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▶年金の予約相談を実施しています
▶11月は「ねんきん月間」です
▶標準報酬月額の通知をお願いします

「日本年金機構」からのお知らせ

▶スキーリフト利用補助券のご案内
▶出張講座の報告

「社会保険協会」からのお知らせ

▶糖尿病って本当は怖い病気!?
「富山県」からのお知らせ

▶健診結果をそのままにしていませんか?
▶定期健康診断結果のご提供にご協力ください
▶11月は糖尿病予防月間です

「協会けんぽ」からのお知らせ
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山森 瑶子さん
千住システム

テクノロジー株式会社
管理部資材・
営業グループ

笑顔がつなぐ
人、モノ、世界。
エンジンやパワーウインドウといった車載用機器の
分野で圧倒的な支持を得ている千住システムテク
ノロジー㈱は、自動はんだ付け装置メーカーとして
も世界の自動車業界を支えている。グローバルに事
業展開する中で、製品の受注・発送関連の仕事を担
う彼女のモットーは「出会いを大事に、笑顔であり続
けること」。お客様と直接つながる企業の顔として非
常に重要なポジションであることを自覚し、いつも
明るく健康に仕事ができるよう体調管理を心がけて
いる。信頼がすべてと言っても過言ではない業界で、
一つ一つの仕事を丁寧に確実に行うことに細心の
注意を払う彼女は「大切にしているのは周囲への心
配り。慎重に状況確認しながら、どんなことでもすぐ
に対応できるよう常に準備をしています」と微笑む。
先輩から聞いた、お客様からの『丁寧に対応してく
れるので助かる』との言葉を励みに、今後も持ち前
の好奇心で新しいことに挑戦しながら、自分自身を
豊かにする経験を増やしていきたいと思っている。



2 からのお知らせ
日本年金機構

年金は 世代と世代の 支えあい

年金の予約相談を実施しています
ご相談・お手続きの際はご予約のうえご来訪願います

お客様のご都合にあわせてスムーズに相談できます。
相談内容にあったスタッフが事前に準備のうえ、丁寧に
対応します。

予約相談のメリット

予約相談希望日の1カ月前から前日まで受付しています。
ご予約の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書をご準備ください。

受付期間等

お近くの年金事務所またはねんきんダイヤルにお電話ください。
◎富山年金事務所 076-441-3926
◎高岡年金事務所 0766-21-4180
◎魚津年金事務所 0765-24-5153
◎砺波年金事務所 0763-33-1725
※年金事務所へおかけになる場合は、音声案内後1を押して
　次に2を押してください。

◎ねんきんダイヤル 0570-05-1165
※050から始まる電話でおかけになる場合は、03-6700-1165

お問い合わせ先

●月曜日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・午前8時30分～午後7時00分
●火曜～金曜日・・・・・・・・・・・・午前8時30分～午後5時15分
●第2土曜日・・・・・・・・・・・・・・・午前9時30分～午後4時00分
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時00分まで予約の受付
をします。

※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日～1月3日はご利用いただけません。

●月曜日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・午前8時30分～午後6時00分
●火曜～金曜日・・・・・・・・・・・・午前8時30分～午後4時00分
●第2土曜日・・・・・・・・・・・・・・・午前9時30分～午後3時00分
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後6時00分まで予約相談をお受けします。

予約相談の実施時間帯

受付時間
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年金は 世代と世代の 支えあい

11月は「ねんきん月間」、
11月30日(いいみらい)は「年金の日」です

「標準報酬月額」の被保険者への
通知をお願いします

「標準報酬月額」決定の通知があった場合は、その内容を
速やかに被保険者または被保険者であった方に通知しなけ
ればなりません。

決定後の「標準報酬月額」は、標準報酬決定通知書として
日本年金機構から事業主の皆さまへ送付されます。「標準報
酬月額」は毎月の保険料や将来の年金額計算の基礎となる
重要なものですので、被保険者の皆さまに必ず通知してい
ただきますようお願いします。
※通知方法は任意ですが、文書での通知様式の例を日本年金機構ホームペー
ジに掲載していますのでご活用ください。

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。
この機会に皆さまも「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?

◎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計算でき
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、給付可能な月数や金額を確認できます!

あなたの年金 簡単便利な ねんきんネットで!

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



健康は 自分で作る 宝もの

4 からのお知らせ

全国健康保険協会
協会けんぽ

お問い合わせ先 保健グループ TEL 076-431-5273
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/toyama

健診結果をそのままにしていませんか?
今年度の健診はもうお済みですか?
健診結果で血圧・血糖値が高いことが分かったのに、放置したままになっていないでしょうか。
生活習慣病は、自覚症状がないまま進行します。放置しておくと血管が傷ついて動脈硬化が進み、

心筋梗塞や脳卒中、腎不全など命にかかわる重大な病気になる危険が高くなります。

協会けんぽ富山支部では、健診結果から、血圧・血糖値の検査値が基準値（収縮期血圧
160mmHg、拡張期血圧100mmHg、空腹時血糖126mg/dl、HbA1c6.5%（NGSP値））以上の方で、
医療機関を受診されていない方を対象に、医療機関への受診をお勧めする案内をお送りしています。
動脈硬化は自覚症状がないまま徐々に進行します。まだ医療機関を受診していない方は、かかりつ

けの医療機関や高血圧・糖尿病の治療が受けられる医療機関へご相談ください。

高血圧・高血糖に喫煙のリスクが重なると、リスクがさらに高くなります。

脳卒中、心筋梗塞や糖尿病の合併症
(神経障害・網膜症・腎症)など発症しやすい状態に

⬇
脳や心臓の重要組織に酸素や栄養が届かなくなったり、細い血管が

深刻なダメージを受け眼底出血や腎機能の低下を起こします。

動脈硬化が進行します

健診結果を改善させるには…

⬇
血圧と過剰なブドウ糖の変性により血管壁に過度の負担がかかり、血管内部は加速度的にせまくな

ったり、つまりやすくなったりします。

血圧・血糖値が共に高い状態が続くと…

高血圧の危険因子は、塩分の取りすぎ、喫煙、肥
満、運動不足、多量の飲酒、ストレスなどです。
これらの多くは、生活習慣を改善することで減ら

すことができます。
まずは、減塩に取り組むことが大切です。喫煙す

る方は禁煙を実行し、適度な運動、節酒、ストレスの
解消などを心がけましょう。

糖尿病の危険因子は、過食、運動不足、
喫煙、ストレスなどです。
これらの多くは、生活習慣を改善する

ことで減らすことができます。
食べる量や食べ方などの食生活を見直

し、適度な運動や禁煙、ストレス解消など
を心がけましょう。
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お問い合わせ先 保健グループ TEL 076-431-5273
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/toyama

11月は糖尿病予防月間です
11月14日は世界糖尿病デーです。そして世界糖尿病デーのある11月は糖尿病予防月間です。
糖尿病は初期には痛みなどの自覚症状が乏しいため、糖尿病と疑われる人の約4割はほとんど治療

を受けていないことが分かっています。世界では年間500万人以上が糖尿病の引き起こす合併症な
どが原因で死亡しています。
糖尿病の重症化予防のためには早期発見・早期治療が重要です。
また、富山県が作成した糖尿病に関するDVDがあります。ご希望の方は下記までご連絡

ください。この機会に、糖尿病について考えてみませんか。

定期健康診断(※)結果のご提供にご協力ください
※定期健康診断…労働安全衛生法に基づき事業主が実施する健康診断のことです。

定期健康診断の結果を提供していただき、健康サポート(特定保健指導)を受け
て生活習慣が改善されれば、将来の生活習慣病の発症を予防することができます。
健康サポート（特定保健指導）は、保健師･管理栄養士が日頃の食生活や運動な

ど健康に関する幅広いご相談に応じます。健診を受けたままにせず、生活習慣を
見直す機会として受診後の健康サポート（特定保健指導）をぜひご利用ください。

「同意書」をご希望の場合は、協会けんぽ富山支部
保健グループ(076-431-5273)にお電話ください。

対象 40歳以上の協会けんぽ加入の被保険者
(協会けんぽの生活習慣病予防健診を受診される方は不要)

「同意書」をご提出ください。
受診された健診機関にてデータが作成できない場合は、
健診結果(紙)のコピーの提供をお願いします。

健診結果データは受診された健診機関から
所定の形式で協会けんぽに提出されます。➡

生活習慣病予防健診を受診されていない被保険者様の健康増進を目的として、健診結果データの
提供をお願いしております。

なぜ定期健康診断結果の提供が必要なのですか?

提供した健診結果をもとに、生活習慣病のリスクの高い従業員は、協会けんぽの保健師・管理栄養
士の健康サポート(特定保健指導)を利用することができます。
食事や運動など、生活習慣改善のためのアドバイスやサポートを無料で受けることができます。
各事業所を訪問しますので、会社で健康相談を受けられます。

健診結果を提供すると、メリットはありますか?
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6 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

FAX番号

希望枚数 枚

電話番号

担当者名

〒

スキーリフト
共通利用補助券申込書

（例）1-3373協会番号

事業所規模上限枚数（被保険者数）

※発行枚数に限りがありますので、上表のように事業所規模（賛助会費区分）に応じて上限枚数を設定させていただきます。
　上限枚数をご確認の上、お申し込みください。なくなり次第受付け終了とさせていただきます。

H29年12月16日～H30年2月28日

●北陸電力

ライトレール富山港線ライトレール富山港線

●
タワー111

●ボルファートとやま

オーバード
ホール●

富岩運河
環水公園

KNB●

総合体育館●

とやま自遊館●

富山駅

KNB入船別館2階
富山県社会保険協会300～399人

400～499人
500～749人
750人以上

1000人以上

100枚
150枚
200枚
250枚
300枚

140円
205円
250円
250円
250円

事業所規模 上限枚数 切手料金 事業所規模 上限枚数 切手料金
1～9人

10～29人
30～49人
50～99人

100～199人
200～299人

10枚
20枚
30枚
40枚
50枚
80枚

82円
82円
92円
92円
92円

140円

1日券 （平日） （3,100円）→2,300円

（4,100円）→3,300円

（2,100円）→ 1,300円

（2,700円）→ 1,900円

大人（中学生以上） 小人（小学生） 大人 小人（小学生）

1日券
（土日・祝日・年末年始）

4時間券

ナイター券

（3,100円）→2,300円

（2,100円）→1,300円

（2,000円）→  1,200円

（1,000円）→  200円

平成29年度 スキーリフト
 共通利用補助券のご案内

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・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。（ホームペ
ージ（各種申込書）から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。

※協会番号は、当協会からの封筒宛名下、又は
協会費納付書の領収書に記載してあります。

※10月20日から受付を開始しますが、補助券
の発送は11月中旬より行いますので、ご了承
ください。

利用対象者

申込方法

利用補助券に事業所名、氏名を記入して、下記スキー場のリフト券売場に提出されると、
下記の金額でお買い求めいただけます。
※シニア券をご利用の際は、運転免許証等の提示をお願いします。

ご利用方法

H29年12月22日～H30年2月28日

1日券

4時間券

ナイター券

大人（高校生以上）

（4,100円）→3,800円

（3,080円）→2,700円

（2,570円）→2,200円

（3,600円）→3,300円 （2,550円）→2,200円

（1,950円）→1,600円

（1,540円）→1,200円

シニア（60歳以上）平日 小人（小・中学生）

―

―

イオックスアローザスキー場
H29年12月23日～H30年2月28日

1日券

5時間券

ナイター券

大人（中学生以上）

（3,600円）→3,300円

（2,980円）→2,600円

（2,050円）→1,700円

（2,260円）→ 1,900円

（2,050円）→ 1,700円

（1,230円）→  900円

小人（小学生以下）

牛岳温泉スキー場

今年の冬は、ご友人やご家族とゲレンデでウインタースポーツを楽しみましょう！

立山山麓（極楽坂エリア・らいちょうバレーエリア）

申込様式



健康は 自分で作る 宝もの

SHAKAI HOKEN TOYAMA社会保険とやま 7

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

協会ホームページからもお申し込みができます URL http://www.shaho-toyama.or.jp

お申し込み・お問い合わせ

４月号でお知らせした講習会を
体験された事業所様からの報告

毎年当協会の講習を受けられて、健康に気をつけておら
れる魚津市の建設会社様です。
安全大会後の健康講習として、血液の役割や腸の大切さ

をお伝えしました。
血管年齢測定を受けられた方からは、「ストレス度が高い

ことがハッキリわかり、全体的にもかなり参考になった」「血
流アップ方法がわかったので、実践してみます」と、前向き
な感想をいただきました。
結果を知って終わりではなく、そこから実践につなげてい

くことにトライしてください。
身体は変えられます。是非、自分の身体を知ることから始めてくださいね。

広報してからたくさんの事業所様が体験されて、大変良かったと感想をいただいています。

千田建設株式会社の皆さま

血流アップ健康法 和田千恵子 講師

お話がわかりやすかったです

地域の福祉やボランティア活動、ホームヘルプサービス
を展開しておられる事業所様です。
「色がもつ力を知ることで、皆が癒されて日々の生活が穏
やかであればいいなと思い申し込みました。」
「日頃、相手の事ばかり考えて接している仕事です。家庭
でも家族優先。そんな中で自分が輝くためのお話は、あっと
いう間に１時間過ぎてしまった感じがしました。皆さんとて
も笑顔で帰っていかれたので、この講座を選んだことに大
満足です。」
色の話を聞いて癒される?楽しい？たった３秒で印象が決まる？じゃあ、どうすればいいの？
そんな疑問を解消したい方は、桃井先生の魅力的なトークを是非聞いてみてください。
きっと、魔法にかかったように世界が広がりますよ。

滑川市社会福祉協議会の皆さま

色育講座＆パーソナルカラー講座 桃井京子 講師

受講してみて大成功でした～

職場における健康講習会
回　数 1年に1回 就業後又は昼休み時間（約1時間）

場　所 皆様の事業所又はご希望の会場（各事業所で準備願います）
受講料 無料 人　数 8名以上（他事業所との合同参加も可能です）

インストラクターが

あなたの職場へ伺います!

NEW
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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

と
じ
て
保
管
し
ま
し
ょ
う

日本年金機構・社会保険協会からのお知らせ

●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。

平成29年11月・12月の年金出張相談所

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

 11月 10日㈮ 12月 8日㈮
 　̶̶̶  　　̶ ̶̶ 
 11月 1日㈬ 12月 6日㈬
 11月17日㈮ 12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

 11月 9日㈭ 12月 14日㈭
 11月28日㈫ 12月 26日㈫
 11月 14日㈫ 12月 7日㈭
 11月 16日㈭ 12月 21日㈭
 11月 15日㈬ 12月 20日㈬

※

※印は定例曜日と異なる日

※

氷見市役所
氷見商工会議所
射水市役所

 11月 8日㈬ 12月 13日㈬
 11月 22日㈬ 12月 27日㈬
 11月 21日㈫ 12月 19日㈫

 11月 7日㈫ 12月 5日㈫
 11月 14日㈫ 12月 12日㈫
 11月 24日㈮ 12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

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/

日本年金機構中部地域部 ／ 全国健康保険協会富山支部 ／ 富山県厚生部健康課
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各年金事務所・街角の年金相談センター富山では、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。
年金相談の時間延長のご案内

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

●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

ねんきん定期便についてのお問い合わせは 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

076-441-3926富山年金事務所 0766-21-4180高岡年金事務所

0765-24-5153魚津年金事務所 0763-33-1725砺波年金事務所

受信後は、ご案内のアナウンスが流れます。ご希望
の番号を選択いただくことで担当へのお取次ぎい
たしますので、その後、ご用件を申し付けください。

人工透析

皮膚の壊死
（腐る）
下肢切断

富山県からのお知らせ

糖尿病って
どんな病気？

糖尿病は細胞が活動するためのエネルギー源である血糖（血液中に含まれる糖）をうまく使えず、
血糖値が高くなります。そのため、血液中のあふれた糖が徐々に全身の血管を傷つけていきます。

糖尿病にならないために、
糖尿病と上手に付き合うために

1.年に1回は必ず健康診断を受けましょう
2.標準体重を目指しましょう
（参考：標準体重(㎏)=身長(ｍ)×身長(ｍ)×22）
3.バランスの良い食事を上手に食べましょう
●単品（丼・麺類）よりも野菜などの小鉢がついた
定食を選びましょう

●野菜から食べ、ゆっくりよく噛んで食べましょう
4.日常生活に運動を取り入れましょう
（会社やお店では階段を利用する、近くの目的地
へは歩きや自転車で 等）
5.健康診断で受診を勧められた際は、
必ず医療機関を受診しましょう
また、糖尿病治療中の方は主治医の
指導のもと、治療を継続しましょう

糖尿病の怖さ 糖尿病初期は無症状ですが、適切な治療
をせず放置すると深刻な合併症をおこします。

脳卒中
糖尿病網膜症
心筋梗塞
糖尿病腎症

糖尿病神経障害
閉塞性動脈硬化症

失明
放置すると

放置すると

放置すると

●糖尿病患者の寿命は日本人の平均寿命より
　男性9.6歳、女性13.0歳短い※1

●糖尿病になると、そうでない人に比べ
　がん発症のリスク 約1.2倍※2　認知症のリスク 約3倍※3

詳しくは県健康課ホームページ「糖尿病情報コーナー」をご覧ください。　富山県厚生部健康課

糖尿病って本当は怖い病気！？ 11月14日は
世界糖尿病デーです

さ
ら
に

※1 堀田暁ほか糖尿病2007;50（1）:47-61　※2 日本糖尿病学会,日本癌学会合同委員会報告
※3 九州大学大学院医学研究院環境医学分野久山町研究より


