あきた／30年12・31年１月 社会保険あきた／30年12・31年１月／3

秋田県社会保険協会からのお知らせ

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　会員事業所の皆様方には、お健やかに新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　旧年中は、当協会事業の運営に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　当協会は、社会保険制度が健全かつ安定的に運営されることを願い、県内各年金事務所や全国健
康保険協会秋田支部など、関連機関との一層の連携を図りながら、社会保険制度の普及・発展のた
めの広報活動をはじめ、各種事務講習会やセミナーの開催、被保険者とそのご家族の健康増進と福
利向上を図るための健康管理推進事業や福利厚生事業を積極的に推進しているところでございます。
　本年は年号が改まることになっておりますが、役職員一同、決意も新たに各種事業の推進に努め
て参る所存でございます。会員の皆様方のなお一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上
げます。　
　年頭にあたり、皆様方の益々のご発展とご活躍をご祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせてい
ただきます。

平成３１年元旦

一般財団法人 秋田県社会保険協会

赤　上　信　弥

一般財団法人秋田県社会保険協会

明けましておめでとうございます
　　皆様の益 の々ご健勝とご繁栄を心からお祈りいたします

全国健康保険協会秋田支部
支部長　中　田 　　博

日本年金機構　　　　　　　　　　　
秋田年金事務所 所長　茂　内　勇　人
鷹巣年金事務所 所長　石　川　圭　一
大曲年金事務所 所長　佐　藤　　　進
本荘年金事務所 所長　小　畑　吉　之

明けましておめでとうございます
　　皆様の益 の々ご健勝とご繁栄を心からお祈りいたします

全国健康保険協会秋田支部
支部長　中　田 　　博

日本年金機構　　　　　　　　　　　
秋田年金事務所 所長　茂　内　勇　人
鷹巣年金事務所 所長　石　川　圭　一
大曲年金事務所 所長　佐　藤　　　進
本荘年金事務所 所長　小　畑　吉　之

開　催　日　時 会　　　　　　場 申込期限 定　員

「講習会」参加申込書

開催日時と会場

社会保険事務担当者講習会のご案内

保険年金セミナー

ビジネスセミナー

―  今 中小企業が求められる対応とは？  ―

説明内容（予定）

申込・問い合わせ先

 受講対象者

（一財）秋田県社会保険協会

 講　　　師 関　　徹 彌 氏

参加費
無 料
参加費参加
料無 料

年金給付の基礎知識と事務手続き

今 中小企業が求められる対応とは？ 参参参参加

「働き方改革関連法」の重要ポイント

※社内で回覧してください

年金給付の基礎知識と事務手続き
「働き方改革関連法」の重要ポイント
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4／社会保険あきた／30年12・31年１月 社会保険あきた／30年12・31年１月／5

秋田県社会保険協会からのお知らせ

平成 30年度

社会保険事業の功労者を表彰

須　田　佳　子　　秋田市：株式会社日情秋田システムズ

畠　山　祐　策　　秋田市：株式会社粂川クリーニング工場

伊　藤　慶　正　　秋田市：社会福祉法人愛染会

田　中　正　美　　鹿角市：地域型年金委員

三　浦　雄　一　　能代市：独立行政法人地域医療機能推進機構秋田病院

関　　　哲　也　　北秋田市：社会福祉法人県北報公会

福　田　多恵子　　大仙市：エフシー株式会社

佐　野　律　子　　横手市：株式会社渡敬

阿　部　幸　樹　　湯沢市：有限会社皆瀬村活性化センター

山　田　豊　実　　由利本荘市：株式会社山田塗料店

日本年金機構理事表彰

嵯　峨　誠　子　　秋田市：株式会社太平陸送運輸

工　藤　勝　哉　　能代市：株式会社都亭

後　松　達　哉　　美郷町：大和建設株式会社

佐　藤　貴　子　　由利本荘市：佐藤建設株式会社

日本年金機構理事長表彰

日本年金機構年金委員表彰 佐々木　道　子　　秋田市：株式会社秋田市場運送

伊　藤　里　香　　秋田市：丸水秋田中央水産株式会社

松　岡　千鶴子　　鹿角市：株式会社米村組

木　村　　　哲　　大仙市：株式会社自然科学調査事務所

髙　貝　心　斉　　横手市：羽後交通株式会社

近　野　　　功　　湯沢市：社会福祉法人いなかわ福祉会

須　藤　　　誠　　由利本荘市：小林無線工業株式会社

全国健康保険協会秋田支部長表彰

佐　藤　厚　子　　秋田市：株式会社那波伊四郎商店

佐々木　一　英　　大館市：乳安商事株式会社

武　田　昭　雄　　湯沢市：雄勝広域森林組合

幸　島　絹　子　　由利本荘市：株式会社コウジマ工業

全国健康保険協会理事長表彰

全国健康保険協会健康保険委員表彰

（一財）秋田県社会保険協会長表彰

（一財）秋田県社会保険協会事業功労事業所表彰

厚生労働大臣表彰
年金委員功労者

高　橋　正　能　　にかほ市：合資会社象潟合同タクシー 

健康保険委員功労者

小　林　斉　子　　秋田市：株式会社水建技術 

おめでとうございます

社会福祉法人キッズハウスもりやま 五城目町

有限会社加賀屋薬局 秋田市

株式会社三協運輸 能代市

株式会社伊藤羽州建設 大館市

秋田県雄物川筋土地改良区 横手市

株式会社日敷 湯沢市

山勇建設工業株式会社 由利本荘市

年金委員・健康保険委員研修会が開催されました
　11月16日、秋田県内で委嘱されている年金委員・健康保険委員を対象に、各地区におい
て委員研修会が開催されました。ここ秋田会場では委員研修会に先立ち、長年にわたり社会
保険事業の運営に功労のあった県内の事業主、年金委員・健康保険委員の方々に対し、表彰
状の伝達が行われました。
  栄えある受賞者は次のとおりです。（敬称は省略させていただきます）
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6／社会保険あきた／30年12・31年１月

日本年金機構からのお知らせ

社会保険あきた／30年12・31年１月／7

「賞与支払届」の提出はお済みですか？

賞与の支払いがなかった場合

総括表の黄色
の欄 ①と②
を忘れずに記
載してくださ
い。

□ 将来の大きな支えになります！

□ 老後のためだけのものではありません！

□ 「学生納付特例制度」

□ 「納付猶予制度」

「ねんきんネットは」パソコンやスマートフォンからご自身の年金の情報を手軽に確認できるサービスです。

「ねんきんネット」で出来ること

ねんきんネット 検索

①ご自身の年金記録の確認
②将来の年金見込額の試算
③電子版「ねんきん定期便」の閲覧
④日本年金機構から郵送される各種通知書の確認や再交付申請など

※スマートフォン版「ねんきんネット」では、パソコン版の一部サービスのみが可能

国
民
年
金
の
ポ
イ
ン
ト

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
と

「
納
付
猶
予
制
度
」

国民年金のご相談・お手続きについては、

※20歳時、厚生年金保険や共済組合等にご加入している方は加入手続き不要です。

市区町村または年金事務所までお問い合わせください。

賞与支払届の提出について

～新成人の皆さんへ～ 20歳になったら国民年金～新成人の皆さんへ～ 20歳になったら国民年金

年金記録や年金見込み額を「ねんきんネット」で確認できます！！
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8／社会保険あきた／30年12・31年１月 社会保険あきた／30年12・31年１月／9

全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ
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秋田県社会保険協会からのお知らせ

健康保険被扶養者認定事務の変更について

Ｑ 　平成30年10月１日から健康保険被扶養者認定事務の変
更があったと聞いたのですが、具体的にどこが変更にな
ったのですか。

Ａ　　　変更点は以下の２点になります。　　　①認定事務の変更について
　厚生労働省より、日本国内にお住いのご家族の方を被扶
養者に認定する際の身分確認及び生計維持関係の確認につ
いて、申し立てのみによる認定は行わず、証明書類に基づ
く認定を行うよう、事務の取り扱いが示されたことから、
届出に際して、確認のための証明書類の添付をお願いする
こととなります。

②添付書類の変更について
★身分関係
　これまでは、被保険者と扶養認定を受ける方が別姓の場
合、身分関係の確認ができる戸籍謄本または戸籍抄本の添
付が必要でしたが、平成30年10月１日以降は、被保険者
と扶養認定を受ける方が同姓か別姓かに関わらず、身分関

係確認ができる戸籍謄本等の添付が必要になります。
　なお、届書に被保険者と扶養認定を受ける方のマイナン
バーをご記入いただいたうえで、戸籍謄本等により、事業
主様が被扶養者の続柄が届書の記載と相違ないことを確認
し、届書の備考欄に「続柄確認済み」とご記入いただいた
場合、身分関係の確認ができる戸籍謄本等の添付を省略す
ることができます。
★生計維持関係
　扶養認定を受ける方が被保険者と別居している場合は、
仕送りの事実と仕送り額が確認できる「預金通帳の写し」
または「現金書留の控え（写し）」の添付が必要になります。
※被保険者と扶養認定を受ける方との同居の確認について
は、日本年金機構で確認を行うため、原則、書類の添付は
不要ですが、確認できない場合には、別途、住民票の提出
を求める場合があります。

「
ひ
と
っ
ぱ
し
り
」

★詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。（http://www.nenkin.go.jp/)

 「年金シニアライフセミナー」を開催しました 「年金シニアライフセミナー」を開催しました
　去る10月３日、秋田ビューホテルを会場に秋田県では初めてとなる「年金シニアライフセミナー」を
開催しました。秋田県社会保険協会の会員事業所に勤務されている50歳以上の被保険者とその配偶者を
主な対象として、定年退職後の豊かで・健康的な・生きがいのあるシニアライフをお過ごしいただくた
めに、地元講師のほかに中央からも専門の講師を招いての開催となりました。
　各事業所において社会保険事務を担当されている方の参加も多く、定員（70名）を上回る参加をいた
だきました。
　秋田県社会保険協会では、従来の制度説明会や研修会にプラスして、このような年金・健康保険・生
きがいづくり等に関わる “これからの不安”の解消のお手伝いもしてまいります。
　平成31年度における開催はまだ未定ですが、開催する場合は当誌にてご案内しますので、全職員（特
に50歳以上の方）に回覧・お知らせいただき、多くの方に参加いただきたいと思います。

〈年金シニアライフの主な内容〉

直接斡旋委
託業者へお申し込みください。

　　　詳しい内容及び申込方法は……
　　　　前回号（１０・１１月号）の２Pをご覧ください。

健康管理講座の募集 無料 家庭常備薬等の
斡旋について
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