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職場で回覧して 社会保険の知識を広めましょう
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▶算定基礎届を7月10日まで提出してください
▶平成26年4月分から年金額が変わります
▶フロッピーディスクの受付を終了します
▶「ねんきんネット」をご利用ください
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「日本年金機構」からのお知らせ

▶ビーチボール大会　参加チーム募集!!
▶「海の家」利用補助券のご案内
▶立山室堂直通バス利用補助のご案内
▶「ジップラインアドベンチャー立山」利用補助券のご案内

「社会保険協会」からのお知らせ

2014.06C O N T E N T S 隔月発行

▶接骨院等で健康保険を使える範囲
▶特定保健指導をご利用ください

「協会けんぽ」からのお知らせ

池田模範堂に務める彼女は、1年前に
総務経理課から人事企画課に異動し、
給与計算業務に携わっている。慣れな
い業務に奮闘しながらも、1日でも早く
成長できるように、知識と経験を深め
たいと、毎日懸命に取り組んでいると
いう。そんな彼女も家に帰れば二児の
母。子供たちの健やかな成長を願いな
がら、優しく、時に厳しく、たくさんの愛
情を注いで過ごしている。家族の温か
いサポートへの感謝を忘れず、今後は
料理や家事にももっと力を入れていき
たいと笑顔で語る彼女。今日よりも明
日、明日よりも明後日̶̶母として、そ
して働く女性として成長できるよう、明
るく前向きに、楽しみながら、目の前の
道を一歩ずつしっかりと歩んでいる。
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金子香織さん
株式会社池田模範堂
人事企画課

母として、働く女性として。

一般財団法人 富山県社会保険協会 富山市湊入船町3-30  TEL 076-433-3663  FAX 076-433-3664
 http://www.shaho-toyama.or.jp/

各年金事務所・富山年金相談センターでは、月曜日の夜間や第2土曜日も年金相談ができます。ぜひご利用ください。

●基礎年金番号通知書・年金手帳、年金証書、各種通知書や印鑑等をご持参ください。
●代理の方がお越しになる場合は、委任状をお持ちください。
●個人情報保護のため、本人確認にご協力願います。

保健師による健康相談及び血圧測定
各年金事務所［相談時間 午前10:00～午後3:00］

●受付時間 月～金曜日 午前9:00～午後8:00
 第2土曜日 午前9:00～午後5:00

IP電話・PHSは
03-6700-1144へ

日本年金機構中部ブロック本部 ／ 全国健康保険協会富山支部
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（富山・高岡・魚津・砺波年金事務所）

平成26年6月20日
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TEL 076-431-6155

7月22日㈫
8月26日㈫

砺波7月10日㈭
8月21日㈭

魚津7月15日㈫
8月19日㈫

高岡7月8日㈫
8月5日㈫

富山

個別健康相談（26年7月・8月）

ねんきん定期便についてのお問い合わせは

年金相談の時間延長のご案内

平成26年7月・8月の年金出張相談所

年金についての一般的なお問い合わせは
「ねんきん定期便専用ダイヤル」へ 0570-058-555

●受付時間 月曜日 午前8:30～午後7:00（休日の場合を除く）
 火～金曜日 午前8:30～午後5:15
 第2土曜日 午前9:30～午後4:00

IP電話・PHSは
03-6700-1165へ

「ねんきんダイヤル」へ 0570-05-1165

午後7:00まで時間延長毎週月曜日（祝日の場合は翌日）1 午前9:30～午後4:00毎月第2土曜日2

大沢野総合行政センター
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相談時間 午前10時～午後3時

日本年金機構・社会保険協会からのお知らせ

株式会社富士印刷

ジップライン＋ゴンドラ料金

正規料金

会員料金

大人

3,400円

2,900円

中・高校生

2,900円

2,400円

小学生

2,400円

1,900円

申込様式

機構・社会保険協会からのお知らせ

3,400円

2,900円

2,900円

2,400円

2,400円

1,900円

込様式

事業所名
協会番号
事業所住所・電話番号
利用代表者名
予約年月日 月　　　　日（　　）　　利用者人数　　　　人

〒　　－ TEL（　　　）　　－

ジップラインアドベンチャー立山 利用補助券申込書

（例）1-3373

協会会員事業所（協会管掌、組合管掌健康保険の被保険者と被扶養者）
4月号に同封の「福利厚生・健康づくり事業参加申込書」に記入されるか、下記様式に
て申込書を作成してください。
返信用封筒に82円切手を貼付して宛先をご記入の上、申込書と併せて富山県社会保
険協会まで郵送してください。直接取りに来られる場合は事前にFAXしてください。

利用対象者
申込方法

平成26年度 ジップラインアドベンチャー立山
 利用補助券のご案内
立山連峰を一望する大自然の中で全8コース約90分の絶景ツアーを
楽しみませんか。見たことのない風景が目の前に広がります！

必ず電話、インターネットでご予約後
お申込みください。
予約ダイヤル 076-481-1633
インターネット http://zip-tateyama.com/



年金は 世代と世代の 支えあい年金は 世代と世代の 支えあい

SHAKAI HOKEN TOYAMA社会保険とやま

健康保険・厚生年金保険では、毎年1回、保険料や健康保険の給付金、厚生年金保険の年金額を計算する基礎とな
る「標準報酬月額」を決めなおすために「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」を提出いただくこ
とになっています。
標準報酬月額は、入社等によって被保険者資格を取得するときに、労働の対価として受ける報酬をもとに決定され
ます。
ところが、そのときに決められた標準報酬月額を長期間固定しておきますと、定期昇給などによって実際に受ける
報酬額と標準報酬月額がかけ離れてしまいます。このため、毎年決められた時期に被保険者全員の標準報酬月額
を見直すことになっています。
具体的には、算定基礎届に4月・5月・6月に被保険者に対して支払った報酬を記載していただき、事業主から管轄の
年金事務所（富山事務センター）へ7月1日から10日までに提出いただくことになります。
日本年金機構では、この届出により各被保険者の新しい標準報酬月額を決定し、事業主に通知します。
これを定時決定といい、その標準報酬月額がその年の9月1日から翌年の8月31日までの1年間における健康保
険・厚生年金保険の保険料や保険給付の計算の基礎となります。

「算定基礎届」は
7月1日から10日までに提出しましょう

平成26年4月分から年金額が変わります

からのお知らせ
日本年金機構

提出書類等

（1）算定基礎届
（2）算定基礎届総括表
（3）総括表附表

◆CDやDVD等電子媒体で提出される場合
▪磁気媒体届総括表

◆厚生年金保険の70歳以上被用者がいる場合
▪厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届

提出期間

7月1日から7月10日

定時決定の対象となる方

平成26年5月31日までに被保険者の資格を取得した方
で、7月1日現在のすべての被保険者の方（休職者を含
みます。）が対象になります。
ただし、次に該当する方は、定時決定から除外されます。
（1）6月1日以降に被保険者資格を取得した方
（2）4月に固定的賃金の変動等があり、7月の月額変更

に該当している方

算定基礎届の記載上の留意事項

算定対象月となるのは、4月・5月・6月で、報酬の支払対象となった日数（支払基礎日数）が「17日以上」の月です。た
だし、短時間労働者であって、すべての月の支払基礎日数が17日未満の場合は、15日以上の月が算定対象となり
ます。
また、月給者であって、欠勤日数分だけ給料が差引かれる場合には、就業規則や給与規定等に基づき事業所が定め
た日数から欠勤日数を引いた残日数が支払い基礎日数になります。

公的年金の年金額は、物価・賃金の変動に応じて年度ごとに改定されることになっており、平成26年度の改定率は、
平成25年の全国消費者物価指数と過去3年間の賃金変動率から、プラス0.3%となりました。
一方、現在の年金は、過去に物価が下落したにもかかわらず年金額を据え置いたことで、本来の水準よりも1.5%高
い水準（特例水準）で支払われていることから、平成24年の法律改正で段階的に特例水準を解消することとしてい
ます。
このため、平成26年4月分としてお支払いする年金額から、特例水準解消分（マイナス1.0%）と平成26年度の改定
率（プラス0.3%）を合わせ、3月までの額に比べ、マイナス0.7％の改定が行われます。
なお、残りの特例水準（0.5%）の解消は平成27年4月に実施される予定です。
（実際の年金額の改定については、物価・賃金の状況により、決まります。）

※改定後の年金額は、年金額改定通知書により、お知らせします。
年金額改定通知書は、原則として、年金振込通知書と一体となった統合通知書（ハガキ）で、6月4日～7日の
期間に順次、年金受給者に送付されています。

フロッピーディスク（FD）の受付を終了します

健康保険・厚生年金保険適用関係の手続きは、FDやCDなどの電子媒体で
も届出できますが、FDおよびFDを読み取るディスクドライブの国内生産が
終了したことから、平成26年9月（予定）をもって、FDの受付を終了させて
いただきます。
現在、FDで届出をしている事業主の方は、CDやDVDを利用した届出に順
次変更していただきますようお願いいたします。

「ねんきんネット」では、ねんきんに関する便利なサービスをインターネットからご利用いただけます。
ぜひ従業員の皆さまにご紹介ください。
ご利用にはユーザーIDの取得が必要です。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

「ねんきんネット」を従業員の皆様にご紹介ください

●年金加入記録の確認 ●ライフプランに合わせた年金額の試算
●電子版「ねんきん定期便」の確認 ●各種届書の作成・印刷
●スマートフォンでの年金記録の確認

以下の
サービスをご利用
いただけます

検索ねんきんネット http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/
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健康は 自分で作る 宝もの

SHAKAI HOKEN TOYAMA社会保険とやま

健康は 自分で作る 宝もの

お問い合せ先 業務グループ TEL076-431-6155（お問い合せの際はお手元に健康保険証をご用意ください）

接骨院・整骨院では柔道整復師が施術を行います。柔道整復師の施術を受ける場合、次の条件
を満たさなければ健康保険は使えません。
健康保険を使える範囲を理解して、接骨院・整骨院にかかりましょう。

協会けんぽでは、生活習慣病予防健診を受診された結果、メタボリックシンドロームのリスク
があると分かった方に、結果に合わせた健康サポート（特定保健指導）を無料で実施しています。
特定保健指導は、健康づくりのプロである協会けんぽの保健師・管理栄養士のアドバイスを受

けながら生活習慣を改善する絶好の機会ですので、ぜひご利用ください。

からのお知らせ

全国健康保険協会
協会けんぽ

　　接骨院・整骨院では
健康保険を使える範囲が定められています

お問い合せ先 保健グループ TEL 076-431-5273

健診後のフォローに協会けんぽの
「特定保健指導」をご利用ください

ご存じですか?

健康保険を使う際には、次の4つを守りましょう！

●急性の外傷性のけがによる捻挫、打撲、 挫傷（肉離れ）
●骨折・脱臼の応急手当
（応急手当以外は、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です）
●負傷の原因がはっきりしている骨・筋肉・関節のケガや痛み

健康保険を
使えるのは

●日常生活による疲労、肩こり、腰痛
●運動後の単なる筋肉疲労
●病気（神経痛、リウマチ、五十肩など）による痛み・こり
●脳疾患後遺症などの慢性病
●症状の改善のみられない長期の施術
●医療機関で同じ部位の治療を受けているとき
●仕事中や通勤途上のケガ（労災保険が適用） など

こんな場合は
使えません
費用は全額自己負担
になります

健康保険で接骨院・整骨院にかかった方に、負傷の原因や施術内容について文書にて照会
させていただく場合があります。適正な給付を行い皆さまの大切な保険料を正しく使うため、
ご協力をお願いします。

健診受診の1～2ヵ月後に、特定保健指導の対象となった方がいらっしゃる事業所様等にご案内をお
送りしますので、ご希望の方は協会けんぽへお申し込みください。
（協会けんぽが委託している一部の健診機関でも無料でご利用可能です。）

接骨院・整骨院には、領収書の発行が義務付けられてい
ます。医療費控除を受ける際にも必要になりますので、
領収書は必ず受け取り、大切に保管しましょう。

健康保険を使って施術を受ける場合、保険請求に使う「療養
費支給申請書」に署名を求められます。白紙の状態で署名せ
ず、記載内容（施術内容や回数）を確認してから署名しましょう。

長期にわたって症状が改善されない場合は、内科的な
原因も考えられますので、検査のできる医療機関で医
師の診察を受けましょう。

原因によっては、健康保険の対象になりません。交通
事故など第三者による負傷の場合は、必ず協会けんぽ
に連絡してください。

施術内容について、協会けんぽからお尋ねすることがあります

領収書は必ずもらって
保管する4「療養費支給申請書」は内容を

よく確認してから署名する3

長期間かかる場合は
医師の診察を受ける2柔道整復師に負傷の原因

（いつ・どこで・何をして、どんな症状か）
を正確に伝える

1

検索協会けんぽ 富山

目標達成の確認・今後の生活習慣についてのアドバイスなど
目標達成など、最終結果を確認し、今後の生活習慣についてアドバイスさせていただきます。

積極的支援
内臓脂肪型肥満Aで追加リスクが2つ以上
内臓脂肪型肥満Bで追加リスクが3つ以上
※65歳以上の方は「動機づけ支援」となります

動機づけ支援
内臓脂肪型肥満Aで追加リスクが1つ
内臓脂肪型肥満Bで追加リスクが1～2つ

協会けんぽの申請書等の様式が変わります！
新様式は7月から随時配布、ホームページからも取り出せます

6ヵ月後

生活習慣の改善に向けた「取組み」と「6ヵ月後の目標」を設定
保健師、管理栄養士が個別面接により、生活習慣の改善について一緒に考えます。

初回

進捗状況の確認
電話や手紙、FAXで継続的にサポートします。

3～6ヵ月間

健診結果に応じて、2つのタイプの特定保健指導をご案内しています

特定保健指導の対象者は、40歳以上で以下のリスクに該当する方です

※血糖・脂質・血圧の服薬治療をされている方は対象外となります。

①血糖 : 空腹時血糖100mg／dl以上　または　HbA1c（NGSP値）5.6％以上
②脂質 : 中性脂肪150mg／dl以上　または　HDLコレステロール40mg／dl未満
③血圧 : 収縮期血圧130mmHg以上　または　拡張期血圧85mmHg以上
④喫煙歴 : ①～③のリスクが1つでもある場合にリスクとして追加

追加リスク

腹囲 男性85cｍ以上
 女性90cｍ以上内臓脂肪型肥満A Aには該当しないが

BMI（注）が25以上内臓脂肪型肥満B

（注）体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）

または
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健康は 自分で作る 宝もの

お問い合せ先 業務グループ TEL076-431-6155（お問い合せの際はお手元に健康保険証をご用意ください）

接骨院・整骨院では柔道整復師が施術を行います。柔道整復師の施術を受ける場合、次の条件
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特定保健指導は、健康づくりのプロである協会けんぽの保健師・管理栄養士のアドバイスを受

けながら生活習慣を改善する絶好の機会ですので、ぜひご利用ください。

からのお知らせ

全国健康保険協会
協会けんぽ
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健康保険を使える範囲が定められています
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使えません
費用は全額自己負担
になります

健康保険で接骨院・整骨院にかかった方に、負傷の原因や施術内容について文書にて照会
させていただく場合があります。適正な給付を行い皆さまの大切な保険料を正しく使うため、
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送りしますので、ご希望の方は協会けんぽへお申し込みください。
（協会けんぽが委託している一部の健診機関でも無料でご利用可能です。）

接骨院・整骨院には、領収書の発行が義務付けられてい
ます。医療費控除を受ける際にも必要になりますので、
領収書は必ず受け取り、大切に保管しましょう。

健康保険を使って施術を受ける場合、保険請求に使う「療養
費支給申請書」に署名を求められます。白紙の状態で署名せ
ず、記載内容（施術内容や回数）を確認してから署名しましょう。

長期にわたって症状が改善されない場合は、内科的な
原因も考えられますので、検査のできる医療機関で医
師の診察を受けましょう。

原因によっては、健康保険の対象になりません。交通
事故など第三者による負傷の場合は、必ず協会けんぽ
に連絡してください。

施術内容について、協会けんぽからお尋ねすることがあります

領収書は必ずもらって
保管する4「療養費支給申請書」は内容を

よく確認してから署名する3

長期間かかる場合は
医師の診察を受ける2柔道整復師に負傷の原因

（いつ・どこで・何をして、どんな症状か）
を正確に伝える

1

検索協会けんぽ 富山

目標達成の確認・今後の生活習慣についてのアドバイスなど
目標達成など、最終結果を確認し、今後の生活習慣についてアドバイスさせていただきます。

積極的支援
内臓脂肪型肥満Aで追加リスクが2つ以上
内臓脂肪型肥満Bで追加リスクが3つ以上
※65歳以上の方は「動機づけ支援」となります

動機づけ支援
内臓脂肪型肥満Aで追加リスクが1つ
内臓脂肪型肥満Bで追加リスクが1～2つ

協会けんぽの申請書等の様式が変わります！
新様式は7月から随時配布、ホームページからも取り出せます

6ヵ月後

生活習慣の改善に向けた「取組み」と「6ヵ月後の目標」を設定
保健師、管理栄養士が個別面接により、生活習慣の改善について一緒に考えます。

初回

進捗状況の確認
電話や手紙、FAXで継続的にサポートします。

3～6ヵ月間

健診結果に応じて、2つのタイプの特定保健指導をご案内しています

特定保健指導の対象者は、40歳以上で以下のリスクに該当する方です

※血糖・脂質・血圧の服薬治療をされている方は対象外となります。

①血糖 : 空腹時血糖100mg／dl以上　または　HbA1c（NGSP値）5.6％以上
②脂質 : 中性脂肪150mg／dl以上　または　HDLコレステロール40mg／dl未満
③血圧 : 収縮期血圧130mmHg以上　または　拡張期血圧85mmHg以上
④喫煙歴 : ①～③のリスクが1つでもある場合にリスクとして追加

追加リスク

腹囲 男性85cｍ以上
 女性90cｍ以上内臓脂肪型肥満A Aには該当しないが

BMI（注）が25以上内臓脂肪型肥満B
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健康は 自分で作る 宝もの

からのお知らせ

健康は 自分で作る 宝もの

ビーチボールは性別・年齢問わず楽しめるスポーツです。チームで汗をかいてストレス解消しましょう!

富山県社会保険協会

申込様式

平成26年8月23日㈯　開会式 9時～
富山県総合体育センター（富山市秋ヶ島183）
協会管掌・組合管掌健康保険の被保険者
混合の部（試合に出場する男性が2名以内であること）
※1事業所につき申し込みは4チームまでとしてください。
1チームにつき 会員事業所 1,000円（傷害保険料含）
 非会員事業所 2,000円（傷害保険料含）
●参加された各チームに参加賞をお渡しします。
●トーナメント毎に優勝、準優勝、3位チームを表彰します。
日本ビーチボール協会認定ルール適用
下記参加申込様式を作成の上、FAX（076-433-3664）にて富山県社会保険協会までお申
し込みください。受付後、代表者の方にFAXにて実施要項を送信いたします。
8月4日㈪までにFAXでの連絡がない場合は、社会保険協会までご連絡ください。
※ビブス（ゼッケン）の貸出はしませんので、各チームで用意してください。
●同一事業所に勤務する人で編成することとし、1チームのメンバーは7名以内となります。
●監督が選手を兼ねる場合は、登録は6人までとなります。
●大会当日、選手は必ず下記のゼッケン番号を前後に表示してください。
●同一者を複数のチームに登録することはできません。
●同一事業所でのチーム編成が困難な場合、2以上の事業所が連合して1チームを編成す
ることができます。この場合は上記の参加資格と次の条件を満たしていなければなりま
せん。

※登録メンバーのうち1/2以上のメンバーが同一事業所であること。
　（7名の場合4名以上、6名の場合3名以上、5名の場合3名以上、4名の場合2名以上）

日　　時
会　　場
参加資格
競技区分

参加料

適用規則
申込方法

チーム編成

です。チームで汗をかいてストレス解消しましょう!

と）
ださい。
険料含）
険料含）

します。

664）にて富山県社会保険協会までお申
施要項を送信いたします。
保険協会までご連絡ください

年齢性別氏名ゼッケン番号

代表者名 代表者連絡先 （　　　　　　　　）　　　　　　－

電話番号

事業所住所

返信用FAX番号 （　　　　　　　　）　　　　　　－（　　　　）　　　　－

事業所名 協会番号

〒　　　－

被保険者証番号

監督

主将

1

2

3

4

5

6

7

（例）1-3373

チーム名

ふりがな

※必ず事業所名としてください。略しても結構です。
　同一事業所で複数参加の場合は語尾にＡ・Ｂ…
　とつけてください。

申込期限
8月4日㈪

TEL 076-433-3663
FAX 076-433-3664

一般財団法人 富山県社会保険協会
〒930-0805 富山市湊入船町3-30 KNB入船別館2F

お申し込み・お問い合わせ

施設名

岩瀬浜　栄楽荘

千里浜　山田屋

電話番号

090-2031-3656

0767-22-3938

期間

7月1日～8月25日

7月10日～8月25日

利用料金

200円

200円

施設名

太閤山ランド

ミラージュランド

電話番号

0766-56-6116

0765-24-6999

期間

7月20日～8月31日

7月19日～8月31日

利用料金

一般800円／高校生500円

高校生以上500円

期間

月1日～8月25日

利用料金

200円

事業所名
事業所所在地
協会番号
電話番号
担当者名

FAX番号
希望枚数 枚

〒

海の家 共通利用補助券申込書

（例）1-3373

協会会員事業所（協会管掌、組合管掌健康保険）の被保険者と
被扶養者
右記様式で作成のうえ、お申込みください。
返信用封筒に切手（下記参照）を貼付し、宛先をご記入のうえ、
申込書を併せて当協会まで郵送してください。
（当協会へ直接取りに来られる場合は事前にFAXしてください。）
〈FAX 076-433-3664〉 ※補助券を提示されると、下記の会員

料金で利用することができます。

利用対象者

申込方法

申込様式

平成26年度 海の家 共通利用補助券のご案内
ご家族、お友達と一緒に砂浜でのんびり過ごすのもいいですね。

協会会員事業所の被保険者及び被扶養者（大人のみ）
「富山地鉄乗車券センター」へ直接電話で予約をした後に、下記申込様式にて申込書を作成のうえ返信用封書
（82円切手貼付）を同封し当協会へ送付してください。後日、利用日を明記した「室堂直通利用補助券」を送付し
ますので、乗車券を購入される際、「富山地鉄乗車券センター」へ提出してください。
（当協会へ直接補助券を取りに来られる場合は、FAX（076-433-3664）でのお申し込みも可能です。）
①セットプラン（宿泊や他線のセット）や、インターネットでのお申込みの支払い、コンビニでの支払に使用する
ことができません。
②往復の利用（大人）に限ります。（適用期間は往路乗車日から5日以内となります）

利用対象者
申込方法

注　　意

申込様式

平成26年度 立山室堂直通バス利用補助のご案内
乗り継ぎなしで室堂へ直行！

※太閤山ランド、ミラージュランドについては、中学生以下は補助券利用の対象外となりますのでご了承ください。
※発行枚数に限りがありますのでなくなり次第終了とさせていただきます。

海の家

プール

T一般財団法人富山県社会保険協会申し込み・お問い合わせ

① （宿泊 他線 ） 申込 支払
ことができません。
②往復の利用（大人）に限ります。（適用期間は往路乗車日から5日以内となり

　意

込様式

事業所名
協会番号
事業所住所・電話番号
利用代表者名
予約年月日 月　　　　日（　　）　　利用者人数　　　　人

〒　　－ TEL（　　　）　　－

立山室堂直通バス 利用補助券申込書

（例）1-3373

詳細は富山地方鉄道夏山バス（室堂線）のホームページをご覧ください。発行枚数に限りがありますので、なくなり次第配布を終了いたします。

1,000円／1人を補助いたします。 大人往復 5,800円→4,800円

NEW

1～9人
10～29人

事業所規模

10枚
20枚

上限枚数

82円
82円

切手料金

30～49人
50～99人

100～199人
200～299人

事業所規模

30枚
40枚
50枚
60枚

上限枚数

92円
92円
92円
140円

切手料金

300～399人
400～499人
500～749人
750人以上

事業所規模

80枚
90枚
120枚
150枚

上限枚数

140円
140円
140円
205円

切手料金

110～120枚
130～180枚
190～320枚
330～580枚

※合算枚数

140円
205円
250円
400円

切手料金各補助券共通
事業所規模上限枚数

《切手料金について》複数の補助券をお申し込みの場合は、上記上限枚数・合算枚数をご確認ください。
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健康は 自分で作る 宝もの

ビーチボールは性別・年齢問わず楽しめるスポーツです。チームで汗をかいてストレス解消しましょう!

富山県社会保険協会

申込様式

平成26年8月23日㈯　開会式 9時～
富山県総合体育センター（富山市秋ヶ島183）
協会管掌・組合管掌健康保険の被保険者
混合の部（試合に出場する男性が2名以内であること）
※1事業所につき申し込みは4チームまでとしてください。
1チームにつき 会員事業所 1,000円（傷害保険料含）
 非会員事業所 2,000円（傷害保険料含）
●参加された各チームに参加賞をお渡しします。
●トーナメント毎に優勝、準優勝、3位チームを表彰します。
日本ビーチボール協会認定ルール適用
下記参加申込様式を作成の上、FAX（076-433-3664）にて富山県社会保険協会までお申
し込みください。受付後、代表者の方にFAXにて実施要項を送信いたします。
8月4日㈪までにFAXでの連絡がない場合は、社会保険協会までご連絡ください。
※ビブス（ゼッケン）の貸出はしませんので、各チームで用意してください。
●同一事業所に勤務する人で編成することとし、1チームのメンバーは7名以内となります。
●監督が選手を兼ねる場合は、登録は6人までとなります。
●大会当日、選手は必ず下記のゼッケン番号を前後に表示してください。
●同一者を複数のチームに登録することはできません。
●同一事業所でのチーム編成が困難な場合、2以上の事業所が連合して1チームを編成す
ることができます。この場合は上記の参加資格と次の条件を満たしていなければなりま
せん。

※登録メンバーのうち1/2以上のメンバーが同一事業所であること。
　（7名の場合4名以上、6名の場合3名以上、5名の場合3名以上、4名の場合2名以上）

日　　時
会　　場
参加資格
競技区分

参加料

適用規則
申込方法

チーム編成

です。チームで汗をかいてストレス解消しましょう!

と）
ださい。
険料含）
険料含）

します。

664）にて富山県社会保険協会までお申
施要項を送信いたします。
保険協会までご連絡ください

年齢性別氏名ゼッケン番号

代表者名 代表者連絡先 （　　　　　　　　）　　　　　　－

電話番号

事業所住所

返信用FAX番号 （　　　　　　　　）　　　　　　－（　　　　）　　　　－

事業所名 協会番号

〒　　　－

被保険者証番号

監督

主将

1

2

3

4

5

6

7

（例）1-3373

チーム名

ふりがな

※必ず事業所名としてください。略しても結構です。
　同一事業所で複数参加の場合は語尾にＡ・Ｂ…
　とつけてください。

申込期限
8月4日㈪

TEL 076-433-3663
FAX 076-433-3664

一般財団法人 富山県社会保険協会
〒930-0805 富山市湊入船町3-30 KNB入船別館2F

お申し込み・お問い合わせ

施設名

岩瀬浜　栄楽荘

千里浜　山田屋

電話番号

090-2031-3656

0767-22-3938

期間

7月1日～8月25日

7月10日～8月25日

利用料金

200円

200円

施設名

太閤山ランド

ミラージュランド

電話番号

0766-56-6116

0765-24-6999

期間

7月20日～8月31日

7月19日～8月31日

利用料金

一般800円／高校生500円

高校生以上500円

期間

月1日～8月25日

利用料金

200円

事業所名
事業所所在地
協会番号
電話番号
担当者名

FAX番号
希望枚数 枚

〒

海の家 共通利用補助券申込書

（例）1-3373

協会会員事業所（協会管掌、組合管掌健康保険）の被保険者と
被扶養者
右記様式で作成のうえ、お申込みください。
返信用封筒に切手（下記参照）を貼付し、宛先をご記入のうえ、
申込書を併せて当協会まで郵送してください。
（当協会へ直接取りに来られる場合は事前にFAXしてください。）
〈FAX 076-433-3664〉 ※補助券を提示されると、下記の会員

料金で利用することができます。

利用対象者

申込方法

申込様式

平成26年度 海の家 共通利用補助券のご案内
ご家族、お友達と一緒に砂浜でのんびり過ごすのもいいですね。

協会会員事業所の被保険者及び被扶養者（大人のみ）
「富山地鉄乗車券センター」へ直接電話で予約をした後に、下記申込様式にて申込書を作成のうえ返信用封書
（82円切手貼付）を同封し当協会へ送付してください。後日、利用日を明記した「室堂直通利用補助券」を送付し
ますので、乗車券を購入される際、「富山地鉄乗車券センター」へ提出してください。
（当協会へ直接補助券を取りに来られる場合は、FAX（076-433-3664）でのお申し込みも可能です。）
①セットプラン（宿泊や他線のセット）や、インターネットでのお申込みの支払い、コンビニでの支払に使用する
ことができません。
②往復の利用（大人）に限ります。（適用期間は往路乗車日から5日以内となります）

利用対象者
申込方法

注　　意

申込様式

平成26年度 立山室堂直通バス利用補助のご案内
乗り継ぎなしで室堂へ直行！

※太閤山ランド、ミラージュランドについては、中学生以下は補助券利用の対象外となりますのでご了承ください。
※発行枚数に限りがありますのでなくなり次第終了とさせていただきます。

海の家

プール

T一般財団法人富山県社会保険協会申し込み・お問い合わせ

① （宿泊 他線 ） 申込 支払
ことができません。
②往復の利用（大人）に限ります。（適用期間は往路乗車日から5日以内となり

　意

込様式

事業所名
協会番号
事業所住所・電話番号
利用代表者名
予約年月日 月　　　　日（　　）　　利用者人数　　　　人

〒　　－ TEL（　　　）　　－

立山室堂直通バス 利用補助券申込書

（例）1-3373

詳細は富山地方鉄道夏山バス（室堂線）のホームページをご覧ください。発行枚数に限りがありますので、なくなり次第配布を終了いたします。

1,000円／1人を補助いたします。 大人往復 5,800円→4,800円

NEW

1～9人
10～29人

事業所規模

10枚
20枚

上限枚数

82円
82円

切手料金

30～49人
50～99人

100～199人
200～299人

事業所規模

30枚
40枚
50枚
60枚

上限枚数

92円
92円
92円
140円

切手料金

300～399人
400～499人
500～749人
750人以上

事業所規模

80枚
90枚
120枚
150枚

上限枚数

140円
140円
140円
205円

切手料金

110～120枚
130～180枚
190～320枚
330～580枚

※合算枚数

140円
205円
250円
400円

切手料金各補助券共通
事業所規模上限枚数

《切手料金について》複数の補助券をお申し込みの場合は、上記上限枚数・合算枚数をご確認ください。



SHAKAI HOKEN TOYAMA社会保険とやま

職場で回覧して 社会保険の知識を広めましょう

と
じ
て
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う

▶算定基礎届を7月10日まで提出してください
▶平成26年4月分から年金額が変わります
▶フロッピーディスクの受付を終了します
▶「ねんきんネット」をご利用ください

No.592
S H A K A I  H O K E N  T O Y A M A

Toyama Social Insurance Associat ion Inc Bimonthly Magazine

「日本年金機構」からのお知らせ

▶ビーチボール大会　参加チーム募集!!
▶「海の家」利用補助券のご案内
▶立山室堂直通バス利用補助のご案内
▶「ジップラインアドベンチャー立山」利用補助券のご案内

「社会保険協会」からのお知らせ

2014.06C O N T E N T S 隔月発行

▶接骨院等で健康保険を使える範囲
▶特定保健指導をご利用ください

「協会けんぽ」からのお知らせ

池田模範堂に務める彼女は、1年前に
総務経理課から人事企画課に異動し、
給与計算業務に携わっている。慣れな
い業務に奮闘しながらも、1日でも早く
成長できるように、知識と経験を深め
たいと、毎日懸命に取り組んでいると
いう。そんな彼女も家に帰れば二児の
母。子供たちの健やかな成長を願いな
がら、優しく、時に厳しく、たくさんの愛
情を注いで過ごしている。家族の温か
いサポートへの感謝を忘れず、今後は
料理や家事にももっと力を入れていき
たいと笑顔で語る彼女。今日よりも明
日、明日よりも明後日̶̶母として、そ
して働く女性として成長できるよう、明
るく前向きに、楽しみながら、目の前の
道を一歩ずつしっかりと歩んでいる。

キ
ラ
メ

ク
チカ
ラ in TOYA

M
A

金子香織さん
株式会社池田模範堂
人事企画課

母として、働く女性として。

一般財団法人 富山県社会保険協会 富山市湊入船町3-30  TEL 076-433-3663  FAX 076-433-3664
 http://www.shaho-toyama.or.jp/

各年金事務所・富山年金相談センターでは、月曜日の夜間や第2土曜日も年金相談ができます。ぜひご利用ください。

●基礎年金番号通知書・年金手帳、年金証書、各種通知書や印鑑等をご持参ください。
●代理の方がお越しになる場合は、委任状をお持ちください。
●個人情報保護のため、本人確認にご協力願います。

保健師による健康相談及び血圧測定
各年金事務所［相談時間 午前10:00～午後3:00］

●受付時間 月～金曜日 午前9:00～午後8:00
 第2土曜日 午前9:00～午後5:00

IP電話・PHSは
03-6700-1144へ

日本年金機構中部ブロック本部 ／ 全国健康保険協会富山支部

【発行】

【記事提供】
（富山・高岡・魚津・砺波年金事務所）

平成26年6月20日
〈印刷所〉

TEL 076-431-6155

7月22日㈫
8月26日㈫

砺波7月10日㈭
8月21日㈭

魚津7月15日㈫
8月19日㈫

高岡7月8日㈫
8月5日㈫

富山

個別健康相談（26年7月・8月）

ねんきん定期便についてのお問い合わせは

年金相談の時間延長のご案内

平成26年7月・8月の年金出張相談所

年金についての一般的なお問い合わせは
「ねんきん定期便専用ダイヤル」へ 0570-058-555

●受付時間 月曜日 午前8:30～午後7:00（休日の場合を除く）
 火～金曜日 午前8:30～午後5:15
 第2土曜日 午前9:30～午後4:00

IP電話・PHSは
03-6700-1165へ

「ねんきんダイヤル」へ 0570-05-1165

午後7:00まで時間延長毎週月曜日（祝日の場合は翌日）1 午前9:30～午後4:00毎月第2土曜日2

大沢野総合行政センター

大山地域市民センター

八尾健康福祉総合センター

婦中総合行政センター

 7月 11日㈮ 8月 8日㈮
 7月 8日㈫
 7月 2日㈬ 8月 6日㈬
 7月 18日㈮ 8月 15日㈮

滑川市役所

上市町働く婦人の家

立山町民会館

入善町役場

朝日町役場

 7月 10日㈭ 8月 7日㈭
 7月 22日㈫ 8月 26日㈫
 7月 8日㈫ 8月 12日㈫
 7月 17日㈭ 8月 21日㈭
 7月 16日㈬ 8月 20日㈬

氷見市役所

氷見商工会議所

新湊地区行政センター

 7月 9日㈬ 8月 13日㈬
 7月 23日㈬ 8月 27日㈬
 7月 18日㈮ 8月 15日㈮

 7月 2日㈬ 8月 6日㈬
 7月 8日㈫ 8月 12日㈫
 7月 24日㈭ 8月 28日㈭

富山
管内

高岡
管内

小矢部市役所

城端行政センター

福光行政センター

砺波
管内

魚津
管内

相談時間 午前10時～午後3時

日本年金機構・社会保険協会からのお知らせ

株式会社富士印刷

ジップライン＋ゴンドラ料金

正規料金

会員料金

大人

3,400円

2,900円

中・高校生

2,900円

2,400円

小学生

2,400円

1,900円

申込様式

機構・社会保険協会からのお知らせ

3,400円

2,900円

2,900円

2,400円

2,400円

1,900円

込様式

事業所名
協会番号
事業所住所・電話番号
利用代表者名
予約年月日 月　　　　日（　　）　　利用者人数　　　　人

〒　　－ TEL（　　　）　　－

ジップラインアドベンチャー立山 利用補助券申込書

（例）1-3373

協会会員事業所（協会管掌、組合管掌健康保険の被保険者と被扶養者）
4月号に同封の「福利厚生・健康づくり事業参加申込書」に記入されるか、下記様式に
て申込書を作成してください。
返信用封筒に82円切手を貼付して宛先をご記入の上、申込書と併せて富山県社会保
険協会まで郵送してください。直接取りに来られる場合は事前にFAXしてください。

利用対象者
申込方法

平成26年度 ジップラインアドベンチャー立山
 利用補助券のご案内
立山連峰を一望する大自然の中で全8コース約90分の絶景ツアーを
楽しみませんか。見たことのない風景が目の前に広がります！

必ず電話、インターネットでご予約後
お申込みください。
予約ダイヤル 076-481-1633
インターネット http://zip-tateyama.com/


