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新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少している皆様へ
[ 厚生年金保険料等納付猶予相談窓口のご案内 ] [ 国民年金保険料臨時特例免除に係るご案内 ]…２
「わたしと年金」エッセイ募集中…３ こんなときどうする？健康保険の主な給付や手続について…４・５
令和元年度社会保険協会事業・決算を承認…６ 「施設利用会員証」の交付について…６
「社会保険事務説明会」の中止について…６
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日本年金機構からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している皆様へ

厚生年金保険料等納付猶予相談窓口のご案内
〈厚生年金保険料納付猶予相談窓口〉

☎ 0570 - 666 - 228（ナビダイヤル）

※050で始まる電話ではご利用いただけません。
一般電話もしくは携帯電話にておかけください。
（受付時間）月〜金（土日祝日は除く）８:30〜17:15
※お電話でのご案内のみとなります。おかけ間違いのないようにご注意ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な事業主・船舶
所有者のみなさまからの、猶予制度に関する一般的なお問い合わせをお受けしております。
猶予制度に関する一般的なお問い合わせをご希望の方は厚生年金保険料納付猶予相談窓口をご利用ください。
なお、年金事務所でも、納付を猶予する制度に関するご質問をお受けしております。
※厚生年金保険料納付猶予相談窓口では、猶予申請書等の提出は受け付けておりません。猶予申請書等は管轄
の年金事務所へご提出ください。

日本年金機構ホームページから申請書の書式及び申請の手続きにかかる手引きが
ダウンロードできます。

国民年金保険料臨時特例免除のご案内
国民年金保 険 料 免 除の申請ができます

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて
所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きによ
り、国民年金保険料免除申請が可能となりました。

簡易な所得見込額の手続により、申請が可能となりました。
手続きの方法や申請書は、
日本年金機構ホームページに掲載しております。

https://www.nenkin.go.jp/
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全国高等学校長協会
全国都道府県教育委員会連合会
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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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உ ଐŴ᧓ ҥˮƷ
ئӳƸŴஉ ଐŴ
᧓ ƋƨǓƷҥ̖Ǜ
ᚡλƠƯƘƩƞƍŵ

̊ ဎᛪ᧓᳸Ʒئӳ
ȷஉዸᲴ
உЎ ᳸ Ʒᚰଢ

̊ưƸŴဎᛪ᧓ƕᲫ᳸
ᲫưଐዸǊƷƨǊŴѮѦ
ཞඞƓǑƼϋᚪƷᚰଢ᧓
ƸŴ᳸ƴƳǓǇƢŵ

ȷଐዸᲴ
᳸உЎᲢ᳸ᲣƷᚰଢ
ȷଐዸᲴ
᳸உЎ ᳸ Ʒᚰଢ
ȷ ଐዸᲴ
᳸உЎ ᳸ Ʒᚰଢ

എѮᨊƷᚘምࡸƸ
φ˳ႎƴᚡλƠƯƘ
Ʃƞƍŵ
சஹଐƷᚰଢƸưƖǇƤǜŵ
ዅɨƷዸଐǛᢅƗƯƔǒᚰଢƠ
ƯƘƩƞƍŵ

ƓբƍӳǘƤέ ң˟ƚǜǆᅸဋૅᢿ ಅѦǰȫȸȗ

ᲪᲫᲲᲧᲲᲲᲭᲧᲫᲲᲪᲪ
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秋田県社会保険協会からのお知らせ

令和元年度社会保険協会事業・決算を承認

令和元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11
令
年 における社会
おけ
け
会
会の事
び決算
について、６月
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。
に
された
た
会 び
会にお
に いて、次
、 のとおり
、次
り
され した
[評議員会／会長挨拶]

[理事会]

・制度の普及に関する主な事業
ȷ࠼إᛏžᅈ˟̬ᨖƋƖƨſǛᨠஉႆᘍƠŴʙಅɼ
ųӏƼᘮ̬ᨖᎍƱƦƷܼଈƷᅈ˟̬ᨖСࡇƴݣƢǔ
ųᛐᜤǛขǊǔƜƱƴѐǊƨŵ́ƤƯŴțȸȠȚȸ
ųǸƷဇƴѐǊƨŵ
ȷᅈ˟̬ᨖૼ˓ਃ࢘ᎍʙѦᛟଢ˟ӏƼͤࡍ̬ᨖСࡇ
ųʙѦᛟଢ˟Ǜ͵ƠŴСࡇƷԗჷƴѐǊƨŵ
ȷဃ፼ॹ၏ʖ᧸ͤᚮȷཎͤܭᚮƷӖᚮѰڜƴƭƍ
ųƯ࠼إǛܱƠƨŵ

・健康増進に関する事業
ȷʙಅƷᙲஓƴؕƮƖͤࡍሥྸᜒࡈǛܱᲢ̬
ųͤࠖȷͤࡍᢃѣਦݰٟȷٟǛᢔᲣ
äääääӖᜒᎍӸ
ȷ˟ՃƷͤࡍ̬ਤفᡶƱᚃკǛǔƨǊŴȜǦȪ
ȳǰ˟ٻŴྶ˟ٻŴȑȸǯǴȫȕ˟ٻሁǛܱŵ
ȷᅈ˟̬ᨖң˟ʙಅыіʙಅƴݣƢǔᘙࢧǛ
ųܱŵų ųųųųųųųäääääᲱʙಅ

・社会保険関係団体の活動支援
ȷӲעғᅈ˟̬ᨖۀՃ˟ሁǁƷѣૅੲǛܱŵ
・令和元年度一般会計収入・支出決算
ȷ࠰ᲮஉଐƔǒˋԧᲬ࠰ᲭஉᲭᲫଐǇư
ӓλൿም᫇ųųᲮό
ૅЈൿም᫇ųųᲮό
ࠀ ࡽ സ ᭗ ųųųό

「施設利用会員証」の交付について

健康管理講座

新任担当者事務説明会

研修事業の中止について（お知らせ）
ųɦᚡƷଐᆉư͵ƷแͳǛᡶǊƯǇƍǓǇƠƨ

秋田県
秋田市中通６−７−９
TEL018-831-6205

「社会保険事務担当者説明会」ƸŴૼǳȭȊǦ
ǣȫǹज़௨ਘ᧸ٻഥƷƨǊŴɶഥƞƤƯƍƨƩƖ
ǇƢŵ
ųӋьƞǕǔ˟ՃʙಅƷႏಮƷͤࡍƱܤμǛஇ

ų˟ՃʙಅƞǇӼƚƷΟࢳʙಅƱƠƯŴμᅈ˟̬
ᨖң˟ᡲӳ˟ƷڎኖᚨǛМဇƢǔئӳƴŴܿජ૰
ሁƷлࡽƖƕӖƚǒǕǔžᚨМဇ˟ՃᚰſǛࠎஓʙ
ಅƞǇƴʩ˄ƠƯƓǓǇƢŵ
Ტ ʻ࠰ᲮஉૼᲩஊј

ΟέƱƠƨਜ਼ፗưƢƷưŴƝྸᚐងǓǇƢǑƏƓ
ᫍƍဎƠɥƛǇƢŵ
ȷᲱஉᲫᲰଐஜᒱ˟ئȷᲱஉᲬᲪଐᅸဋ˟ئ
ȷᲱஉᲬᲲଐئ˟ٻȷᲱஉᲬᲳଐᰛߺ˟ئ

ᨂ࠰ᲭஉଐᲣᛇኬƴƭƍƯƸŴ࢘ң˟Ʒ
*2ǛƝᚁƘƩƞƍŵǇƨ˟ՃᚰƷʩ˄ǛࠎஓƢǔʙ
ಅƞǇƸŴӷ*2ƔǒžᚨМဇ˟Ճᚰʩ˄ဎᡂſ
ǛȀǦȳȭȸȉƠŴ࣏ᙲʙǛᚡλƷƏƑᣁᡛƠƯƘ
Ʃƞƍŵ
※84円切手を貼り送付先を記載した返信用封筒を
必ず同封してください。

社会保険あきた／２年6･7月／6

ƳƓŴཞඞƕᚩƤƹŴ
ǛǒƤƯƷ͵ǋ౨᚛ƍ
ƨƠǇƢƕŴ͵ƕൿܭƞ
ǕƨئӳƸ࢘ᛏƴƯƝకϋ
ƍƨƠǇƢƷưƾǔƬƯƝ
ӋьƘƩƞƍŵ

短時間就労者の算定基礎届について

Ｑ

当社では短時間就労者（パート等）を多く雇用してい
ます。算定基礎届を作成するにあたり、正社員の場合と
どのような違いがあるのかよくわからないので、記載方
法について教えてください。

ჺ᧓ݼіᎍƱƸŴʙಅƱࠝဇႎ̅ဇ᧙̞
Ａ
ųųųƴƋǓŴᲫᡵ᧓Ʒܭі᧓ƓǑƼᲫǫஉƷ

㮚ᕢᖺ㔠ົᡤ
ཌ⏕ᖺ㔠㐺⏝ㄪᰝㄢ
ᡂࠉ⏣ࠉ┿ᑑ⨾

ᲢᲭᲣᲮȷᲯȷᲰஉƷᲭǫஉƷƏƪૅؕᄽଐૠƕƍ
ųųųƣǕǋଐசƷئӳ

ܭіଐૠƕŴӷơʙಅưӷಮƷಅѦƴࢼʙƠƯ

ųųăૅؕᄽଐૠƕଐŴଐƷஉƷإᣛዮ᫇Ʒ

ƍǔɟᑍᅈՃƷᲮЎƷᲭˌɥƷіவˑưѮѦƢǔʴ

ųųųר᫇ǛؕƴምܭƠǇƢŵ

ǛƍƍŴƜƷئӳƸͤࡍ̬ᨖȷҽဃ࠰̬ᨖƷᘮ̬ᨖ

ᲢᲮᲣᲮȷᲯȷᲰஉƷᲭǫஉƱǋૅؕᄽଐૠƕ

ᎍƱƳǓǇƢŵᲢȑȸȈǿǤȞȸŴǢȫȐǤȈŴڎኖ

ųųųଐசƷئӳ

ᅈՃŴแᅈՃŴۀᚠᅈՃሁƷӸᆅƸբƍǇƤǜŵᲣ

ųųăࢼЭƷแإᣛஉ᫇ǛǋƬƯ࢘ᛆ࠰ࡇƷแإ

ųჺ᧓ݼіᎍƴ̞ǔܭൿܭƷแإᣛஉ᫇Ʒም

ųųųᣛஉ᫇ƱƠǇƢŵ

ܭƴƭƍƯƸŴഏƷƍƣǕƔƴǑǓᘍǘǕǇƢŵ

ųƳƓŴჺ᧓ݼіᎍƴ̞ǔ᨟ોܭᲢஉ᫇ފ٭Ჷ

ᲢᲫᲣᲮȷᲯȷᲰஉƷᲭǫஉƱǋૅؕᄽଐૠƕ

ܭႎƷ٭ѣƴˤƍإᣛƕࠢٻƴ٭ǘƬƨƱƖƷ

ųųųଐˌɥƷئӳ

ފᲣƸŴᲢᲫᲣ᳸ᲢᲮᲣƷƍƣǕƔƴǑǒƣŴዒዓƠ

ųųăᲭǫஉƷإᣛዮ᫇Ʒר᫇ǛؕƴምܭƠǇƢŵ

ƨᲭǫஉƷૅؕᄽଐૠƕଐˌɥƋǔƜƱƕ࣏ᙲ

ᲢᲬᲣᲮȷᲯȷᲰஉƷƏƪᲫǫஉưǋૅؕᄽଐૠƕ

ưƢŵ

ųųųଐˌɥƋǔئӳ

ųƝɧଢƳໜƕƝƟƍǇƠƨǒŴƓᡈƘƷ࠰ʙѦ

ųųăଐˌɥƷஉƷإᣛዮ᫇Ʒר᫇Ǜؕƴምܭ

ǁƓբƍӳǘƤƘƩƞƍŵ

ųųųƠǇƢŵ

㸰
ࠉ ⏕ຊࡢ࠶ࡿࡶࡢࢆ㣗ࡿ䣎᪂

ࠉ 㩭࡞ࡶࡢ࡛䣍ຍᕤရ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡔ

㸱
ࠉ 㐠ືࢆࡍࡿࡇ䣎㐺ᗘయࢆື

ࠉ ࡑ࠺࡛ࡍ䣎

ࠉ ࡋ➽ຊࢆࡘࡅ࡚࠾ࡃࡇ䣎

㸲
ࠉ ࠾ࡋ䣭ࡾࢆࡍࡿࡇ䣎ኌฟࡋ

ࠉ ࡿࡑ࠺࡛ࡍ䣎ࢫࢺࣞࢫゎᾘ࡛ࡍࡡ䣎

ࠉ 㨦ࡢᡂ㛗ࡢࡓࡵࡢᏛࡧࡢ㛫䣎㐣ཤ

ࠉ ࡚ヰࢆࡍࡿ࡛ᛮ⪃ࡢᩚ⌮ࡀ࡛ࡁ

ࠉ ࡢኻᩋࢆᝎࡴࡇ࡛ࡣ࡞ࡃ䣍ᮍ᮶ࢆ

﹁お元気様です﹂

࣡ࣇࣝ࡞ឤࡌࢆᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀ䣍࠺ࡸ

ࠉ ᛮ࠸ࢃࡃࢃࡃᮍ᮶ᚿྥ࡛⪃࠼ࡿࡔ

㸳
ࠉ ዲࡁ࡞࡛Ꮫࡧࡢ㛫ࢆᣢࡘࡇ䣎

ࡽࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞࠸▱ேࡽᩍ

ࠉ ඖẼ⪺ࡃ䣍ࣁࢸࣥࢩ䣼࡛ࣥࣃ

࠼࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡋࡓ䣎

ࡢ࡛ࡍࡀ䣍ࣃ䤀ࣇ䣷ࢡࢺࡣ㐲ࡃ䣍

ࠉ ࡑ࠺࡛ࡍ䣎

╧╀ࡶ㊊ࡾ࡚࠸࡞࠸ࡋ䣍㣗ࡘ࠸࡚

ࠉ ඖẼࡣ䣍⮬ศ䣬࡚ࡢẼࢆඖ

ࡲࡍࡀ䣍ࡑࡢே䣬࡚ࡕ䣯࠺࠸࠸

࡞ேࡶ࠸ࢀࡤ䣍ᐻ㯲࡛≀㟼࡞ேࡶ࠸

ࡣ䣍▷ゝ䣬࡚ຍᕤ㣗ရࡢࡶࡢࢆከ

ࠉ ᙜࡓࡾ๓࡛ࡁࡿࡢࡼ࠺ᛮ࠼ࡿ

≧ែࡢࡇ࡛ࡍ䣎↓⌮ࢆࡋ࡞࠸࠸࠺

⏝ࡋ࡚࠸ࡲࡍ䣎㐠ືࡶᛰࡅ࡚࠸ࡲࡍࡋ䣍

ᡠࡍ࡞ࡢࡔࡑ࠺࡛ࡍ䣎࠸ࡘࡶ㈰ࡸ

ࡇ࡞ࡢ࡛ࡋ䣯࠺䣎࡞ࢇ࡞ࡃ⣡ᚓ࡛

ኻᩋࡋࡓࡇࢆ࠺ࡌ࠺ࡌᝎࢇࡔࡾࡶࡋ

ࡲࡍ䣎࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢࡣ࠾ࡋ䣭ࡾࡃࡽ

࠸࡛ࡍ䣎

ࠉ ࡘࡢẼࢆࡅ࡚⮬ศࡀඖẼ࡛

࠸ࡓࡽ䣍ᐙ᪘ࡸ䣍࿘ᅖࡢேࡓࡕࡢඖẼ

ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿࡢ࡛䣍ᑡ

ࡍ䣎

ࠉ ඖẼ࡛࠸ࡿࡓࡵࡣ䣍ࡘࡢࡇࢆ

ᐇ⾜ࡍࡿࡼ࠸࠸࠺ࡶᩍ࠼࡚ࡶࡽ

࠸ࡲࡋࡓ䣎

㸯
ࠉ ㉁ࡢⰋ࠸╧╀ࢆࡿࡇ䣎
ࡋព㆑ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡍ䣎௧

ᖺ࡞ࡾୡ⏺ⓗὶ⾜ࡢ࢘ࣝࢫ

≧ែ࡛ඖẼ࡞ࡽ䣍ඖẼ࡞ࡾࡓ࠸ேࡢ

ࡶࡾᅇࡉࢀࡿࡇ࡞ࡃ䣍⮬ศࡀ࠸࠸

࠾ᡭఏ࠸ࡶ࡛ࡁࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡡ䣎

ᰴᘧ♫ࡳࡕࡢࡃࢸࣞࢥ࣒

ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ బ
ࠉ ⸨
ࠉ ‶ᑑ⨾
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第189回 新型コロナウイルスなどの感染症に注意しましょう
緑が美しい季節になりましたが、6月に入り各地では梅雨が始まって湿度が高く気温も上昇する時期で
すので、細菌などによる感染症で体調を崩す人も少なくありません。今回は、感染症対策についてお伝え
します。
ज़௨ၐƴƭƍƯ

දॖƠƯǄƠƍज़௨ၐ

ज़௨ၐƱƸᲴ၏Ҿ˳ᲢኬᓏȷǦǤȫǹȷ݃ဃᖓƳƲᲣ
ƕ˳ƴ̛λƠƯࡽƖឪƜƞǕǔ၏ൢƷƜƱŵ
ज़௨ƠƯǋၐཞƕྵǕƳƍئӳǋƋǔŵ
ज़ ௨ เ ƸᲴ၏Ҿ˳ƴज़௨ƠƨʴǍѣཋŴ၏Ҿ˳ư൲௨
ƞǕƨǋƷǍԼƳƲŵ

ŦૼǳȭȊǦǤȫǹज़௨ၐ
Ŧ๋ᡲᓏज़௨ၐ
Ŧ45ǦǤȫǹज़௨ၐ
Ŧឱӝ၏
ŦȘȫȑȳǮȸȊ
Ŧȗȸȫ༏ᲢԹ᪽ኽᐏ༏Უ
Ŧ්ᘍࣱɦᐄ໒ᲢƓƨƾƘƔƥᲣ

ज़௨᧸ഥƴƸඹƍƕٻʙỊ

ųȉǢȎȖǍᩓƷƭǓ᪃ƳƲಮŷƳǋƷƴᚑǕǔƜƱƴǑǓŴᐯЎƷƴǋ˄ბƠƯƍǔӧᏡࣱ
ƕƋǓǇƢŵ外出先からの帰宅時Ǎ調理の前後Ŵ食事前ƳƲƜǇǊƴǛඹƍǇƢŵ
ඹƍƷ ȷ༯ƸჺƘЏƬƯƓƖǇƠǐƏ
Эƴ
ȷᚘǍਦƸٳƠƯƓƖǇƠǐƏ

❷

❶

්൦ưǑƘǛƵǒƠƨࢸŴჽƚǜ ƷဍǛƷƹƢǑƏƴƜƢǓǇƢ
ǛƭƚŴƷƻǒǛǑƘƜƢǓǇƢŵ

❹

ਦέȷ༯Ʒ᧓ǛࣞλǓƴƜƢǓ
ǇƢŵ

ਦƷ᧓ǛඹƍǇƢŵ

❻

ᚃਦƱƷƻǒǛƶơǓඹƍƠ
ǇƢŵ

ᬍǋࣔǕƣƴඹƍǇƢŵ

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、
清潔なタオルやペーパータオルで
よく拭き取って乾かします。

ज़௨ၐƴƚƳƍ৽৴щǛࢍ҄ƠǇƠǐƏ

ȷžԶǨȁǱȃȈſ
ȷž݅ʖ᧸ſ

ȷҗЎƳზǛƱǔ
ȷ˳ǛภǊǔ
ȷȐȩȳǹƷᑣƍʙǛ࣎ƕƚǔ
ȷʴฆǈƸƳǔǂƘᢤƚǔ
ȷǹȈȬǹƸᢘࡇƴႆƢǔ
ȷᢿދƷ੭ൢǛᢘࡇƴᘍƏ

Ĭ੭ൢƷफƍ݅ᆰ᧓
ĭٶƘƷʴƷ݅ᨼƢǔئ
ĮᡈុᩉưƷ݅Ơƨ˟ᛅ

休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください
ኪ㛫䛾ᖺ㔠┦ㄯ䛿䜹䝺䞁䝎䞊䚷䚷䚷᪥䛷䛩䚹䠄㛤ᡤ㛫䛿䚸༗ᚋ㻣䜎䛷䠅
ఇ᪥䛾ᖺ㔠┦ㄯ䛿䜹䝺䞁䝎䞊䚷䚷䚷᪥䛷䛩䚹䠄㛤ᡤ㛫䛿䚸༗๓㻥㻟㻜ศ䛛䜙༗ᚋ㻠䜎䛷䠅
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᖺ㔠┦ㄯ䞉䛚ᡭ⥆䛝䛾㝿䛿䚸ண⣙┦ㄯ䜢䛤⏝䛟䛰䛥䛔䚹

令和２年７月
日
月
火

水

木

金

土

1

2

3

4

令和２年８月
日
月
火

水

木

金

土

年金についての相談やお問合せ先
★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（一般的な年金相談）
ųųᲪᲯᲱᲪᲧᲪᲯᲧᲫᲫᲰᲯᲢȊȓȀǤȤȫᲣ
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ᲪᲯᲪưڼǇǔᩓᛅưƓƔƚƴƳǔئӳƸᲢிʮᲣᲢɟᑍᩓᛅᲣ
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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

௧㸰ᖺ㸴㺃㸵᭶ྕ

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 ︱

正しい手の洗い方

