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第１回秋田県年金ポスターコンクールの入賞作品を紹介します…２・３
WITHコロナ便利な電子申請をご利用ください…４
協会けんぽの健診には費用補助があります…５
退職や扶養解除の際は保険証をご返却ください…６
新規｢健康経営宣言｣事業所をご紹介します…7
令和４年度事業計画・予算案を承認/「WITHコロナワクチン手帳」を再配付します…８

イングリッシュ・ローズ／ザ・ピルグリム

花ことば：美・友情・献身
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日本年金機構からのお知らせ

WITH コロナ

便利な 電子申請をご利用ください！

電子申請とは、申請・届出を書面やCD・DVDではなく、インターネットを利用して行うことです。
現在、CD・DVDによる申請で利用しているCSVファイルは、電子申請の際にも活用することができます！

いつでも！

電子申請なら、夜間休日問わず24時間365日申請が可能です。

どこでも！

自宅や職場からインターネットを使ってどこからでも申請できます。

時間・コストの削減！

申請する際の移動にかかる時間や交通費、郵送費等のコスト削減が期待できます。

保険証が早くお手元に！

紙で申請するより、電子申請の方が、2〜3日早く届きます。

「ＧビズＩＤ※」から無料で取得できるＩＤ・パスワードにより電子証明書がなくても電子申請
が可能です。

gBiz
ID

※「ＧビズＩＤ」は、1つのアカウントにより複数の行政サービスにアクセスできる認証システムです。
アカウントは、無料で利用できます！「ＧビズＩＤエントリー」のアカウントでは、社会保険の届出
はできません。「ＧビズＩＤプライム」または「ＧビズＩＤメンバー」のアカウントが必要となります。

電子申請ご利用方法（ＧビズＩＤを使用し届書作成プログラムで申請する場合）

STEP「ڭＧビズＩＤ」のアカウント取得

https://gbiz-id.go.jp

１．ＧビズＩＤのホームページから「gBizlDプライム作成」ボタンを
押下して申請書を作成・ダウンロード

* অ६ , '

ਫ਼ด

２．作成した申請書と印鑑証明書を「ＧビズＩＤ運用センター」に送付
３．申請が承認されるとメールが到着（審査に２週間程度必要となります。）
４．メールに記載されたURLをクリックしてパスワードを設定
５．手続き完了

STEP ڮ申請データ（CSV）の作成

※「ＧビズＩＤ」の詳しい内容、手続きについては
上記ホームページをご覧ください。

「届書作成プログラム」または自社システムもしくは労務管理ソフトで申請データを作成します。
※「届書作成プログラム」は、申請データを簡単に作成・申請できるプログラムです。
日本年金機構のホームページから無料でダウンロードできます。
《届書作成プログラムはこちら》

https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/index.html

STEP گ届書作成プログラムから申請！
「ＧビズＩＤ」に対応した届書作成プログラムから電子申請を行います。
※日本年金機構では電子申請にかかる訪問サポートを実施しています。
ご希望の場合は、管轄の年金事務所へご連絡ください。

4／社会保険あきた／4年4･5月
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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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全国健康保険協会からのお知らせ
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秋田県社会保険協会からのお知らせ

令和３年度事業計画・予算案を承認
令和４年度事業計画・予算案を承認
新型コロナ感染症対策により、３月16日開催予定であった理事会・評議員会が中止となり、一般財団法
人秋田県社会保険協会の「令和４年度事業計画・予算案」は規程により書面審査とされたところですが、理
事・監事・評議員全員からの同意書・確認書等により承認されました。主な事業計画は次のとおりです。

(1) 広報活動を実施する。
①広報誌「社会保険あきた」を隔月発行する。
②社会保険関係の参考図書を配布し、制度の周知
を図る。
③社会保険の事務手続きに関するテキストを配布
する。
(2) 社会保険新任担当者事務説明会及び、年金・健
康保険等制度別事務説明会を開催する。
(3) 年金シニアライフセミナーを開催する。
(4) 年金相談等について協力連携に努める。
(5) 生活習慣病予防健診・特定健診の受診勧奨につ
いての広報を実施する。

(1) 健康管理意識の向上に資するため、事業所等に
おいて講習会を実施し従業員の健康づくりをサ
ポートする。
(2) 体育活動として各種球技大会等を実施する。
(3) 健康づくり事業等社会保険協会事業に積極的に協
力いただいている優良事業所の表彰を実施する。

(4) 健康管理セミナー・ライフセミナーを開催する。

社会保険関係団体等への活動支援
秋田県社会保険委員会連合会及び各地区社会保険
委員会の活動を支援する。

「WITHコロナワクチン手帳」を再配付します
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『WITHコロナワクチン手帳』配付申込書
事

業

所

名

事 業 所 所 在 地
事業所電話番号
配 付 希 望 冊 数
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60歳台前半の在職老齢厚生年金について

老齢厚生年金を受けている方が在職している場合の年
Ｑ 金の支給停止の仕組みが変更されたそうですが、どのよ
うに変わったのでしょうか。

ᮏⲮᖺ㔠ົᡤ
࠾ᐈᵝ┦ㄯᐊ
Ḉࠉ⏣ࠉࠉ᫂

いました。

れないことになりました。なお、65歳以上の方の基準

＝15,000円（1か月あたりの年金停止額）

ついて年金額が停止され、47万円以下の場合は停止さ

−470,000円]×1/2

円から47万円に緩和され、47万円を超えた額の1/2に

[100,000円＋300,000円＋100,000円
令和４年４月の改正では、支給停止の基準額が28万

直近1年間の賞与の合計×1/12：100,000円

を上回る場合は、年金の一部または全部が停止されて

標準報酬月額（給与月額）：300,000円

ては、年金と賃金（賞与を含む）の合計が月額28万円

老齢厚生年金の月額：100,000円
ら老齢厚生年金を受け取る65歳未満の方につい

・停止額の計算例
これまでは、在職して厚生年金に加入しなが

Ａ

額については47万円で変更はありません。
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ᴦࡋࢇࡔࡾ࡛ࡁ ࡿࡇࢆ 㢪䣬࡚ 䣍࣐࣌
䤀ࢫẖ᪥⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍ䣎
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社会保険あきた／4年4･5月／9

第200回

ご存じですか？『気象病』

雨が降る前になると頭痛がする、台風が近づくとめまいがする…など天気の変化で体調が悪くなること
はありませんか？最近はお天気コーナーでも注意してくださいねとアナウンスがあるようです。今回は
『気象病』についてお知らせします。
ƀൢᝋ၏ƁƬƯᲹ

ൢᝋ၏ƷˊᘙႎƳၐཞ

ൢͅǍټൢƷ҄٭ƕҾ׆ưឪƜǔ៲˳ƷɧᛦƷዮ
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š᪽ၘ
šƏƭ
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šᬍǍᏅƷϹǓ
šឱƷƠƼǕ
š၅іज़

ƀൢᝋ၏Ტټൢၘȷ˯ൢןɧᛦᲣƁƷҾ׆
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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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年金についての相談やお問い合わせ先
★ねんきん定期便・ねんきんネットに関するお問い合わせ
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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

௧㸲ᖺ㸲࣭㸳᭶ྕ

ȷᙹЩദƠƍဃ
ȷᑣឋƳზᲢଔݏȷଔឪƖǛ࣎ƕƚǇƠǐƏᲣ
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ȷภࡇᛦራƸᘘƷბᏮư
ȷᢘࡇƳᢃѣƷܱᲢǦǪȸǭȳǰǍ൦පƳƲᲣ
ȷืᑔƴǏƬƘǓƭƔǔ

★ねんきんダイヤル（一般的な年金相談）
ųųᲪᲯᲱᲪᲧᲪᲯᲧᲫᲫᲰᲯᲢȊȓȀǤȤȫᲣ
ᲪᲯᲪưڼǇǔᩓᛅưƓƔƚƴƳǔئӳƸᲢிʮᲣᲢɟᑍᩓᛅᲣ

ᲢӖ˄᧓Უஉų୴ųଐᲴҜЭЎ᳸ҜࢸǇư
ųųųųųų້᳸୴ଐᲴҜЭЎ᳸ҜࢸЎǇư
ųųųųųųᇹᲬ୴םଐᲴҜЭЎ᳸ҜࢸǇư
èஉ୴ଐƕᅔଐƷئӳƸŴ፻ଐˌᨀƷଐИଐƴҜࢸǇưႻᛩǛƓӖƚƠǇƢŵ
èᅔଐᲢᇹ୴םଐǛᨊƘᲣŴஉଐ᳸உଐƴƸƝМဇƍƨƩƚǇƤǜŵ

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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šټൢƷ҄٭ƴज़ưŴᩋƕᨀǔƜƱƕǘƔǔ
šૼ࠴ዴǍᘍೞƴʈƬƨƴƕၘƘƳǓǍƢƍ
šʈǓཋᣓƍǛƠǍƢƍ
šǑƘᯚǓƕƢǔ
š৷Ɩƕᒊ
šžӨƕஹǔſƱƍƏȋȥȸǹƕൢƴƳǔ
šൢЎƷූƖආǈƕټൢƴǑƬƯӫƞǕǔ
šବǍపᩋƳƲƷܓራƷ٭ǘǓႸƴ˳ᛦǛߐƠǍƢƍ
šƍܓራƸƷǅƤǍƢƘŴ݊ƍƸϬƑǍƢƍ
šᩋƕᨀǔЭƴŴൢǍǊǇƍǛज़ơǔ
šᩋƕᨀǔЭƴŴ᪽ƕၘƘƳǔ
šᏅƕƜǓǍƢƍ
šᬍǛၘǊƨƜƱƕƋǔ
šᢅӊƴٻƖƳƚƕǛƠƨƜƱƕƋǔ
š༾᪽ၘǋƪưƋǔ

︱ 職場内で回覧しましょう ︱
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