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社会保険

田原城址（愛知県田原市）

職場内で回覧しましょう

（隔月発行）

2017年11月

《
今
月
の
主
な
内
容
》

●電子媒体（CD・DVD）申請・電子申請のご案内
●11月は「ねんきん月間」
●パソコンで簡単に申請書が作成できる作成支援サービスが始まりました
●保険証が使えるのは「退職日まで」 です
●コラム　～日本の健康・世界の健康～
●「社会保険事務講習会」開催のお知らせ
●スキーリフト・アイススケート・いちご狩り　補助券発行のご案内

　事業所の名称や所在地を変更されました際には、「事業所名称・所在地等変更届」を
愛知県社会保険協会へご提出くださいますようお願いいたします。
　なお、届書の様式は愛知県社会保険協会のホームページに掲載しております。〔　 〕
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日本年金機構からのお知らせ

　健康保険・厚生年金保険適用関係の届書を電子媒体で申請される際は、従業員の方の情報
を保護するため、日本年金機構ホームページにおいて提供している「媒体データパスワード
設定プログラム」より暗号化パスワードを設定いただきますと安心です。
　また、届書の処理を早く行うため管轄の事務センターへの郵送についてもご協力をお願い
します。

電子媒体申請

　「電子申請（e-Gov）」は、総務省が運営する総合的な行政ポータルサイトです。
　年金事務所に行う各種申請手続きをご自宅パソコンからオンラインで行うことができる
サービスです。

電子申請（e-Gov）

　「電子媒体申請・電子申請」とは、従来のように紙を用いた書類の届け出ではなく、
CD・DVDやインターネット経由により年金関係の各種申請を行うことができるサー
ビスのことです。

　「電子媒体申請」は、健康保険・厚生年金保険の手続きをCD・DVDなどで行うこと
ができる事業主・社会保険労務士向けのサービスです。
　「電子申請」は、健康保険・厚生年金保険の手続きのみならず、個人のお客様の年金
の手続きなども行うことができるサービスです。
　いずれの場合も、利用にあたっては、事前に手続き等が必要です。

電子媒体電子媒体電子媒体（CD・DVD）
電子申請のご案内電子申請のご案内電子申請のご案内

申請・申請・申請・

電子媒体申請・電子申請　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」
　０５７０－０５８－５５５（ナビダイヤル）
※050から始まる電話でおかけになる場合は「03-6700-1144（一般電話）」に
お電話ください。
※自動音声案内にそって番号をお選びください。

月～金曜日：午前９時00分～午後７時00分
第２土曜日：午前９時00分～午後５時00分

受付時間

次のようなご相談は、年金事務所にお問い合わせください
　　　●社会保険制度について　　●提出した届書の内容、処理状況について
　　　●ターンアラウンドCDの送付、請求について　等
　なお、年金相談に関してはねんきんダイヤル（0570-05-1165）または最寄りの年金事務所
にお問い合わせください。

＊祝日、12月29日～１月３日はご利用いただけません。
＊「0570」の最初の「0」を省略したり、市外局番を付けて間違い電話になっているケースが発生し
ていますので、おかけ間違いにご注意ください。

あなたの年金 簡単便利な ねんきんネットで！

「賞与支払届」を忘れずにご提出ください
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日本年金機構からのお知らせ

電子媒体電子媒体
電子申請のご案内電子申請のご案内

申請・申請・
　日本年金機構では、厚生労働省と協力して、11月を「ねんきん月間」、11月30日（いい
みらい）を「年金の日」と位置づけ、公的年金制度に対する理解を深めていただくための普及・
啓発活動を行います。
　この機会にみなさまも「ねんきんネット」をご利用登録いただき、将来のこと、年金の
ことに思いを巡らせてみませんか？

　被保険者に賞与を支払った場合は、支払日から５日以内に「賞与支払届」と「賞与支払
届総括表」をご提出ください。この届出内容により保険料や将来受け取る年金額等の計算
の基礎となる「標準賞与額」を決定します。

●日本年金機構に登録している賞与支払予定月に支払いがないときは、「賞与支払届総
括表」のみ提出が必要となります。（「④支給・不支給」欄の「不支給１」に○を付
けてご提出ください。）
●賞与支払予定月を機構に登録している事業所には、その予定月の前月に届出用紙を
送付します。
　現在、賞与支払予定月を登録していない事業所で、今後、届出用紙の送付をご希望
の場合は、「賞与支払届総括表」、「事業所関係変更（訂正）届（処理票）」を提出す
ることで、ご登録できます。
●電子申請や電子媒体（CD・DVD）で提出することもできます。

　「⑤賞与額（合計）（千円）」欄に記入している額と、「㋒通貨によるものの額（円）」欄と「㋓
現物によるものの額（円）」欄に記入している額の合計額が相違している事例が多く見受け
られます。届書裏面の【記入の方法】または、日本年金機構ホームページの【記入例】を
確認のうえ、記入をお願いします。

●24時間いつでもどこでも、パソコンやスマートフォンで、最新の年金加入記録を確
認できます！
●将来受け取る年金の見込額をさまざまな条件に応じて試算できます！
●国民年金保険料の免除や納付猶予の承認を受けた期間等について、納付可能な月数や
金額を確認できます！

11月は
11月30日（いいみらい）は  　　　　　です！

検索ねんきんネット●サービスの詳細・ご利用登録の方法は
　「ねんきんネット」で検索

あなたの年金 簡単便利な ねんきんネットで！あなたの年金 簡単便利な ねんきんネットで！

「賞与支払届」を忘れずにご提出ください「賞与支払届」を忘れずにご提出ください

【「賞与支払届」の記入時における確認のお願い】•••••••••••••••

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。



協会けんぽからのお知らせ
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パソコンで簡単に申請書が作成できる

作成支援サービスが始まりました作成支援サービスが始まりました
手書きで作成 作成支援サービス付の申請書なら作成支援サービス付の申請書ならこれまでは

申請書ダウンロード時に（入力用）を選択
◆ご利用は、協会けんぽのホームページから

被保険者証の記号は、数値 7桁または8桁（1000000～99999999）です。

金融機関名称は全角40文字までです。

入力項目をご説明

誤りがあればお知らせ

入力が必要な
項目をご案内

です。

申請書を選ぶ1 入力用をクリック2 表示されるPDFに入力3

印刷後手書き項目の記入・押印4 郵送で協会けんぽへ5

印刷後、内容を確認したら氏名欄に署名をします

「氏名」欄は入力できません

申請書は郵送で
ご提出
ください

「退職日まで」 
翌日からは
使えません

退　　職

扶養から外れる

かならず記入
してください

ご 注 意 く だ さ い
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TEL052－856－1490（代表）
●受付時間　午前８：30～午後５：15（土日祝日・年末年始を除く）

記載の内容は、協会けんぽの加入
者様向けのものです。
健康保険組合の加入者様は、内容
が異なる場合があります。

〒450-6363 名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋23階

協会けんぽの紙面（4、5ページ）についてのお問い合わせはこちら

手続きは郵送でお願いします。 協会けんぽ 愛知 検　索 ⬅ホームページはこちらから〒

作成支援サービスが始まりました
作成支援サービス付の申請書なら

保険証が使えるのは
です「退職日まで」 「退職日まで」 

退職日まで

翌日からは
使えません
翌日からは
使えません

退職

就職日・婚姻日の前日まで就職・結婚

基準を超えた収入を
得るようになった日の前日まで収入増

被保険者資格喪失届・保険証
被扶養者（異動）届・保険証届出は

〒460-8565（住所の記入は不要）
日本年金機構　名古屋広域事務センター提出先

退　　職退　　職

扶養から外れる扶養から外れる

12月18日（月）受付分 まで
高額療養費・療養費は除きます

年内にお支払
できる目安は

今年も残すところ 1か月となりました。
年末は申請書が特に混みあう時期です。

年末の給付金申請はお早めに

失効した保険証を使用した場合、医療費（総医療費の7～9割）をご返還いただきます。

扶
養
か
ら
外
れ
る

申請内容に不備や確認が必要な
場合は、お支払いが遅れる場合
があります。

ご 注 意 く だ さ いご 注 意 く だ さ い ご家族も、退職日までです
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社会保険協会からのお知らせ

名古屋大学大学院医学系研究科 国際保健医療学・公衆衛生学 講師　江　啓 発
　タバコが大人の嗜みと言われた昭和の時代は懐かし
い、と思うのは私だけか。バスや新幹線の車内に設置
されていた灰皿。スターたちは銀幕の中で始終タバコ
を吸っていた。いつの間にか、世界中に「百害あって
一利なし」の悪とされるようになり、厳しい視線を注
がれる時代になっている。
　私は昭和の雰囲気が残る喫茶店や居酒屋が好きだが、
タバコの臭いが気になってなかなか入れない。日本に
来た外国人旅行者は驚く。日本人は常に他人に配慮し
ている印象でおもてなしサービスも素晴らしいが、な
ぜ飲食店内の喫煙が当たり前のようなのかは理解でき
ないという声がよく聞かれる。
　2003年世界保健機関（WHO）の総会で公衆衛生分
野における初の国際条約である「タバコ規制枠組条約」
が採択され、締約国にタバコ消費の削減などの対策が
求められている。各国政府の努力により、2005年から
2015年までの10年間で、世界の喫煙率は2.5％下がり、
中東・アフリカの地域を除いて殆どの国は減少傾向に
ある。日本も例外ではなく、男性の喫煙率はピーク時（昭
和41年）の83.7％から下がり続き、去年、初めて3割
を切った。しかし、他国の取り組みから日本を見てみ
ると、日本は依然としてタバコ対策の「後進国」とい
えるだろう。
　まず、もっとも厳しい規制を課する国と言われるオー
ストラリアでは、大幅なタバコ増税により2020年に1
箱40豪ドル（約3500円）まで値上げする予定である。
また、タバコの箱の両面それぞれに面積の75％と90％
以上を、タバコの危険性を警告するメッセージや写真
などに当てなければならない。さらに、2012年から、
販売促進につながるブランドイメージを消す「プレー
ンパッケージング（包装の無地化）」が実施されている。
全ての銘柄のパッケージは全く同じデザインで、フォ
ントや色も統一されている。ロゴすら表示できなくなっ
た。同様の規制は2016年にイギリス、アイルランド、
フランスでも導入された。今後、この動きはEU全土に
広がる可能性が高いと予想される。前述の「タバコ規
制枠組条約」の第11条では、タバコ製品のパッケージ

の主たる面の、少なくとも30％、望ましくは50％以上
に健康有害警告を表示する必要があると示されている。
2015年時点で、世界77カ国が実行しており、うち60
カ国は50％以上、日本は30％、つまり最低レベルであ
る。
　各国の禁煙対策も活発である。2004年、アイルラン
ドが世界最初の屋内全面禁煙となり、飲食店、職場、
屋内の公共施設などでは喫煙できなくなった。日本の
周辺国でも、台湾では2009年から、韓国では2015年
から殆どの屋内の公共空間が禁煙となっている。現在、
屋内全面禁煙義務の法律があるのは55カ国であり、先
進国の中で屋内が全面禁煙でないのは日本ぐらいでは
ないか。
　日本のタバコ対策はいかに遅れているかを述べてき
たが、国は手をこまねいているわけではない。政府は、
東京オリンピック開催が決定したのをきっかけに、
2016年1月から受動喫煙防止対策の強化を検討開始し、
まず、屋内の全面禁煙化に関する国内議論が活発になっ
た。しかし、焦点になった飲食店の全面禁煙について
はやはり国民のコンセンサスが得られない。政府内部
でも飲食店の経営が懸念されることなどを理由に反対
する声がある。結局、全面禁煙ではなく、分煙を推進
する方向に舵が切られた。また、タバコは税負担率が6
割を超える商品であり、政府にとって年間2兆円以上の
税収を貢献している。財務省が日本たばこ産業（JT）
の33.35％の株式数を保有しているため、関連の経済
的利益は無視できない。たばこ事業法の第1条に示され
ている文言は、「この法律は、（中略）わが国たばこ産
業の健全な発展を図り、もつて財政収入の安定的確保
及び国民経済の健全な発展に資することを目的とす
る」。国民の健康と経済活動を比べた結果、経済を優先
させたとも捉えられる。
　1964年（昭和39年）、一度目の東京オリンピック開
幕の9日前に「夢の超特急」東海道新幹線が開業した。
2019年、灰皿が座席に残る最後の新幹線、700系が年
度末に全て引退を迎える。2020年、二度目の東京オリ
ンピックが開催されるとき、私たちはタバコ対策の新
たな時代を迎えることができるだろうか。

喫　　　煙

施設利用会員証発行のご案内施設利用会員証発行のご案内

オーストラリアのタバコパッケージ：前面（右）に「タバコは失
明の原因」、裏面（左）に「タバコは口腔・咽頭がんの原因」と大
きく表示されている（オーストラリア保健省ホームページより）

性別喫煙率の推移（昭和40年～平成29年）：JT全国喫煙者率調査
のデータより作成
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社会保険協会からのお知らせ

　全国の社会保険協会の共同事業として、ホテル等の契約施設を優待料金でご利用できる「施設利用会員証」を
発行いたします。「施設利用会員証」は会員事業所の被保険者とそのご家族の方が利用できます。
　「施設利用会員証」の発行を希望される会員事業所の方は、『施設利用会員証』申込書に返信用封筒を添えて郵
送にて愛知県社会保険協会までお申込みください。（個人でのお申し込みはできません。）

＊申込方法（申込書様式）等詳しいことは、愛知県社会保険協会のホームページをご覧ください。

受講者募集！

　愛知県社会保険協会では、下記の日程で社会保険事務講習会を開催いたします。
　新しく社会保険に加入されました事業所の方、社会保険事務担当者が交代されました事業所の方など、受講を
ご希望の皆様のお申し込みをお待ちしております。

◆開催日時・会場

◆講習内容

◆講師

各会場とも午後2時開始、午後4時15分終了予定（受付：午後1時30分から）

開催月日
1月16日（火）
1月17日（水）
1月18日（木）
1月22日（月）
1月23日（火）
1月24日（水）
1月26日（金）
1月29日（月）
1月30日（火）
2月１日（木）
2月 2 日（金）
2月 7 日（水）

90
90
90
30
80
60
100
80
50
60
40
40

愛知県産業労働センター（ウインクあいち）中会議室1101
愛知県産業労働センター（ウインクあいち）中会議室1101
愛知県産業労働センター（ウインクあいち）中会議室1101
瀬戸商工会議所　301会議室
尾張一宮駅前ビル（i-ビル）大会議室
豊橋商工会議所　401会議室
栄ガスビル 5階　キングルーム
刈谷市総合文化センター（アイリス）401・402研修室
豊田市福祉センター　42・43会議室
アイプラザ半田　研修室
豊川商工会議所　第1・第2会議室
岡崎商工会議所　特別研修室

名古屋市中村区名駅4－4－38
名古屋市中村区名駅4－4－38
名古屋市中村区名駅4－4－38
瀬戸市見付町38－2
一宮市栄3－1－2
豊橋市花田町字石塚42－1
名古屋市中区栄3－15－33
刈谷市若松町2－104
豊田市錦町1－1－1
半田市東洋町1－8
豊川市豊川町辺通4－4
岡崎市竜美南1－2

会　　　　場 所　在　地 定員（名）

講習会は各会場とも同じ内容で行いますので、ご都合のよい日をお選びのうえお申し込みください。

1．社会保険制度の仕組みについて
2．健康保険・厚生年金保険の適用、保険料について
3．健康保険給付の手続きについて

◆受講料　無料
◆申込期限　
※先着順とさせていただきますので、お早めにお申し込
みください。（１事業所２名様まで）
※定員に達した場合は、申込期限前であっても受付を締
め切らせていただきます。
　（ホームページにその旨掲載いたします。）

または、FAX（052-678-7334）にてご連絡いただければ、受講申込
書の用紙等をFAXでお送りいたします。
（必ず貴事業所のFAX番号を記入してください。）

※申込方法（申込書様式）等詳しいことは、愛知県社会
保険協会のホームページをご覧ください。

◆申込資格
○平成29年度の社会保険協会費を納入していただいた
会員事業所の方
○平成29年3月1日から平成29年8月20日までの間に
新規適用となった事業所の方
　上記以外の方はお申し込みできません。

各会場とも開催日の1週間前まで

施設利用会員証発行のご案内施設利用会員証発行のご案内施設利用会員証発行のご案内

優待利用できる施設
•船員保険会（4施設）
•ホテル法華クラブグループ（17施設）
•高輪・品川プリンスホテルグループ（4施設）
•プリンスホテル優待プラン（84施設）
•湯快リゾートグループ（28施設）

•ダイワロイヤルホテルズ（27施設）
•かんぽの宿（50施設）
•その他　宿泊施設（5施設）
•その他　日帰り施設（10施設）

日本年金機構 職員
全国健康保険協会愛知支部 職員
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社会保険協会からのお知らせ

Ｎｏ.524
記事提供：日本年金機構大曽根地域代表年金事務所
　　　　　全国健康保険協会愛知支部
発　　行：一般財団法人愛知県社会保険協会

〒456-0022
名古屋市熱田区横田１丁目11番６号　フジ神宮ビル８階
☎ ０５２－６７８－７３３０　URL http://www.shaho-aichi.jp/　

社会保険
平成29年11月発行

スキー場施設名 所　在　地
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

岐阜県郡上市高鷲町西洞 3035－2
岐阜県郡上市高鷲町西洞 3086－1
岐阜県郡上市高鷲町ひるがの 4670－75
岐阜県郡上市明宝奥住水沢上 3447－1
長野県下伊那郡阿智村浪合 1192
長野県下伊那郡阿智村智里 3731－4
長野県駒ヶ根市赤穂 5－879
長野県大町市平 20490－4

ダ イ ナ ラ ン ド
高 鷲 ス ノ ー パ ー ク
ひ る が の 高 原 ス キ ー 場
め い ほ う ス キ ー 場
治 部 坂 高 原 ス キ ー 場
ヘブンスそのはら Snow World
駒 ヶ 根 高 原 ス キ ー 場
鹿 島 槍 ス キ ー 場

スケート場施設名 所　在　地
①
②

名古屋市港区港栄 1－8－23
一宮市松降 1－9－21

邦 和 ス ポ ー ツ ラ ン ド
一 宮 市 ス ケ ー ト 場

下記施設のスキーリフト１日券の
購入補助券を発行します。

◆補助金額　上記施設のスキーリフト１日券購入料金の一部を補助します。（詳細はホームページをご覧ください。）
◆利用期間　①～⑦の各施設とも、契約スキー場のオープンの日から平成30年3月4日㈰まで（ただし④の施設は2月28日㈬まで）
　　　　　　⑧平成29年12月23日㈯から平成30年3月4日㈰まで
◆発行枚数　3,000枚　※発行枚数に達したときは、受付を締め切らせていただきます。（ホームページにその旨掲載いたします。）

※上記1～3のそれぞれの補助券について

◆申込資格　平成29年度の社会保険協会費を
納入していただいた会員事業所の被保険者
とその被扶養者
◆１事業所の交付枚数
　事業所の規模（被保険者数）に応じ、右記
の表のとおり上限枚数を設定させていただ
きますので、ご理解をお願いいたします。

事業所規模
（被保険者数）

1～99人
100～499人
500～999人
1,000人以上

10枚
20枚
30枚
40枚

上限枚数
※申込方法（申込書様式）、補助金額
等詳しいことは、愛知県社会保険協
会のホームページをご覧ください。

「スキーリフト補助券」「スキーリフト補助券」発行のご案内

または、FAX（052-678-7334）にてご連
絡いただければ、申込書の用紙等をFAXで
お送りいたします。
（ご依頼の際、必要な申込書の種類と貴事業
所のFAX番号を必ず記入してください。）

◆補助金額　上記施設のアイススケート滑走料金の一部を補助します。（詳細はホームページをご覧ください。）
◆利用期間　平成29年12月9日㈯から平成30年3月4日㈰まで
◆発行枚数　1,500枚　※発行枚数に達したときは、受付を締め切らせていただきます。（ホームページにその旨掲載いたします。）

1

いちご狩り施設名 所　在　地
①
②
③

田原市池尻町精進川 60
知多郡南知多町内海打越 39－1
静岡県浜松市西区平松町 2014－1

マ ル カ 農 園
南知多グリーンバレイ いこいの農園
ア グ リ ス 浜 名 湖

下記施設のいちご狩り利用補助券
を発行します。「いちご狩り利用補助券」「いちご狩り利用補助券」発行のご案内3

下記施設のアイススケート滑走料の
補助券を発行します。「アイススケート滑走料補助券」「アイススケート滑走料補助券」発行のご案内2

◆補助金額　上記施設のいちご狩り利用料金の一部を補助します。（詳細はホームページをご覧ください。）
◆利用期間　平成30年１月13日㈯から平成30年３月4日㈰まで
◆発行枚数　6,000枚　※発行枚数に達したときは、受付を締め切らせていただきます。（ホームページにその旨掲載いたします。）

　愛知県社会保険協会が契約している下呂温泉・ぎふ長良川温泉・昼神温泉郷の各旅館にご宿泊の際、「助成券」
を利用すると１泊につき500円割引（他の割引や特別料金との併用可）となります。

下呂温泉・ぎふ長良川温泉・昼神温泉郷

　平成29年３月にご案内いたしましたが、引き続き会員事業所の皆様方のお申し込みをお待ちしております。
　なお、下呂温泉のお申込期限は平成29年12月15日㈮到着分まで、ご利用は平成29年12月31日㈰宿泊分ま
でです。お早めにお申込みください。
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