
No.593
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

2014.08 隔月発行

▶月額変更届について
▶厚生年金保険料率が変わります
▶国民年金保険料の免除について

「日本年金機構」からのお知らせ

▶「冬季温水プール・トレーニング」利用補助券のご案内
▶正しく学ぼう「ラジオ体操」新出張講座について
▶平成25年度事業報告及び決算報告について

「社会保険協会」からのお知らせ

C O N T E N T S

▶申請書・届出書が新しくなりました 
▶治療用眼鏡等の費用負担について

「協会けんぽ」からのお知らせ

▶女性の健康とライフバランス講座を職場で開きませんか？

「富山県」からのお知らせ
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須藤 一行さん
（公財）富山市

ファミリーパーク公社
動物課
飼育技師

自分の夢に向かって、
まっすぐに。
（公財）富山市ファミリーパーク公社で、飼育技師を務める彼が大切に
しているのは、動物に関わる者の責任として、その生態に関する明確
なデータを残していくという研究者の目線だ。「何事にも一生懸命に
なれる人になれ」─学生時代に教師から言われたその言葉を体現する
ように、担当するレッサーパンダの繁殖と、世界初のモグラの繁殖を行
うという大きな目標を真っ直ぐ見据え、日々丁寧に、ひたむきに業務に
取り組んでいる。いつか世界中の野生動物の生態を間近で見てみた
いと語る彼。大好きな動物と過ごす時間が育む研究心と向上心を胸に、
動物への愛情に満ちた、一点の曇りのない瞳で夢を追いかけている。



年金は 世代と世代の 支えあい

2 からのお知らせ
日本年金機構

標準報酬月額変更届について

月額変更届とは

標準報酬月額は、資格取得時や定時決定の際に決定され、原則、次の定時決定まで変更はありませんが、昇給・降給
等固定的賃金が変動し、報酬月額に大幅な変動があった場合には、次の定時決定を待たずに報酬月額を改定します。
これを「随時改定」といいます。随時改定を行うためには、「健康保険・厚生年金保険　被保険者報酬月額変更届」を
提出する必要があります。

なお、報酬には、残業手当などの非固定的賃金も含まれますが、非固定的賃金のみの変動の場合は、月額変更に該
当しません。賃金の増減と被保険者報酬月額変更届提出の要否との関係は下表のとおりとなりますので、ご留意の
うえ、適正な届出をお願いいたします。

月額変更届の提出が必要な方

次のすべてに該当する場合、「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届」の提出が必要となります。

❶固定的賃金（基本給・家族手当・通勤手当・日給や時間給の基礎単価）の変動または賃金体系の変更（日給か
ら月給への変更・各種手当の新設等）がある

❷変動月以降継続した3ヵ月のいずれの月も報酬の対象となった日数（支払基礎日数）が17日以上ある

❸変動月以降継続した3ヵ月間に受けた報酬の平均額が、現在の標準報酬月額と比べて2等級以上の差がある

報酬

3ヵ月間の報酬の平均額
（2等級以上の差）

被保険者報酬
月額変更届提出の要否

固定的賃金

要 要 不要 要 要 不要

非固定的賃金

従業員の場合・・・賃金台帳の写し及び出勤簿の写し
役員の場合・・・・・・・所得税源泉徴収簿等の写しまたは賃金台帳の写し及び
 下記の（1）から（4）までの内いずれか一つの書類の写し
 　（1）株主総会または取締役会の議事録
 　（2）代表取締役等による報酬決定通知書
 　（3）役員間の報酬協議書
 　（4）債権放棄を証する書類

※「要」の場合であっても、3ヵ月間の内いずれかの月に支払基礎日数が17日未満の月があれば、月額変更には  
該当しません。
※改定年月の初日が日本年金機構での受付年月日より60日以上さかのぼる場合、および標準報酬月額が大幅に
引き下がる（5等級以上）場合には、下記の確認書類の添付をお願いします。

※左記役員は株式会社等の役員を     
前提にしておりますが、その他法
人役員についても左記書類に相
当する書類の提出をお願いします。
※賃金台帳は固定的賃金の変動の
あった月の前月より4ヵ月分、出勤
簿は固定的賃金の変動のあった
月より3ヵ月分の提出をお願いし
ます。
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詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧いただくか、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

　平成16年の法律改正により、厚生年金保険料率は、平成29年9月まで毎年改定されることになっています。
　『平成26年9月分〈同年10月末納付期限分〉から平成27年8月分〈同年9月末納付期限分〉まで』の保険料率は、
次のとおりです。

平成26年9月分保険料（10月納付分）から
厚生年金保険料率が変わります

被保険者の区分 【現行】
（平成26年8月分まで）

【変更後】
（平成26年9月分から）

一般の被保険者

坑内員・船員の
被保険者

17.120%

17.440%

17.474%

17.688%

◎平成27年9月以降の変更予定

船員・坑内員

17.936%

18.184%

適用期間
厚生年金保険料率

平成27年9月分から平成28年8月分まで

平成28年9月分から平成29年8月分まで

平成29年9月分以降

一般

17.828%

18.182%

18.300%

【例】
標準報酬月額が30万円の
一般被保険者の場合
【（　）内は折半額】
▪平成26年8月分まで→
　51,360円（25,680円）
▪平成26年9月分から→
　52,422円（26,211円）

国民年金は、所得が少ないときや失業等により保険料を納付することが経済的に困難な場合は、保険料の免除等
を申請することができます。

さかのぼって免除等の申請が
できるようになりました

さかのぼって免除申請ができる期間は、申請時
点の直前の7月（学生納付特例は4月）までの1
年以内でした。

これまでは
過去2年（2年1ヵ月前）までさかのぼって申請で
きるようになりました。（学生納付特例も同様で
す）

平成26年4月からは

ご注意ください
▪免除申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受け取れない
　場合がありますので、すみやかに申請してください。
▪学生であった期間は、学生納付特例に限られます。
▪免除は前年所得や失業などの状況に基づき審査を行いますので、
　承認されない場合があります。

●手続き
お住まいの市（区）役所・町村役場または年金事
務所に「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」
または「国民年金保険料学生納付特例申請書」
を提出してください。

過去2年間に国民年金保険料の未納期間がある方へ
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からのお知らせ

全国健康保険協会
協会けんぽ

平成26年7月から協会けんぽの
申請書・届出書の様式が新しくなりました
　協会けんぽでは、加入者・事業主の皆さまにご記入いただく申請書・届出書を「見やすく」
「わかりやすく」「記入しやすく」するため、7月から様式を新しくしました。
　新様式は、協会けんぽのホームページからダウンロードできます。スムーズに手続きが
　できるよう、新様式への切り替えにご協力をお願いいたします。

新様式になった主な申請書・届出書
健康保険給付
●健康保険限度額適用認定申請書
●健康保険高額療養費支給申請書
●健康保険傷病手当金支給申請書
●健康保険療養費支給申請書（治療用装具）
●健康保険療養費支給申請書（立替払等）
●健康保険出産手当金支給申請書
●健康保険出産育児一時金内払金
　支払依頼書・差額申請書
●健康保険埋葬料（費）支給申請書

保険証再交付等
●健康保険被保険者証再交付申請書
●健康保険高齢受給者証再交付申請書
任意継続
●任意継続被保険者資格取得申出書
●任意継続被保険者資格喪失申出書
●任意継続被扶養者（異動）届
●任意継続被扶養者変更（訂正）届
健診
●特定健康診査受診券申請書

検索協会けんぽ 富山

お問い合せ先 業務グループ TEL 076-431-6155
従来の様式もご使用いただけますが、新様式への速やかな切り替えにご協力をお願いいたします。

新様式はホームページから
ダウンロードできます

全国健康保険協会 富山県大会を開催しました！
去る7月18日、ボルファートとやま 真珠の間
において「全国健康保険協会富山県大会」を
開催し、多数の加入者、事業主の皆さまにご
参加いただきました。協会けんぽの厳しい財
政状況や保険料負担が限界であることを訴
え、「協会けんぽに対する国庫補助率の引き
上げ」と「公費負担をはじめ高齢者医療制度
の抜本的な見直し」を決議し、11月に開催さ
れる全国大会で、富山支部の皆さまの声を
届ける予定です。
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治療用眼鏡等の費用の一部が
払い戻されます

小児弱視等の治療のため、お子様が「治療用眼鏡」等を作成された場合、条件を満たせば、その
代金の一部が「療養費」として払い戻されます。

対象年齢は？
9歳未満の小児が
対象です。

ご存知です
か？ 

どのような場合に？
小児弱視・斜視および先天性白内障術後の屈折矯
正の治療のために、医師の指示により治療用眼鏡・
コンタクトレンズを作成した場合に払い戻されます。

再作成しても、払い戻しの対象になるの？
医師が治療上、再作成の必要を認めた場合で、前回作成した眼鏡等の装着期間が下記の場合、
再作成した眼鏡等についても払い戻しの申請が可能です。
　◎再作成の眼鏡等を購入する時の年齢が5歳未満のお子様は1年以上
　◎再作成の眼鏡等を購入する時の年齢が5歳以上9歳未満のお子様は2年以上

どのように申請するの？
❶健康保険療養費支給申請書
❷医師の「治療用眼鏡等の作成指示書」
❸検査書（❷に視力等の検査結果の記載がある場合は不要です。）
❹治療用眼鏡等を購入した際の領収書の原本
を協会けんぽにご提出ください。
※❶の健康保険療養費支給申請書は、協会けんぽのホームページから取り出すことができます。

払い戻される金額は？
下表の額を上限額とし、実際に支払った金額の7割（小学校就学前のお子様は8割）が払い戻されます。

【例1】32,400円（税込）の眼鏡を購入→32,400円×0.7＝22,680円
【例2】54,000円（税込）の眼鏡を購入→38,461.6円（上限額）×0.7＝26,923円

平成26年3月31日までに
購入したもの

平成26年4月1日以降に
購入したもの

眼鏡

コンタクトレンズ1枚

37,801円（税込）

15,862円（税込）

38,461.6円（税込）

16,139.2円（税込）

お問い合せ先 業務グループ TEL 076-431-6155
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からのお知らせ
富山県社会保険協会

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

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

〒

冬季温水プール・トレーニング
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）
の事業主、被保険者及び被扶養者

4月号に同封の申込用紙に記入されるか、右記
様式にて申込書を作成してください。（申込書
はホームページからもダウンロードできます）
返信用封筒に切手（＊下表参照）を貼付し、宛先
をご記入のうえ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。
（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〉
※補助券の配布開始は、9月19日からです。

平成26年10月1日～平成27年2月28日まで

利用補助券に事業所名、氏名、利用年月日を記入して、利用される下記施設に提出のうえ、会員利用者負担金をお
支払いください。

利用対象者

申込方法

ご利用期間

申込様式

ご利用方法

平成26年度 冬季温水プール・トレーニング
 共通補助券のご案内
冬の健康づくり対策に、職場のみなさんで、ご家族でご利用ください！

《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。
＊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させていただきます。

自遊館リフレッシュプラザ（富山市）

スポーツドーム エアーズ本館（高岡市）

タラソピア（滑川市）

らくち～の（朝日町）

桜ヶ池クアガーデン（南砺市）

とやま健康パーク（富山市）

中学生以上

高校生以上

16歳以上

16歳以上

中学生以上

高校生以上

施設名 対象者

1時間

2時間30分

1日

1日

1日

1日

1日

1日

利用時間

プール・トレーニングジム・浴室

プール・トレーニングジム・浴室

ダイナミックゾーン

プール・トレーニングジム・浴室

プール・浴室

プール・トレーニングジム・スタジオ・浴室

利用可能エリア一般利用料→会員利用料

510円

1,030円

1,540円

1,550円

2,700円

850円

1,050円

1,500円

→
→
→
→
→
→
→
→

210円
730円
1,240円
1,050円
1,130円
450円
750円
900円

1～9人

10～29人

10枚

20枚

82円

82円

30～49人

50～99人

100～199人

200～299人

30枚

40枚

50枚

60枚

92円

92円

92円

140円

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

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

切手料金切手料金上限枚数事業所規模

切手料金上限枚数事業所規模
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会員の皆様には、当社会保険協会の事業運営にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうござ
います。5月理事会（書面表決）、6月9日に理事会及び評議員会を開催し、平成25年度の事業
報告並びに収支決算について慎重に審議が行われ、いずれも原案どおり可決承認されました。

一般財団法人 富山県社会保険協会 平成25年度事業報告及び決算報告

平成25年度 事業報告（概要）

（1）広報紙「社会保険とやま（年6回発行）」を事業所及び関係機関に配布し、社会保険制度の周知・啓
発に努めた。

（2）協会のホームページに広報紙や新着情報を掲載し制度の啓発や健康づくり事業等の促進に努めた。
（3）6月には健康保険適用・給付関係、9月には、年金・労働保険関係、11月には、新任事務担当者講習

会を実施した。

1 制度の啓発事業

（1）職場に保健師、運動指導士等を派遣する「健康講習会」、「健康体操」又、「健康体操」を利用できな
い被保険者の方々を対象とした個人講座「健康講座」を実施し、被保険者の意識の向上と健康づ
くりを実践した。

（2）被保険者等の健康の保持増進を図るため、立山散策ウォーク、ビーチボール大会を実施した。

2 健康づくり事業

「山の家」「海の家・プール」「スキーリフト」「宿泊施設」「県外宿泊施設」「冬季温水プール・トレーニ
ング」「美術館（企画）観覧」「ボウリング場」「ジップラインアドベンチャー立山」の利用補助事業を実施
した。

3 福利厚生事業

事業所の事務担当者、年金委員及び健康保険委員の資質の向上を図るため、社会保険制度の参
考図書を配布した。

4 支援事業

公認ラジオ体操指導士が皆様の職場に伺います。

　　　 8月から出張講座の健康体操に新しく加わりました！ 

正しく楽しく学ぼう「ラジオ体操」
NEW

　ラジオ体操は、かつて「国民保健体操」として、国民みんなの健康増進を願って作られた体操です。
意識して筋肉をまんべんなく動かすと、この体操の素晴らしさが実感できます。さらに毎日続けて行
うと、血流がよくなるため、風邪をひきにくくなったり、血圧や血糖値が下がったという話も聞きます。
　腰痛、肩こりにもいいそうです。ただし、即効性があるものではありません。
　誰にでも手軽にできる「ラジオ体操」…職場の皆さんで、正しく楽しく学びましょう！

お申込み、お問い合わせは富山県社会保険協会まで（6ページ下に記載）
ホームページからもお申し込みができます。http://www.shaho-toyama.or.jp/

田中裕子先生のプロフィール
公認ラジオ体操指導士

日本体育大学卒業。県立高校の講師、富山健康科学専門学校の講師
を経て、現在、全国ラジオ体操連盟 1級ラジオ体操指導士として、体操
教室の指導を行っています。

受講料
無料

8名以上（他の事業所との合同参加も可能です）実施人数

協会会員事業所（非会員事業所は10,000円）受講対象者 1時間程度時間

平成25年度正味財産増減計算書
（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

（詳しくは、当協会ホームページをご覧ください。）

【経常外増益の部】　　　　　　　 （単位:円）
経常外収益 0

0
0

△970,203
137,144,700
136,174,497

経常外費用
当期経常増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

0
462,451

38,734,437
3,317,000
42,513,888
16,259,270
7,805,315
8,071,253
2,315,874
3,026,393
6,005,986
43,484,091
△970,203

【経常増減の部】　　　　　　　　 （単位:円）

経
常
収
益

経
常
費
用

基本財産運用益
特定財産運用益
受取会費
事業収益等
経常収益計

制度の啓発事業費
健康づくり事業費
福利厚生事業費
支援事業費
人件費
その他費用

経常費用計
当期経常増減額

事
業
費

管
理
費
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と
じ
て
保
管
し
ま
し
ょ
う

富山県からのお知らせ

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/
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8月20日
〈印刷所〉

TEL 076-431-6155 株式会社富士印刷

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

9月16日㈫
10月21日㈫

砺波9月11日㈭
10月9日㈭

魚津9月9日㈫
10月14日㈫

高岡9月2日㈫
10月7日㈫

富山
個別健康相談（26年9月・10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9月・10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

 9月 12日㈮ 10月 10日㈮
   10月 14日㈫
 9月 4日㈭ 10月 1日㈬
 9月 19日㈮ 10月 17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

 9月 11日㈭ 10月 9日㈭
 9月 24日㈬ 10月 28日㈫
 9月 9日㈫ 10月 14日㈫
 9月 18日㈭ 10月 16日㈭
 9月 17日㈬ 10月 15日㈬

氷見市役所
氷見商工会議所
新湊地区行政センター

 9月 10日㈬ 10月 8日㈬
 9月 24日㈬ 10月 22日㈬
 9月 19日㈮ 10月 17日㈮

 9月 3日㈬ 10月 1日㈬
 9月 9日㈫ 10月 14日㈫
 9月 25日㈭ 10月 23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

「働く女性の健康とライフバランス講座」を
職場で開きませんか？

あなたの職場
に

伺います

いつまでも女性がいきいきと働くために、心も身体も健康に過ごすために必要な情報を出前講座
します。部下や同僚、パートナーのためのお申込みをお待ちしています。

・健康管理担当の方　
・男性職員
・女性職員　
・女性サークル など

対象 ●ライフステージに応じた健康づくり
●妊娠と出産
●不妊治療や不育症
●更年期をすこやかに過ごしたい
●自分は病気にならない？きちんと検診を受けよう
●女性の健康とワーク・ライフ・バランス
●パートナーや一緒に働く女性のために
　知っておきたいこと　など
※内容の詳細については、ご相談ください。

講座例

・講座時間は、15～60分程度
 （ミーティングや休憩時間、健診時間を利用しての  
　短期コースも可能）
・日程については、ご相談ください。

時間

身近な女性の健康を理解したい！
男性だけのグループも
お待ちしております。

お申込み・問い合わせ先　富山県厚生部健康課　母子・歯科保健係　TEL:076-444-3226

講師料、資料代は無料
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