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こんなときどうする？健康保険の主な給付や手続きについて…２・３
―全員の標準報酬を決めなおすとき― 定時決定と算定基礎届…４ 算定基礎届と賞与支払届の取扱い変更ポイント…５
「わたしと年金」エッセイ募集中…６ 「社会保険事務説明会」の開催について…７
健康づくりＤＶＤを貸し出しします／「施設利用会員証」の交付について／家庭常備薬等の斡旋について…８

花ことば：しとやか・上品
バラ／プリンセス ドゥ モナコ

⛅⏣┴♫ಖ㝤༠࣮࣒࣮࣍࣌ࢪЍhttp://www.syahokyo-akita.jp
♫ಖ㝤㛵ಀࡢไᗘࡸᒆฟࡘ࠸࡚ࡣࠊ
᪥ᮏᖺ㔠ᶵᵓ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪЍhttps://www.nenkin.go.jp/ࠉ㟁Ꮚᨻᗓࡢ⥲ྜ❆ཱྀH*RYЍhttps://www.e-gov.go.jp
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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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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
ᲱஉᲫᲬଐǇưƴ
Ɲ੩ЈƘƩƞƍᲛ

定時決定と算定基礎届

ųᘮ̬ᨖᎍƷܱᨥƷإᣛƱแإᣛஉ᫇ƱƷ᧓ƴٻƖƳࠀƕဃơƳƍǑƏƴŴ࠰ᲫׅŴแإᣛஉ᫇ƕൿǊ
ƳƓƞǕǇƢŵƜǕǛܭൿܭƱƍƍǇƢŵ
ųܭൿܭƴƋƨǓŴᲮஉȷᲯஉȷᲰஉƴૅƬƨإᣛǛžᘮ̬ᨖᎍإᣛஉ᫇ምؕܭᄽފſᲢˌɦŴžምؕܭᄽ
ފſƱƍƍǇƢŵ
ᲣƴᚡλƠŴᲱஉᲫଐƔǒᲱஉଐǇưƴžଐஜ࠰ೞನ˅Ө࠼؏ʙѦǻȳǿȸſǁᣁᡛư
੩ЈƠǇƢŵèሥᠤƷ࠰ʙѦǁƷਤӋǋӧᏡưƢŵ

● 算定基礎届の提出の基礎となる月と決定対象月
４月・５月・６月の
平均月額＝新しい標準報酬月額

ምؕܭᄽƷݣᝋஉ

９月

８月

７月

６月

５月

４月

令和３年８月使用
令和２年９月〜

令和４年８月使用
令和３年９月〜

従前の
標準報酬月額

ᲱஉᲫଐƔǒᲱஉଐǇưƴଐஜ࠰ೞನ˅Ө࠼؏ʙѦǻȳǿȸǁᣁᡛƴǑǓ੩Ј
èሥᠤƷ࠰ʙѦǁƷਤӋǋӧᏡưƢ

● 算定基礎届の対象者
ᲱஉᲫଐྵנƷμᘮ̬ᨖᎍƕݣᝋưƢŵ
ˌɦƴᛆ࢘Ƣǔᘮ̬ᨖᎍƷ૾ƸފЈƷ੩ЈƕɧᙲưƢŵ
ųųȷᲰஉᲫଐˌᨀƴᘮ̬ᨖᎍƴƳƬƨ૾ᲢӕࢽƴൿܭƠƨإᣛƕˋԧᲮ࠰ᲲஉǇưᢘဇƞǕǇƢᲣ
ųųȷᲰஉଐˌЭƴᡚᎰƠƨ૾
ųųȷᲱஉોܭƷஉ᫇ފ٭Ǜ੩ЈƢǔ૾
ųųȷᲲஉǇƨᲳஉƴஉ᫇ފ٭Ʒ੩ЈƕʖܭƞǕƯƍǔଓƷဎƠЈƷƋƬƨ૾
èƳƓŴᡛ˄ƠƯƍǔފЈဇኡሁƷϋܾƸŴˋԧᲭ࠰ᲯஉଐᲢ൦ᲣǇưƴϼྸƕܦʕƠƨᚡƴؕƮƍƯƍǇƢŵ
ųᘮ̬ᨖᎍƷऴإƕᚡ᠍ƞǕƯƳƍئӳƸŴᡙᚡƠƯƘƩƞƍŵ

＊＊豆知識＊＊
報酬とは・・・
ᲮŴᲯŴᲰஉƴܱᨥƴૅǘǕƨŴᆋሁǛᨊƢǔЭƷૅዅዮ᫇ưƢŵ᥉ȷྵཋǛբǘƣŴʙಅɼƕіѦƷݣᝋ
ƱƠƯૅዅƢǔƢǂƯƷǋƷưƢŵྵཋưૅዅƞǕǔǋƷƴƭƍƯƸŴแ̖᫇ƴǑƬƯ᥉ƴ੭ምƠƯᚘምƠǇƢŵ
ƨƩƠŴʙƷแ̖᫇ƷᲭЎƷᲬˌɥǛஜʴƕਃƠƯƍǔئӳƸŴإᣛƴԃǈǇƤǜŵ
ྵཋưૅዅƞǕǔǋƷᲴ᥉ᲢᡫᝣᲣƴᨂǒƣŴᡫѮܭУŴʙŴ˰ܡƳƲŵ
ʙȷ˰ܡƸŴᣃᢊࡅჄƝƱƴҽဃіٻᐫƕܭǊǔ̖᫇ƴ੭ምƠƯᚡ᠍ƠǇƢŵƦǕˌٳƸҾЩܱᨥƴƔƔƬƨᝲဇǛ
̖ƱƠƯᚡ᠍ƠǇƢŵƳƓŴͳᎋഇƴƸžʙ ଷ ſƳƲƱϋܾǛᚡ᠍ƠƯƘƩƞƍŵ

支払基礎日数とは・・・
إᣛᲢዅɨᲣƷૅƍƷݣᝋƱƳƬƨଐૠƷƜƱǛƍƍǇƢŵ
月給者・週給者

ЈѮଐૠƴ᧙ǘǒƣୣƷଐૠƱƳǓǇƢŵ

日給者及び時給者

ЈѮଐૠƱƳǓǇƢŵ

ƨƩƠŴஉዅᎍȷᡵዅᎍưƋƬƯǋഎѮଐૠЎƷإᣛƕࠀƠࡽƔǕǔئӳƸŴݼಅᙹЩሁƴǑǓ˟ᅈưܭǊǒǕƨଐૠ
ƔǒഎѮଐૠǛࠀƠࡽƍƨଐૠƕૅؕᄽଐૠƱƳǓǇƢŵ
ૅؕᄽଐૠƕଐசƷஉƸแإᣛஉ᫇ᚘምƷݣᝋƔǒᨊƔǕǇƢŵᲮஉȷᲯஉȷᲰஉƷƍƣǕǋૅؕᄽଐૠƕ
ଐசƷئӳƴƸŴࢼЭƷแإᣛஉ᫇ưൿܭƠǇƢŵᲢჺ᧓іᎍƷئӳƸŴଐசƕݣᝋƔǒᨊƔǕǇƢŵᲣ
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令和３年４月からの

〇

算定基礎届 と 賞与支払届 の 取 扱 い 変 更 ポ イ ン ト

算定基礎届の「総括表」の廃止

（１）算定基礎届の提出の際に添付を求めていました以下の「総括表」を廃止します。
・健康保険/厚生年金保険 被保険者月額算定基礎届総括表
※令和3年4月1日以降は遡及分の届出の場合であっても総括表の提出は必要ありません。

〇

賞与支払届の「総括表」の廃止と「賞与不支給報告書」の新設

（１）賞与支払届の提出の際に添付を求めていました以下の「総括表」を廃止します。
・健康保険/厚生年金保険 被保険者賞与支払届総括表
・船員保険/厚生年金保険 被保険者賞与支払届総括表
※令和3年4月1日以降は遡及分の届出の場合であっても総括表の提出は必要ありません。
（２）賞与を支給しなかった場合の取扱い（新設）
日本年金機構に登録いただいている賞与支払予定月に、いずれの被保険者及び70歳以上被用
者に対して賞与を支給しなかった場合は、新たに以下の「賞与不支給報告書」を提出してく
ださい。
・健康保険/厚生年金保険 賞与不支給報告書
・船員保険/厚生年金保険 賞与不支給報告書
※令和3年3月以前の賞与の不支給を遡及して届出する場合も「賞与不支給報告書」を提出ください。
※登録されている賞与支払予定月に変更がある場合は、下記の「賞与不支給報告書」用紙の③「賞与支払
予定月の変更」及び「賞与支払予定月変更前」に記載してください。

ᵝᘧ䝁䞊䝗
㻞 㻞 㻢 㻢

ͤ ࡍ ̬ ᨖ
ẅចɨɧૅዅإԓ
ҽဃ࠰̬ᨖ

㈹ᨭᡶሗ

賞与支払予定年月：賞与の支払を
しなかった年月を記入します。
㈹ᨭᡶணᐃᖺ᭶

䠕㻚௧䚷㻌ᖺ䚷㻌᭶
ᖺ䚷㻌䚷䚷䚷㻌᭶

䐟
㈹ᨭᡶᖺ᭶᪥

䠕㻚௧

0 3 0 6

䐠
ᨭ⤥䛾≧ἣ

䠍䠊㻌 ᨭ ⤥

賞与支払予定月の変更：今後の
䈜ᚑ๓䛾㈹ᨭᡶணᐃ᭶䜢ኚ᭦䛩䜛ሙྜ䛿௨ୗ䛾䐡䜒グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

賞与支払予定月が登録されている
内容と異なる場合に記入します。

䛆グධ䠍䛇㈹ᨭᡶணᐃ᭶䜢䛂䠓᭶䞉㻝㻞᭶䛃䛛䜙䛂䠔᭶䞉㻝㻞᭶䛃䛩䜛ሙྜ
ኚ᭦

䐡
㈹ᨭᡶணᐃᖺ᭶䛾
ኚ᭦

᭶ ᭶

᭶ ᭶

 

㈹ᨭᡶணᐃᖺ᭶
ኚ᭦๓

᭶ ᭶

᭶ ᭶

 

変更後の予定月に全て「00」を
記入してください。

䛆グධ䠎䛇㈹ᨭᡶணᐃ䛜䛺䛟䛺䛳䛯ሙྜ
ኚ᭦

䐡
㈹ᨭᡶணᐃᖺ᭶䛾
ኚ᭦

᭶ ᭶

᭶ ᭶

   

㈹ᨭᡶணᐃᖺ᭶
ኚ᭦๓

᭶ ᭶

᭶ ᭶
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日本年金機構からのお知らせ

žǘƨƠƱ࠰ſǛȆȸȞƱƠƨǨȃǻǤǛѪᨼƠǇƢ

「わたしと年金」

エッセイ
募集中
世代を超える。
今だからこそ、伝えたい。

ࣖѪዸЏ
ࣖѪዸЏ

ˋԧᲭ
ԧᲭ࠰
࠰Ჳஉ
ଐᲢ
ଐᲢ
Უ 

ෞҮஊј

ࣖѪ˺Լ
ࣖѪ˺Լ

ច
ច
ҽဃіٻᐫចŴଐஜ࠰ೞನྸʙᧈចŴ
ΟᅵចŴλᢠ
ចཞƷɨɳƼƴᚡࣞԼǛពԑƠǇƢŵ

πႎ࠰ƷٻЏƞŴࣖѪᎍƝᐯ៲ǍƝܼଈƱƷπႎ࠰
СࡇƷƔƔǘǓŴπႎ࠰ƴƭƍƯƷƋƳƨƷᎋƑƳƲŴ
πႎ࠰СࡇǛȆȸȞƴƠƨǨȃǻǤŵ
ȷଐஜᛖư᳸૨ˌ܌ϋŵ
ȷ ˺ Լ ဇ ኡ Ʒ ᘻ ƴ Ŵ ൞ ӸŴƾ Ǔ ƕ ƳŴ࠰ ᱫŴࣱ КŴ˰
ŴᩓᛅဪӭŴᎰಅǇƨƸޓᲢ˟ᅈӸŴܖఄӸሁᲣ

ࣖѪ
ࣖѪ
ɶܖဃˌɥƷ૾

੩Јέ
੩Јέ
ଐஜ࠰ೞನ Ⴛᛩȷǵȸȓǹਖ਼ᡶᢿ

ųǛଢᚡƠƯƘƩƞƍŵ

ǵȸȓǹਖ਼ᡶǰȫȸȗ ǘƨƠƱ࠰ ਃ࢘

ȷϋܾƸࣖѪᎍஜʴƕо˺ƠƨǋƷưŴசႆᘙƷǋƷƴ

Ƅ

ųᨂǓǇƢŵᲢࣖѪ˺ԼƸᡉҲƠǇƤǜŵ
Უ

ிʮᣃனɳғ᭗ʟৎᙱ

ƓբƍӳǘƤέ
ƓբƍӳǘƤέ
ଐஜ࠰ೞನ Ⴛᛩȷǵȸȓǹਖ਼ᡶᢿ

ႆᘙ
ႆᘙ

ǵȸȓǹਖ਼ᡶǰȫȸȗ ǘƨƠƱ࠰ ਃ࢘

Ӗច˺ԼƸଐஜ࠰ೞನțȸȠȚȸǸƴμ૨Ǜਫ਼᠍Ƣ
ǔ உɦକʖ˂ ܭŴଐஜ࠰ೞನƕႆᘍƢǔБᘍཋ

ᩓᛅဪӭ  ˊᘙ

ǁƷਫ਼᠍ሁǛᘍƍǇƢŵ
Ӗច˺ԼƷᓸ˺ೌƸଐஜ࠰ೞನƴ࠙ޓƠǇƢŵ

ࠉࠉദ

ᚋࠉࠉ

ӖចᎍƷ൞ӸŴ࠰ˊŴࣱКŴ˰עƷᣃᢊࡅჄǛπᘙ
ƠǇƢŵ

ᛇƠƘƸଐஜ࠰ೞನțȸȠȚȸǸǛƝᚁƘƩƞƍŵ
わたしと年金エッセイ
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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

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 参加無料
【健康保険制度と年金制度の基礎知識と事務手続き】
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。

日程・会場・申込期限
開

催

日

ŦӲ˟ئƱǋᲫᲭƔǒӖ˄ǛڼƠǇƢ

時

会

場

申込期限

定

員

ˋԧᲭ࠰ᲱஉଐᲢᲣ
ᲫᲭᲭᲪЎ᳸ᲫᲰᲭЎ

್ࠊൟ˟
ź್ࠊҤထᲧŻ

Ჱஉଐ

ᲬᲪӸ

ˋԧᲭ࠰ᲱஉଐᲢ൦Უ
ᲫᲭᲭᲪЎ᳸ᲫᲰᲭЎ

҅ᅸဋࠊʩ්ǻȳǿȸ
ź҅ᅸဋࠊஙထᲧŻ

Ჱஉଐ

ᲬᲪӸ

ˋԧᲭ࠰ᲱஉଐᲢ້Უ
ᲫᲭᲭᲪЎ᳸ᲫᲰᲭЎ

ᅸဋࠊ૨҄˟
źᅸဋࠊྛޛᲱɠႸᲭᲧᲫŻ

Ჱஉଐ

ᲰᲪӸ

ˋԧᲭ࠰Ჲஉ ଐᲢ້Უ
ᲫᲭᲭᲪЎ᳸ᲫᲰᲭЎ

ٻࠊ˅ٻʩ්ǻȳǿȸ
źٻࠊ˅ٻଐƷЈထᲬᲧᲱᲧᲯᲭŻ

Ჱஉଐ

ᲬᲯӸ

ˋԧᲭ࠰Ჲஉ ଐᲢᲣ
ᲫᲭᲭᲪЎ᳸ᲫᲰᲭЎ

ဌМஜᒱࠊࠊൟʩ්ܖ፼ǻȳǿȸ
źဌМஜᒱࠊɥٻᲫᲰŻ

Ჲஉ Წଐ

ᲫᲲӸ

èǦǤȫǹज़௨ၐʖ᧸ƷƨǊƷݣሊǛᜒơǔƱƱǋƴŴӖᜒᎍૠǛСᨂƞƤƯƍƨƩƖǇƠƨŵ

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健康運動指導士

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

〒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

【共催】

主

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
ࠎ

ஓ

˟

ȷų್ࠊൟ˟ųųųųųųȷųٻࠊ˅ٻʩ්ǻȳǿȸ
ȷų҅ᅸဋࠊʩ්ǻȳǿȸųųȷųဌМஜᒱࠊࠊൟʩ්ܖ፼ǻȳǿȸų
ȷųᅸဋࠊ૨҄˟

ئ

ŨҮưᘙᅆᫍƍǇƢŵ

ʙ

ಅ



Ӹ

ʙಅענ
ʙಅᩓᛅဪӭ
Ӌ

ь

ᎍ

Ӹ

Ƅ
᳀᳒ဪӭ
ʙಅૢྸᚡӭ
社会保険あきた／3年6･7月／7

秋田県社会保険協会からのお知らせ

健康づくりＤＶＤを貸出しします！

No.1〜No.４

ᅸဋჄᅈ˟̬ᨖң˟ưƸŴ˟ՃʙಅಮǛݣᝋƴžͤࡍƮƘǓᲾ᳐ᲾſǛΝ
ΝưƠ
ЈƠƯƍǇƢŵ
ମ࠰Ŵμᅈ˟̬ᨖң˟ᡲӳ˟ƔǒૼƨƳᲾ᳐ᲾƷᡙь੩̓ǛƍƨƩƖǇƠƨŵᎰ
ئƷͤࡍሥྸʙಅǍӲᆔᎰئᨼ˟ȷᎰՃᄂ̲ሁƴ᩼ƝဇƘƩƞƍŵ
èЈ᧓Ƹಒƶɟᡵ᧓ᆉࡇưƢŵų

「健康づくりＤＶＤ」タイトル一覧

出演・監修

時間

No.1 前回紹介

初めてのウオーキング＆ジョギング

君塚正道先生

31分

No.2

〃

若々しい体をキープ！エクササイズ＆ダイエット

中村格子医師

32分

No.3

〃

Ｇｏｏｄ−ｂｙｅストレス

福西勇夫医師

28分

No.4

〃

正しく知れば怖くない がんのお話

土田知宏医師

26分

元気な職場をつくるメンタルヘルス
「自分でできるストレスコントロール」
元気な職場をつくるメンタルヘルス
「ストレス・ コーピングによるセルフケア」

山本晴義医学博士

25分

No.5 [NEW]
No.6 [NEW]

山本晴義医学博士

26分

No.7 [NEW]

トータル・ヘルスプロモーションのための
「健康サポート体操」10代目体操のお兄さん指導

梅田孝教授
佐藤弘道兄さん

60分

No.8 [NEW]

ちょちょいのちょいトレ2.0 毎日筋活部
筋肉を育ててメタボを予防しよう！

都竹茂樹教授

60分

No.9 [NEW]

夏の熱中症・冬のヒートショックに気をつけよう！

和田耕治教授

42分

No.10 [最新]

ちょちょいのちょいトレ3.0 ストレッチ＆
筋トレでコリほぐしと運動不足解消プログラム

都竹茂樹教授

46分

※ ほかに高血圧・健診・ダイエット・禁煙・アンチエイジング等に関するＤＶＤもございます。

No.5〜No.9

ဎᡂǈȷբƍӳǘƤέ

ဎᡂ૾ඥ

ɟᑍᝠׇඥʴᅸဋჄᅈ˟̬ᨖң˟
ƄᲧųᅸဋࠊɶᡫᲰᲧᲱᲧᲳ
ᲧᲧ(#: ᲧᲧ

ဎƠᡂǈƸ˓ॖƷಮࡸưኽನưƢƕŴഏƷʙǛǋǕƳƘ
ᚡλƠ᳀᳒ƠƯƘƩƞƍŵ
ĬʙಅӸĭʙಅענĮʙಅᩓᛅဪӭȷ᳀᳒ဪӭ
įࠎஓᲾ᳐Ჾ0QİЈࠎஓଐᲢ᧓Უ

「施設利用会員証」の交付について
秋田県
秋田市中通６−７−９
TEL018-831-6205

ų˟ՃʙಅƞǇӼƚƷΟࢳʙಅƱƠƯŴμᅈ˟̬
ᨖң˟ᡲӳ˟ƷڎኖᚨǛМဇƢǔئӳƴŴܿජ૰
ሁƷлࡽƖƕӖƚǒǕǔžᚨМဇ˟ՃᚰſǛࠎஓʙ
ಅƞǇƴʩ˄ƠƯƓǓǇƢŵ
Ტ ମ࠰ᲮஉૼᲩஊј
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。
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家庭常備薬等の
斡旋について
ųᅸဋჄᅈ˟̬ᨖң˟ưƸŴ࢘ң˟˟Ճʙಅ
ƞǇƷᘮ̬ᨖᎍƱƝܼଈƷ၏ൢǍƚƕሁƷИ
ၐཞƷዼԧȷ࣯ࣖ࢘ƳƲƷƨǊƴŴʻ࠰ࡇǋ
ܼࡊࠝͳᕤሁƷଆǛᘍƬƯƓǓǇƢŵ
ųకϋȷဎᡂǛӷݥƠǇƠƨƷưŴƲƏƧƝ
МဇƘƩƞƍŵဎᡂ૾ඥƸŴဎᡂƴૠȷ
᫇ȷՠԼƷᡛ˄έሁ࣏ᙲʙǛƝᚡλƷƏƑŴ
直接斡旋委託業者へお申し込みください。
ᲢဎᡂƷǳȔȸ̅ဇӧᲣ

退職後の国民年金加入と国民年金保険料の免除について

私は６月末をもって、今の会社を退職することとなりまし
Ｑ た。再就職予定はありません。

退職後の年金については自分で手続きが必要と聞いたので
すが、どのような手続きが必要でしょうか。
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要です。
扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者について
も、同様に手続きが必要ですので、ご注意ください。
手続きは、お住まいの市役所、または町村役場の国民
年金担当窓ロや、お近くの年金事務所で手続きしてくだ
さい。
国民年金への加入により、国民年金保険料の支払いが
必要となります。国民年金の令和３年度の月額保険料は
16,610円です。
手続き後に日本年金機構から国民年金保険料の納付
書が送付されますので、金融機関やコンビニエンススト
アなどで納付してください。また、加入手続きと同時に、
ロ座振替やクレジットカード納付の申込も可能です。
国民年金保険料を納めることが難しい場合は、国民
年金保険料の免除制度をご利用ください。

免除申請の審査では、本人・配偶者・世帯主と、最大３
名の方の前年所得を審査の対象とします。
ただし、退職された方は「国民年金保険料免除・納付
猶予申請書」と一緒に、退職したことを証明する書類を
つけていただければ、所得審査の対象から除かれますの
で、通常よりも免除が受けやすくなります。
【退職したことを証明する書類の例】
・雇用保険被保険者離職票のコピー
・雇用保険受給資格者証のコピー
免除期間がある場合は、国民年金保険料を全額納付
したときと比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。
そのため、10年以内であれば免除された国民年金保険
料をあとから納めることができる「追納制度」がありま
す。
追納した国民年金保険料も一般保険料同様、社会保
険料控除の対象となりますので、ぜひご利用ください。
20歳以上60歳未満の方が退職されたときは、
Ａ 厚生年金保険から国民年金への変更の届出が必
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お口の健康（健口）について

秋田県では『健康寿命日本一』を目指して「お口の健康」に取り組んでいます。お口の健康を保つこと
は、食べ物を噛むことだけでなく、食事や会話を楽しみ豊かな生活を送るうえで欠かせません。近年の研
究報告では、歯や口腔の健康が全身の健康へ影響を及ぼすことが明らかとなっており、中でも「オーラル
フレイル」の予防が重要となっています。今から口腔内の健康を意識してみませんか？
フレイルとは身体の衰えを表す用語で、
フレイル
とは身体の衰えを表す用語で、
健康状態と要介護状態の中間を意味しま
す。その中でも、口の働きが弱まってくる
ことを
「オーラルフレイル」
といいます。
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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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★ねんきん定期便・ねんきんネットに関するお問い合せ
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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
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年金についての相談やお問合せ先

★ねんきんダイヤル（一般的な年金相談）
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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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