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2021年度社会保険協会費納入のお願い〔　 〕

《
今
月
の
主
な
内
容
》

●令和４年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
●令和３年４月から算定基礎届総括表・賞与支払届総括表の取扱いが変わりました
●傷病手当金支給申請書　提出前のチェックポイント、事業主証明のチェックポイント
●コラム　～日本の健康・世界の健康～
●プール利用補助券発行のご案内
●「社会保険事務講習会」開催のお知らせ

　日ごろは、愛知県社会保険協会の事業運営に、格別のご理解とご協力をいただき
厚くお礼申し上げます。
　2021年度社会保険協会費につきまして、「払込取扱票（振込通知書）」を同封させ
ていただきますので、納入にご協力くださいますようよろしくお願い申し上げます。
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日本年金機構からのお知らせ

　法律改正に伴い短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。従前の制度と
の変更点は以下のとおりです。

令和4年10月からの短時間労働者に対する
健康保険•厚生年金保険の適用拡大

令和4年10月からの短時間労働者に対する
健康保険•厚生年金保険の適用拡大

令和４年10月から新たに特定適用事業所となる事業所について、必要な準備は以下のとおりです。
(1)新たに被保険者となる短時間労働者の把握
　短時間労働者で、被保険者となっていない従業員等の労働条件を確認する必要があります。
(2)従業員への説明(※)
　これまで配偶者の扶養範囲内で労働条件を抑えて働いていた従業員等へ、令和４年10月以降は
上記の労働条件によって社会保険の被保険者となることを説明いただく必要があります。

(3)令和４年10月以降の資格取得届の準備
　(1)、(2)の確認の結果、新たに被保険者となる従業員に対する資格取得の届け出を令和４年10
月から行っていただくことになりますので、可能な場合は、事前に作成等をお願いします。

（※）法律改正に伴う制度内容の変更点等も含め、社会保険加入のメリットやそれに伴う働き方の変化の必
要性について、事業主が従業員に説明することは、とても大切です。社会保険加入のメリットについ
ては、厚生労働省ホームページをご確認ください。

「特定適用事業所」の要件
　(変更前)　被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
　(変更後)　被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

「短時間労働者」の適用要件
　(変更前)　雇用期間が１年以上見込まれること
　(変更後)　雇用期間が２か月以上見込まれること(通常の被保険者と同じ)

令和４年10月からの改正

「特定適用事業所」の要件
　(変更前)　被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
　(変更後)　被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
　※短時間労働者の健康保険•厚生年金保険の適用要件についての変更はありません。

令和６年10月からの改正

必要な手続き

平成28年10月～
(現行)要　件対　象

令和４年10月～
(改正)

令和６年10月～
(改正)

常時500人超事業所の規模事業所 常時100人超 常時50人超

週の所定労働時間が
20時間以上労働時間

短時間
労働者

変更なし 変更なし

月額88,000円以上賃　　金 変更なし 変更なし

学生ではないこと適用除外 変更なし 変更なし

継続して１年以上
使用される見込み勤務期間

継続して2か月以上使用
される、または使用され
る見込み

継続して2か月以上使用
される、または使用され
る見込み

<要件早見表>

令和３年4月から算定基礎届総括表・
賞与支払届総括表の取扱いが変わりました

令和3年4月1日より、
現物給与の価額が'改正されました

試用期間中の健康保険・厚生年金保険
被保険者資格について
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日本年金機構からのお知らせ

令和4年10月からの短時間労働者に対する
健康保険•厚生年金保険の適用拡大

令和３年4月から算定基礎届総括表・
賞与支払届総括表の取扱いが変わりました
令和３年4月から算定基礎届総括表・

賞与支払届総括表の取扱いが変わりました
　「算定基礎届」及び「賞与支払届」をご提出いただく際に添付いただいていた以下の
総括表について、令和３年４月から添付が不要となりました。

　●健康保険・厚生年金保険　被保険者月額算定基礎届総括表
　●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
　なお、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も賞与を支給しなかった場合、「賞与不支給報告書」を提出い
ただく取扱いとなります。
※賞与支払予定月を過ぎても、「賞与支払届」または「賞与不支給報告書」の提出がな
い場合、賞与支払届を提出いただくよう勧奨を行います。詳しくは、日本年金機構ホ
一厶ページをご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/日本年金機構

　報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額
が改正され、令和３年４月１日より適用されています。
　改正後の現物給与の価額は、日本年金機構ホームページの「大切なお知らせ」中の「令
和３年４月１日より現物給与価額（食事・住宅）が改正されます」をご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/日本年金機構

　入社後、従業員としての適格性をみるため、就業規則で一定期間の試用期間を定め
ている事業所がありますが、この期間は健康保険法、厚生年金保険法で規定している
「臨時の雇用期間」に該当しないため、たとえこの期間が１か月でも被保険者の加入手
続きを行わなければなりません。
　例えば、４月１日から試用期間として入社した方が、7月１日から正社員になった場合、
被保険者の資格取得年月日は４月１日になります。
◎詳しくは、最寄りの年金事務所までお問い合わせください。

令和3年4月1日より、
現物給与の価額が'改正されました

令和3年4月1日より、
現物給与の価額が'改正されました

試用期間中の健康保険・厚生年金保険
被保険者資格について

試用期間中の健康保険・厚生年金保険
被保険者資格について
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協会けんぽからのお知らせ

　傷病手当金の申請は通常、受付日から10営業日以内でお支払いしています。
　しかし、審査にあたり内容の詳細な確認が必要な場合、通常よりお時間をいただくことがあります。
また、申請書に記入漏れや不備があるとお支払いが遅れる場合があります。
　今回は傷病手当金の申請でよくある記入誤り・記入漏れの要注意点をピックアップしていきます。

傷病手当金支給申請書傷病手当金支給申請書傷病手当金支給申請書
提出前の提出前のチェックポイントチェックポイント

傷病手当金支給申請書傷病手当金支給申請書
事業主証明のチェックポイント

「振込先指定口座」の欄

保険証の記号番号がご不明の場合に
ご記入ください。
記入した場合、本人確認書類等が必
要となります。

「マイナンバー記載」欄

申請書 1 ページ目

申請書 2 ページ目

口座情報に間違いはないですか？
ゆうちょ銀行の場合、支店名は３桁
の漢数字になります。

「傷病名」・「初診日」欄
傷病名は記入されていますか？
医師の証明を参考に、傷病名と初診
日をご記入ください。

「あなたの仕事の内容」欄
仕事の内容は記入されていますか？
「経理事務」「工場組み立て作業員」
「プログラマー」「自動車組み立て」
など、具体的にご記入ください。
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協会けんぽからのお知らせ

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。
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

TEL : 052－856－1490（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）

〒450-6363 名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋23階

メールマガジンにご登録ください。

３ステップで簡単登録！

健康保険、健康づくりに関する最新情報を
お届けします。

アドレスなど入力、
確認ボタンを
クリック

新規登録を
クリック

ご登録画面へ
アクセス 手続きは

郵送でお願い
 します

協会けんぽ愛知　メルマガ

傷病手当金支給申請書傷病手当金支給申請書
提出前のチェックポイント

傷病手当金支給申請書傷病手当金支給申請書傷病手当金支給申請書
事業主証明の事業主証明のチェックポイントチェックポイント

申請書 3 ページ目 ①「勤務状況」欄
出勤・有給・公休・欠勤は記入さ
れていますか？
申請期間を含む締日の翌日から締日
までを記入してください。

③「賃金計算方法」欄
賃金の計算方法は記入されていますか？
欠勤控除の計算方法や申請期間に支
給した各手当の計算方法を具体的に
記入してください。

②「賃金内訳」欄
賃金の単価、支給している手当は
記入されていますか？

賃金台帳 出勤簿

これらの書類の添付は不要です。

①・②・③の
記入がない・漏れている場合、申請書を
お返しすることがあります。
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社会保険協会からのお知らせ

　2021年4月12日、日本全国約3600万の高齢者を
対象とした新型コロナウイルスワクチン接種が始まっ
たというニュースが報道された。
　世界では既に実用されている新型コロナウイルスワ
クチンは、欧米大手製薬会社を始め、中国やロシア
のメーカーを合わせ、4月現時点で12種類ある。供
給契約数の上位順では、英アストラゼネカ、米ファイ
ザー、米ジョンソン・エンド・ジョンソン、米モデルナ、
仏サノフィ（未承認）、中シノバック等となっている。
米ジョンソン・エンド・ジョンソン（1回）を除き、
個人に十分な免疫力を付けるには、多くのワクチンは
2回（以上）の接種が必要である。
　ワクチンは、より多くの人が接種することで集団免
疫の獲得をめざした感染予防となることが望まれるた
め、世界ではその入手をめぐる激しい争奪戦となって
いる。最も多くのワクチンを契約したのは、人口約
4.5億の欧州連合（ＥＵ）だ。すでに18.4億回分の
ワクチン契約を済ませただけでなく、製薬企業に対
しEU加盟国からワクチンの輸出を今年6月までに事
前承認許可制を義務化し、輸出規制を強化した。次
いで、人口約３.3億の米国は、12.1億回分を契約済だ。
　2021年4月9日付で人口100人あたりの累積接種
回数は、イスラエル（112回）、アラブ首長国連邦
（89回）、チリ（60回）、英国（56回）、米国（52回）
であり、アジアではシンガポールの29回が最多だ。
免疫獲得に必要な接種回数を受けたのは、人口100
人あたりイスラエルが54.1人で、2人に1人以上が接
種を完了したことになる。イスラエルは、米ファイザー
社のワクチン接種を昨年12月20日に開始したが、そ
れより前にメーカーと優先的にワクチンが提供される
事前購入契約を結んだが、その代わりに、製薬会社
には、接種したイスラエル国民の医療データを提供す
ることになっていた。
　日本政府は、これまで計3.14億回分を確保してい
る。内訳は、英アストラゼネカから1億2000万回分、
米ファイザーから1億4400万回分、米モデルナから
5000万回分だ。菅首相は2月8日の衆院予算委員会
で「有効性、安全性に配慮した結果、時間を要した」
と述べ、日本のワクチン使用承認が諸外国と比べて
遅いことに言及した。ファイザーは、昨年12月18日
に厚生労働省（以下、厚労省）に承認申請が提出され、
2ヶ月経ってようやく２月14日に特例承認され、2月
17日から接種が始まっている。アストラゼネカとモデ
ルナ社のワクチンは順調にいけば5月に承認される見
込みだ。
　ワクチンの「効果」については、国際大規模な臨
床試験の結果、2回接種のファイザーの感染予防率が
95％、モデルナ94.1％、アストラゼネカ76％（但し
重症化予防は100％）、1回接種のジョンソン・エンド・
ジョンソンは66％（但し重症化予防は85％）と報告
された。一方、「副反応」は、１回目より2回目の方
が発熱や倦怠感、頭痛等の症状が出た人の割合が高
かった。4月9日、厚労省の研究班が発表したファイ
ザー社ワクチンの接種追跡データによると、2回目は
37.5度以上の発熱が38％（１回目3.3％）、倦怠感
が69％（同23％）、頭痛が54％（同21％）と１回目

より大幅に上回った。いずれも女性が男性より割合が
高く、若年層（20-30代）が高齢者より著しく高い
結果が示された。命に危険が生じる重症のアレルギー
反応、いわゆるアナフィラキシーは、日本国内におい
て4月4日までに接種約110万回のうち350件、その
うち79件が国際基準に該当した。但し、これらすべ
てのケースは、回復か軽快したことから、厚労省の専
門部会において「現時点で安全性に重大な懸念はな
い」とされた。
　ファイザー等の新型コロナウイルスワクチンは、従
来のインフルエンザ等他のワクチンに比べ、アナフィ
ラキシーの頻度が高く、ワクチンの有効成分以外の
添加物が原因だとする指摘がある。英国政府は、ファ
イザー社ワクチンの接種でアナフィラキシーが起こる
恐れがある人は、アストラゼネカ社のワクチンを代替
に用いることを提示した。一方で、同国の保健当局は、
アストラゼネカ社のワクチン接種後、血栓により死亡
した事例を複数報告しており、30歳以下にはアストラ
ゼネカの接種は停止とし、他のワクチンを用いるよう
にした。こうした英国の動きから、ヨーロッパ諸国等
は、アストラゼネカの接種には、年齢制限（60歳以
上のみ等）を設けた。今後、日本国内においてもワ
クチンメーカ－の選択・使用基準ないし自由選択の可
否については、さらなる議論が欠かせないだろう。
　ワクチン接種完了後には、どんな未来が待っている
のだろうか。イスラエルでは、ワクチンの接種証明が
導入され、飲食店やスポーツジムを利用する際には提
示が求められ、米ニューヨーク州もイベント時等を中
心に運用を進めている。EUは今夏までに域内の自由
移動のために「デジタルグリーン証明書」の導入を目
指している。中国は「国際旅行健康証明」を導入し
たが、殆どの先進国で、中国製ワクチンが承認され
ていないため、中国外務省は相互承認に向けた交渉
を進めている。ワクチンの接種開始日が日本よりやや
遅い台湾は3月末に、日本より早く入国制限の緩和を
二段階に分けて行う方針を明らかにした。台湾政府
は入国者に14日間の外出制限が設けているが、新型
コロナワクチンの接種率が60％に満たない第一段階
では、PCR検査と抗体検査を前提として外出制限を
7日間に短縮し、接種率が60%以上に達した第二段
階では、入国後の外出制限を免除するという基準を
提示した。
　但し、妊娠やアレルギー等の何らかの事情により接
種が困難な場合もあり、ワクチン接種の制度化され
た｢強要｣は倫理上の懸念もつきまとう。米ホワイトハ
ウスは4月6日時点で、新型コロナウイルスのワクチ
ン接種完了証明書を連邦レベルでは市民のプライバ
シーや人権を守るため、証明書の取得義務化やワクチ
ンデータベースの作成は行わないと述べた。日本では
国内での導入への議論はされていないが、海外渡航
時に渡航先の国から接種証明が求められる場合があ
ると想定した検討が行われている。
　新型コロナウイルス感染の発生からすでに1年以上
経過した。果たしてこの疫病の収束はいつ訪れるのだ
ろうか。

コロナワクチン
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

参加申込募集！

プール利用補助券発行のご案内
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社会保険協会からのお知らせ

参加申込募集！参加申込募集！
　2021年4月～6月（春）の名鉄観光バス「日帰りバスツアー
ハイキング」コースのうち、下記のコース（日時限定）について、
旅行代金の一部補助を行います。

◆補助金額　1名様につき1,000円
　　　　　　　 （おとな、こども同額）
◆募集定員　100名（1事業所4名様まで）
◆参加資格
2020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

◆申込期限　 6月９日（水）
＊募集定員に達したときは、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。）

　または、FAX（052-678-7334）にてご連絡いただ
ければ、申込書等を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。◆ハイキングコースについて

◆旅行代金　おとな  8,500円　こども  8,000円

参加補助券を発行しますので、当日ご持参ください。

「京都１周トレイル西山コース❷
  高雄から嵯峨野・嵐山へ」コース
「京都１周トレイル西山コース❷
  高雄から嵯峨野・嵐山へ」コース
●出 発 日：2021年６月19日（土）
●集合場所：名鉄バスセンター 4階
●集合時間：午前7時40分（出発 午前8時00分）

京都府

難易度  初級者向け
距離 7.0㎞　 時間 2時間30分　 標高差 150m

申込募集！
プール利用補助券発行のご案内プール利用補助券発行のご案内
2021年度

下記施設のプール利用補助券を発行します。

◆発行枚数 8,000枚（２施設の合計枚数）

◆契約施設・利用期間

※ただし、１事業所の交付枚数を事業所の規模（被保険者数）に応じ、右記の表のとおり
上限枚数（2施設の合計枚数）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。

◆申込資格
2021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
（ただし、2021年6月30日までにお申し込みの場合は、2020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も対象とさせていただきます。）

事業所規模
（被保険者数）
1～99人
100～499人
500～999人
1,000人以上

上限枚数
（2施設の合計枚数）
10枚
20枚
30枚
40枚

※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。

または、FAX（052－678－7334）にてご連絡いただければ、申込書等を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。）

①ラグーナテンボス ラグナシアウォーターパーク（蒲郡市海陽町）
　７月１日（木）から９月26日（日）
②ナガシマスパーランドジャンボ海水プール（桑名市長島町）
　７月10日（土）から９月27日（月）まで

のご案内

　コロナ禍の中で自粛生活が続いていますが、たまには近くの公園で気分転換をしてみてはい
かがでしょうか。今回、公益財団法人愛知県都市整備協会が管理する9つの公園とヨットハー
バーをご紹介します。

　①モリコロパーク　②牧野ヶ池緑地　③大高緑地　④小幡緑地　⑤新城総合公園　⑥尾張広域緑道
　⑦あいち健康の森公園　⑧東三河ふるさと公園　⑨油ヶ淵水辺公園　⑩海陽ヨットハーバー
　気分転換に、スポーツに、健康づくりに、自然と触れ合え季節がたくさん感じられる公園へお出かけしてみてはい
かがでしょうか。（お出かけの際は感染防止対策をお忘れなく。）
　愛知県都市整備協会公式ホームページ「あいちおでかけナビ 公園であそぼう！」は、愛知県社会保険協会ホームペー
ジ（トップページ）お知らせの右側バナーからもご覧いただけます。

公園であそぼう！

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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社会保険
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　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

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 日
7月13日（火）
7月15日（木）
7月16日（金）
7月21日（水）
7月27日（火）
7月28日（水）
7月29日（木）

30
33
43
33
33
40
35

豊橋商工会議所　406会議室
愛知県産業労働センター（ウインクあいち）中会議室1103
刈谷市総合文化センター（アイリス）401・402研修室
愛知県産業労働センター（ウインクあいち）中会議室1103
愛知県産業労働センター（ウインクあいち）中会議室1103
栄ガスビル 5階　キングルーム
尾張一宮駅前ビル（i-ビル）２階　大会議室

豊橋市花田町字石塚42－1
名古屋市中村区名駅4－4－38
刈谷市若松町2－104
名古屋市中村区名駅4－4－38
名古屋市中村区名駅4－4－38
名古屋市中区栄3－15－33
一宮市栄3－1－2

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　６月11日（金）まで ※申込者多数の場合は、抽選とさせていただきます。

　または、FAX（052-678-7334）にてご連絡いただければ、申込書等を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 ○2020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
○2020年8月から2021年１月までの間に新規適用となった事業所の方
申し込みは１事業所１名様とします。（ただし、被保険者200名以上の事業所は２名様までとします。）

◆講　　師　社会保険労務士

事業所の名称、所在地等に変更があった場合は、お知らせください
　事業所名称、所在地等に変更がございましたら、お手数ですが下記の様式にご記入のうえ、
FAX（052-678-7331）または郵送にてお知らせください。

整　理　番　号

変　更　前

事業所整理記号
フ　リ　ガ　ナ

事 業 所 名 称

事業所所在地

電 話 番 号 （　　　　　 ）　　　　　　　－ （　　　　　 ）　　　　　　　－

変　更　後

※ ※会費の受領証（払込票）に記載されている整理番号を記入してください。

（変更のある項目のみ記入してください。）

（例「中いろは」「東ABC」）

〒　　　－ 〒　　　－

〒　　　　－
事 業 所 所 在 地
事 業 所 名 称
事 業 主 氏 名
電 話 番 号

一般財団法人　愛知県社会保険協会長  殿 年　　月　　日

（　　　    　　）　　　　　－
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