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社会保険事務説明会のご案内…２ 年金シニアライフセミナー開催のご案内…３
主な健康保険給付の種類と手続き…４・５ 適正受診を心がけましょう・申請手続きは郵送が便利です…５
算定基礎届は７月１０日までにご提出ください…６ 社会保険の申請・手続きは電子申請が便利です…７
「わたしと年金」をテーマとしたエッセイを募集します …８

花ことば（ピンク）
：美しい少女 / 気品
コーネリア／オールドローズ
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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】

参加無料

秋田県社会保険協会の会員事業所において社会保険事務を担当されている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。新たに社会保険事務を担当することになった方大歓迎
です。奮ってご参加ください。

※定員になり次第締め切らせていただきます。
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※駐車場が混み合う場合がございます

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・

〒010-0001 秋田市中通６−７−９
FAX 018-832-3681

秋田県社会保険協会 電話 018-831-6205

問い合わせ先

主

【共催】

催

一般財団法人 秋田県社会保険協会

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
ǭųȪųȈųȪųዴ

「説明会」参加申込書
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2／社会保険あきた／元年6･7月

年金シニアライフセミナー

職員全員に回覧
してください

これからの「不安」を「楽しみ」に変える３時間
年金シニアライフセミナーは、定年前のサラリーマンに限らず、県内の中小企業にお勤めの方、すなわ
ち厚生年金保険・健康保険の被保険者とその配偶者を対象に、年金制度を中心とした社会保険全般の知識、
退職後の生きがい、年金を基礎とする家庭経済及び健康の維持増進等に必要な知識を提供し、充実したシ
ニアライフを送るための早期の準備について、参加者自身に考えていただくものです。特に大手企業のよ
うな独自のライフプランセミナーの開催が困難な中小企業の職員にとって、このような中央の講師を招い
ての公開講座はとても有意義なものと思われます。
ご夫婦での参加も歓迎します。奮ってご参加ください。

令和元年10月８日（火）午後1時00分〜4時00分（集合・受付12時30分〜）
● 場 所 グランドパレス川端（大仙市大曲浜町7-39）TEL（0187）62−0354
●日

時

参 加 資 格

秋田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被保険者とその配偶者（夫婦参加可能）及び社会保険委
員、人事・厚生担当の方。

定

70名（申込先着順）

員

当協会の会員事業所の被保険者とその配偶者 無
料
非会員事業所の被保険者およびその配偶者
1,000円／1名
教材費として受付にてお請けし領収書を発行いたします。

参 加 費 用

申 込 締 切

令和元年９月18日
（水）
必着

セミナーの内容

①シニアライフの生活を支える年金制度と医療保険のしくみと手続き
②ライフプランと生きがい（生きがいのある生活を築くために）
③家庭経済プラン（これからの家計プランの作成方法）
※セミナーの内容は、変更される場合があります。

申 込 方 法

参加申込書（コピー可）に必要事項をご記入のうえ、（一財）秋田県社会保険協会へ郵送ま
たはFAXにてお申し込みください。

申込み・

※ただし、定員になり次第締め切らせていただきます。

〒010-0001 秋田市中通６−７−９
FAX 018-832-3681

秋田県社会保険協会 電話 018-831-6205

問い合わせ先
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全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ
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ǔƩƚଔƘފ
ƷƝ੩ЈǛ
ƓᫍƍƠǇƢŵ

ᡚᎰƢǔᨥƸŴƝܼଈಮƷ̬ᨖᚰ
ǋԃǊƯ࣏ƣᡉҲƠƯƘƩƞƍ

ųᢘദӖᚮǛ࣎ƕƚǇƠǐƏ
̬ᨖᚰƸᚮݑ
ǛӖƚǔᣃࡇŴ
၏ᨈሁƷᆸӝ
ƴƝ੩ᅆƘƩ
ƞƍŵ

ƜƲǋ࣯ᩓᛅႻᛩ
ଐᲴҜࢸᲴ᳸ҜࢸᲴ

ˁʙɶǍᡫѮᡦɶƷ၏ൢǍǱǬ
ƴƸ̬ᨖᚰƸ̅ဇưƖǇƤǜŵ
Ტі̬ᨖƷݣᝋƴƳǔӧᏡࣱ
ƕƋǔƷưŴʙಅǛሥᠤƢǔ
іؕแႳთፙƴƓբƍӳǘƤ
ƘƩƞƍᲣ

ᙐӖᚮᲢƸƠƝӖᚮᲣƸ
ǍǊǇƠǐƏŵ

μӷɟƷჺဪӭᲝǛȗȃǷȥƢǔƜƱƴǑǓŴƓ˰ǇƍƷ
ᣃᢊࡅჄƷႻᛩᆸӝƴ᠃ᡛƞǕŴݱδᅹȷჃᜱࠖƔǒƓ܇ಮƷၐཞƴ
ࣖơƨᢘЏƳݣϼƷˁ૾ǍӖᚮƢǔ၏ᨈƳƲƷǢȉȐǤǹƕӖƚǒǕ
ǇƢŵ˞ଐȷ᧓ٸƴ၏ᨈǛӖᚮƠƨ૾ƕǑƍƷƔЙૺƴᡕƬƨئӳƴ
ƝМဇƘƩƞƍŵ

ųဎᛪዓƖƸᣁᡛƕ̝МưƢ
ᆸӝƕฆᩃƠŴƝకϋǇ
ưƓ᧓ƕƔƔǔئӳƕ
ƝƟƍǇƢŵƥƻ̝Мư
ǹȠȸǺƳᣁᡛưƷƓ
ዓƖǛƝМဇƘƩƞƍŵ
ဎᛪဇኡƸțȸȠȚȸǸ
ưӕࢽưƖǔǄƔŴƓᩓ
ᛅƍƨƩƚǕƹƓᡛǓƍ
ƨƠǇƢŵ

䝇䝔䝑䝥䠍

ң˟ƚǜǆțȸȠȚȸǸ
ƔǒဇኡǛȀǦȳȭȸȉ

䝇䝔䝑䝥䠎

⏦ㄳ䖪

࣏ᙲʙƴᚡλҮƍƨ
ƩƖᣁ̝ȝǹȈǁ৲Љ

ᚡλǕȷᛚǓƴ
ƝදॖƘƩƞƍ

ᨂࡇ᫇ᢘဇᛐܭᚰƷƓբƍӳǘƤƸžȁȣȃȈȜȃȈſǛƝဇƘƩƞƍ
ң˟ƚǜǆưƸŴ࠰உଐƔǒțȸȠȚȸǸɥƴžȁȣȃȈȜȃȈſǛ
ݰλƠŴᨂࡇ᫇ᢘဇᛐܭᚰƴ᧙ƢǔƝకϋǛڼƍƨƠǇƠƨŵžȁȣȃȈȜȃ
ȈſǛƝМဇƍƨƩƘƜƱưŴᨂࡇ᫇ᢘဇᛐܭᚰƷСࡇǍဎᛪ૾ඥȷဎᛪƷ˺
ȷဎᛪέሁƴƭƍƯŴƍƭưǋቇҥƴƝᄩᛐƍƨƩƚǇƢŵ

žȁȣȃȈȜȃȈſƷМဇ૾ඥ
ăžҔၲᝲƕ᭗᫇ƴƳǓƦƏƳƱƖſƷȚȸǸƔǒƝМဇƍƨƩƚǇƢŵ
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日本年金機構からのお知らせ

―全員の標準報酬を決めなおすとき―

ምؕܭᄽފƸ
ᲱஉଐǇưƴ
Ɲ੩ЈƘƩƞƍᲛ

定時決定と算定基礎届

ųᘮ̬ᨖᎍƷܱᨥƷإᣛƱแإᣛஉ᫇ƱƷ᧓ƴٻƖƳࠀƕဃơƳƍǑƏƴŴ࠰ᲫׅŴแإᣛஉ᫇ƕൿǊƳƓ
ƞǕǇƢŵƜǕǛܭൿܭƱƍƍǇƢŵ
ųܭൿܭƴƋƨǓŴᲮஉȷᲯஉȷᲰஉƴૅƬƨإᣛǛžᘮ̬ᨖᎍإᣛஉ᫇ምؕܭᄽފſᲢˌɦŴžምؕܭᄽފſ
ƱƍƍǇƢŵᲣƴᚡλƠŴᲱஉᲫଐƔǒᲱஉଐǇưƴžଐஜ࠰ೞನ˅Ө࠼؏ʙѦǻȳǿȸſǁᣁᡛư੩ЈƠǇ
ƢŵèሥᠤƷ࠰ʙѦǁƷਤӋǋӧᏡưƢ

ŪምؕܭᄽފƷ੩ЈƷؕᄽƱƳǔஉƱൿݣܭᝋஉ
４月・５月・６月の
平均月額＝新しい標準報酬月額

ምؕܭᄽƷݣᝋஉ

令和元年８月使用
平成 年９月〜

30

９月

８月

７月

６月

５月

４月

令和２年８月使用
令和元年９月〜

従前の
標準報酬月額

ᲱஉᲫଐƔǒᲱஉଐǇưƴଐஜ࠰ೞನ˅Ө࠼؏ʙѦǻȳǿȸǁᣁᡛƴǑǓ੩Ј
èሥᠤƷ࠰ʙѦǁƷਤӋǋӧᏡưƢ

ŪምؕܭᄽފƷݣᝋᎍ
ᲱஉᲫଐྵנƷμᘮ̬ᨖᎍƕݣᝋưƢŵ
ˌɦƴᛆ࢘Ƣǔᘮ̬ᨖᎍƷ૾ƸފЈƷ੩ЈƕɧᙲưƢŵ
ųųȷᲰஉᲫଐˌᨀƴᘮ̬ᨖᎍƴƳƬƨ૾ᲢӕࢽƴൿܭƠƨإᣛƕˋԧᲬ࠰ᲲஉǇưᢘဇƞǕǇƢᲣ
ųųȷᲰஉଐˌЭƴᡚᎰƠƨ૾
ųųȷᲱஉોܭƷஉ᫇ފ٭Ǜ੩ЈƢǔ૾
ųųȷᲲஉǇƨƸŴᲳஉƴ᨟ોദƕʖܭƞǕƯƍǔଓƷဎЈǛᘍƬƨ૾
èƳƓŴᡛ˄ƠƯƍǔފЈဇኡሁƷϋܾƸŴˋԧΨ࠰ᲯஉଐᲢᲣǇưƴϼྸƕܦʕƠƨᚡƴؕƮƍƯƍǇƢŵ
ųᘮ̬ᨖᎍƷऴإƕᚡ᠍ƞǕƯƍƳƍئӳƸŴᡙᚡƠƯƘƩƞƍŵ

＊＊豆知識＊＊
إᣛƱƸȷȷȷ
ųᲮŴᲯŴᲰஉƴܱᨥƴૅǘǕƨŴᆋሁǛᨊƢǔЭƷૅዅዮ᫇ưƢŵ᥉ȷྵཋǛբǘƣŴʙಅɼƕіѦƷݣᝋ
ųƱƠƯૅዅƢǔƢǂƯƷǋƷưƢŵྵཋưૅዅƞǕǔǋƷƴƭƍƯƸŴแ̖᫇ƴǑƬƯ᥉ƴ੭ምƠƯᚘምƠǇƢŵ
ųƨƩƠŴʙƷแ̖᫇ƷᲭЎƷᲬˌɥǛஜʴƕਃƠƯƍǔئӳƸŴإᣛƴԃǈǇƤǜŵ
ྵཋưૅዅƞǕǔǋƷᲴ᥉ᲢᡫᝣᲣƴᨂǒƣŴᡫѮܭУŴʙŴ˰ܡƳƲŵ
ʙȷ˰ܡƸŴᣃᢊࡅჄƝƱƴҽဃіٻᐫƕܭǊǔ̖᫇ƴ੭ምƠƯᚡ᠍ƠǇƢŵƦǕˌٳƸҾЩܱᨥƴƔƔƬƨᝲဇǛ
̖ƱƠƯᚡ᠍ƠǇƢŵƳƓŴͳᎋഇƴƸžʙ ଷ ſƳƲƱϋܾǛᚡ᠍ƠƯƘƩƞƍŵ

ૅؕᄽଐૠȷȷȷ
ųإᣛƷૅƍƷݣᝋƱƳƬƨଐૠƷƜƱǛƍƍǇƢŵ
உዅᎍ

ЈѮଐૠƴ᧙ǘǒƣୣƷଐૠƱƳǓǇƢ

ųƨƩƠŴஉዅᎍưƋƬƯǋഎѮଐૠЎƷإᣛƕࠀƠࡽƔǕǔئӳƸŴݼಅᙹЩሁƴǑǓ˟ᅈưܭǊǒǕƨଐૠƔǒഎѮ
ųଐૠǛࠀƠࡽƍƨଐૠƕૅؕᄽଐૠƱƳǓǇƢŵ
ଐዅᎍӏƼዅᎍ

ЈѮଐૠƱƳǓǇƢ

ૅؕᄽଐૠƕଐசƷஉƸแإᣛஉ᫇ᚘምƷݣᝋƔǒᨊƔǕǇƢŵᲮஉȷᲯஉȷᲰஉƷƍƣǕǋૅؕᄽଐૠƕ
ଐசƷئӳƴƸŴࢼЭƷแإᣛஉ᫇ưൿܭƠǇƢŵᲢèჺ᧓іᎍǛᨊƘᲣ
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社会保険事務を担当されている皆様へ
社会保険の申請・手続きは、電子申請が便利です
電子申請
（e-Gov）
のメリット

ምؕܭᄽފǋ
ဎᛪưƖǇƢ

時間・コスト
削減が期待
できます

24時間
申請可能！

記入ミスや
漏れの防止

どこからでも
申請できます

申請できる手続きは約270種類
ᗣಖ㝤ཬࡧཌ⏕ᖺ㔠ಖ㝤➼࡛㟁Ꮚ⏦ㄳ࡛ࡁࡿ᭩㢮ࡣ⣙㸰㸵㸮✀㢮࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊ᭩㢮ࡢ⏦ㄳ≧ἣࡸ㐍ᤖ
☜ㄆࡶ࡛ࡁࠊබᩥ᭩➼ࡶࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛ྲྀᚓࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ

いつでもご利用を開始できます！
ࡈ⏝㛤ጞࡲ࡛ࡢ࠾࠾ࡼࡑࡢὶࢀࡘ࠸࡚ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ

STEP1
電子証明書
の取得

STEP3
申請データ
の作成

STEP2
パソコンの
環境設定

申請

※詳細はe-Govサイトにてご確認ください。
ǪȳȩǤȳဎᛪǬǤȉDQQMƸŴᩓ܇ࡅƷዮӳᆸӝᲢG)QXᲣǵǤȈƔǒȀǦȳȭȸȉưƖǇƢŵ
ųųųųųųų74.JVVRUYYYGIQXIQLRFQEHCEKNKVCVGKPFGZJVON

お問い合わせ先
STEP1,2についてのお問い合わせ先はこちらです。
【電子政府利用支援センター】
０５０−３７８６−２２２５
＜受付時間＞
月曜日〜金曜日：４〜７月 午前９時〜午後７時
８〜３月 午前９時〜午後５時
土日、祝祭日 ：午前９時〜午後５時
電子政府利用支援センター

検

索

STEP3についてのお問い合わせ先はこちらです。
【ねんきん加入者ダイヤル
（日本年金機構電子申請・電子媒体申請照会窓口）】
０５７０−００７−１２３※音声案内の2番をご選択ください
０５０から始まる電話でおかけになる場合は
０３−６８３７−２９１３※音声案内の２番をご選択ください
＜受付時間＞
月〜金曜日：午前８時３０分〜午後７時
第２土曜日：午前９時〜午後５時
※祝日（第２土曜日を除く）、12月29日〜１月３日はご利用い
ただけません。

ᅈ˟̬ᨖƋƖƨᲮȷᲯஉӭਫ਼᠍ᚡʙƷᚖദƱƓᛀƼ
ஜᛏᲰ᪫žӲᆔފЈƸƓଔǊƴƓᫍƍƠǇƢſƷᚡʙƴᛚǓƕƋǓǇƠƨŵ
ɦᚡƷƱƓǓᚖദƠƯƓᛀƼƍƨƠǇƢŵ
ᲭᘍႸƀᘮ̬ᨖᎍƕᡚᎰƠƨŴʧƘƳƬƨƱƖƁƷފᆔ
ᛚǓᲣᘮ̬ᨖᎍӕࢽފųąųദᲣᘮ̬ᨖᎍվފڂ
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日本年金機構からのお知らせ

žǘƨƠƱ࠰ſǛȆȸȞƱƠƨǨȃǻǤǛѪᨼƠǇƢ


世代を超える。
今だからこそ、伝えたい。
ࣖѪዸЏ

ˋԧΨ࠰ᲳஉଐᲢᲣ 

ෞҮஊј

ࣖѪ˺Լ
πႎ࠰СࡇǛȆȸȞƴƠƨǨȃǻǤŵ
πႎ࠰ƷٻЏƞŴࣖѪᎍƝᐯ៲Ǎ៲ᡈƳ૾Ʊπႎ࠰
ƱƷƔƔǘǓŴπႎ࠰ƴƭƍƯƷƋƳƨƷᎋƑƳƲŴ
ƳǜưǋኽನưƢŵ

ច
ҽဃіٻᐫចŴଐஜ࠰ೞನྸʙᧈចŴ
ΟᅵចŴλᢠ
ចཞƷɨɳƼƴᚡࣞԼǛពԑƠǇƢŵ

ࣖѪ
ɶܖဃˌɥƷ૾

੩Јέ

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

ଐஜ࠰ೞನ Ⴛᛩȷǵȸȓǹਖ਼ᡶᢿ
ǵȸȓǹਖ਼ᡶǰȫȸȗ ǘƨƠƱ࠰ ਃ࢘
Ƅ ிʮᣃனɳғ᭗ʟৎᙱ

ƓբƍӳǘƤέ
ଐஜ࠰ೞನ Ⴛᛩȷǵȸȓǹਖ਼ᡶᢿ
ǵȸȓǹਖ਼ᡶǰȫȸȗ ǘƨƠƱ࠰ ਃ࢘

ႆᘙ
Ӗច˺ԼƸଐஜ࠰ೞನțȸȠȚȸǸƴμ૨Ǜਫ਼᠍Ƣǔ
உɦକʖ˂ ܭŴଐஜ࠰ೞನƕႆᘍƢǔБᘍཋǁƷ
ਫ਼᠍ሁǛᘍƍǇƢŵ
Ӗច˺ԼƷᓸ˺ೌƸଐஜ࠰ೞನƴ࠙ޓƠǇƢŵ

ᩓᛅဪӭ  ˊᘙ 

ࠉࠉദ

ᚋࠉࠉ

ӖចᎍƷ൞ӸŴ࠰ˊŴࣱКŴ˰עƷᣃᢊࡅჄǛπᘙƠ
ǇƢŵ

ᛇƠƘƸଐஜ࠰ೞನțȸȠȚȸǸǛƝᚁƘƩƞƍŵ
ǘƨƠƱ࠰ǨȃǻǤ
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౨ኧ

全国高等学校長協会
全国都道府県教育委員会連合会

老齢年金の支給繰り下げについて

65歳から受け取る老齢年金は支給開始を遅くすると年
金額が増額すると聞きましたが、具体的にどのような制

Ｑ

度でしょうか。

⛅⏣ᖺ㔠ົᡤ
࠾ᐈᵝ┦ㄯᐊ
㎷ࠉࠉࠉᚿࠉᕹ

ŨנᎰɶƷ૾ƸŴנᎰƴǑǔૅዅͣഥࢸƷ࠰᫇ƕف᫇ƷݣᝋƱƳ
ųǓǇƢŵ

Ũᎊᱫ࠰ƸᩃࢽƱƠƯৢǘǕǔƨǊŴ࠰ဃᎍૅੲዅ˄Ŵ

ųҔၲ̬ᨖȷʼᜱ̬ᨖሁƷᐯࠁਃǍ̬ᨖ૰Ŵᆋƴࢨ᪪ƕƋǔئ
ųӳƕƋǓǇƢŵ

なお、すでに老齢年金を繰り上げ受給している方や遺
族年金、障害年金（老齢厚生年金の繰り下げの場合は、
障害基礎年金を除く）の受給権のある方は繰り下げ受給
することができません。

㻡ᖺ
㻠ᖺ
㻟ᖺ
㻞ᖺ
㻝ᖺ
㻢㻡ṓ
㻢㻜ṓ

㻠㻞㻑㼁㻼

㻝㻢㻚㻤㻑

と
）
る
げ
下
繰り 額 㻟㻟㻚㻢㻑
（ 増
る
せ ずつ
ら
％
遅
㻞㻡㻚㻞㻑
月 0.7
ひと

㻢㻢ṓ䛛䜙
ቑ㢠䜢㛤ጞ䟿

金はそれぞれ受給開始時期を選択でき、繰り下げの申し
出があった日の翌月分から年金を受け取ることができま
す。

㻤㻚㻠㻑

ṓࡽࡢᖺ㔠ཷ⤥
ࢆṓ⧞ࡾୖࡆ࡚
᪩ࡃཷ⤥㛤ጞࡋࡓሙ
ྜࡣṓ㛤ጞẚ
࡚㸱ῶ㢠࡞ࡾࡲ
ࡍࠋ

受給開始時期を自由に選択、増額は生涯続きます

Ũžьዅ࠰ſǍžਰஆьምſƸف᫇ƷݣᝋƱƸƳǓǇƤǜŵ

※ご注意いただきたいこと

66歳になるまでは繰り下げの申し出をすることはでき
ませんが、それ以降ならいつでも繰り下げの申し出をす
ることができます。年金の受給を繰り下げるとひと月に
つきO.7%ずつ増額し、増額は生涯続きます。例えば、
66歳に達した月に繰り下げ申し出をすると8.4%増額
（0.7%×12月）され、70歳で繰り下げ申し出をする
と42%増額（O.7%×60月）されます。

㻣㻜ṓ䛷᭱㻠㻞䠂㼁㻼
老齢年金を66歳以降に受給開始する場合を繰り
Ａ 下げ受給といいます。老齢基礎年金と老齢厚生年
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「風しん」についてご存じですか？

「風しん」は、子どもがかかる病気だと思っていませんか？患者さんは働き盛りの30〜50歳代の男性が
多く、また、女性の場合は妊娠初期に感染すると新生児に難聴や白内障、心疾患などの「先天性風しん症候
群(CRS)」を発症する恐れがあります。風しんから、あなた自身と周りの人を守るために抗体検査や予防接
種を受けましょう。
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休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください
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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

௧ඖᖺ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。
㈨ࠉᩱ
ᥦࠉ౪
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︱ 職場内で回覧しましょう ︱
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