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▶富山県年金委員・健康保険委員大会（研修会）開催
▶賞与支払届について

「日本年金機構」からのお知らせ

▶宿泊施設利用補助券のお知らせ
▶社会保険事務担当講習会を終えて

「社会保険協会」からのお知らせ

▶高額療養費制度が変わります
▶申請書等は新様式をご利用ください
▶ホームページで申請書が作成できます

「協会けんぽ」からのお知らせ

「富山県」からのお知らせ

▶おいしくヘルシーに。お手軽 減塩のコツ
▶美食家のためのカラダおもてなしメニュー
　「とやまごころごはん」が県内24店舗で提供！
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中尾 智祐さん
第一交易株式会社

建築部
係長

第一交易の建築部で工事管理業務を行う彼が大切にしていることは、人とのつな
がりだ。常に丁寧な言葉遣いや細やかな気配りを心掛けて信頼関係を構築し、建
築現場を支えようと努めている。だからこそ、担当物件が地域の人々に愛される
街のランドマークとして誕生する瞬間、こうして携われたことを誇りに感じるのだ
という。そんな彼も休日は所属するサッカーチームで汗を流したり、2人の子供と
遊んで過ごすことが多い。「元気で、多くの仲間に囲まれる人間になってほしい」。
子供に対するその想いは、人との絆を大切に紡ぎ、今、たくさんの笑顔に囲まれ
ている彼だからこそ強く、深いもの。ビジネスにおける向上心と父親としての優し
さが、彼の芯の強さを作り上げている。



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

富山県年金委員・健康保険委員
大会（研修会）開催

去る平成26年11月14日㈮午後1時30分から「ボルファートとやま 真珠の間」において、富山県年金委員・健康保険委員
大会（研修会）が多数の年金委員・健康保険委員の出席のもと、盛大に開催されました。
大会では、冒頭に長年に渡り年金委員・健康保険委員（旧社会保険委員）としてご尽力いただいた方々に対する厚生労働
大臣表彰の伝達を始め、日本年金機構の表彰、全国
健康保険協会の表彰、富山県社会保険委員会連合会
長表彰を行いました。その後、厚生労働省東海北陸
厚生局年金調整課長の水上正史様から「年金制度改
正について」の研修講座があり、最後に今、県民の関
心の高い、来春開通予定の北陸新幹線について、「出
前県庁しごと談義」から、富山県知事政策局主幹の舟
根秀也様に「北陸新幹線が開通したら」と題してご講
演をいただき閉会となりました。
これからも年金委員・健康保険委員の皆様には、事
業所内における社会保険に関する良きサポーターと
して益々ご活躍されますようご期待申し上げます。
また、本大会の開催にあたり多大なご支援・ご協力
をいただきました皆様に深く感謝を申し上げます。

功労者表彰受彰者（敬称略）

◆厚生労働大臣表彰
関野　博美 （株式会社スカイインテック）［富山市］
中村　律子 （長七製麺株式会社）［小矢部市］

◆日本年金機構理事長表彰
中村　惣治 （株式会社リッチェル）［富山市］
中村正一郎 （医療法人財団 正友会 中村記念病院）［氷見市］
野手　浩子 （くみあい建設株式会社）［射水市］
加藤　久善 （YKK株式会社）［黒部市］
川合　一敏 （医療法人社団 良俊会ふくの若葉病院）［南砺市］

◆日本年金機構中部ブロック本部長表彰
杉政　　晃 （交通企画株式会社）［富山市］
桐林　　豊 （近藤建設株式会社）［富山市］
中西　栄二 （株式会社中西電気）［黒部市］
藤森　正昭 （京セラサーキットソリューションズ株式会社富山入善工場）
　　　　　 ［入善町］
南野　和之 （ニットービバレッジ株式会社）［朝日町］
河除　　悟 （株式会社スリー・ティ）［砺波市］
宮崎　律子 （株式会社日本ビルサービス）［南砺市］

◆全国健康保険協会理事長表彰
中村　惣治 （株式会社リッチェル）［富山市］
中村正一郎 （医療法人財団 正友会 中村記念病院）［氷見市］
野手　浩子 （くみあい建設株式会社）［射水市］

◆全国健康保険協会富山支部長表彰
杉政　　晃 （交通企画株式会社）［富山市］
桐林　　豊 （近藤建設株式会社）［富山市］
河除　　悟 （株式会社スリー・ティ）［砺波市］
宮崎　律子 （株式会社日本ビルサービス）［南砺市］

◆富山県社会保険委員会連合会長表彰
池原　桂二 （日本海建興株式会社）［富山市］
増田　慶子 （一般財団法人北陸電気保安協会）［富山市］
水口　純克 （株式会社富山育英センター）［富山市］
高井　　充 （富山交易株式会社）［富山市］
柴田　一則 （高岡商工会議所）［高岡市］
太田　好昭 （伏木海陸運送株式会社）［高岡市］
矢田部富士男 （氷見商工会議所）［氷見市］
寺田　　晃 （ビニフレーム工業株式会社）［魚津市］
池田　泰恵 （北星ゴム工業株式会社）［黒部市］
酒井佐和子 （有限会社酒井工業コンサルタント）［朝日町］
橋本　　昇 （砺波工業株式会社）［砺波市］
北川　輝男 （株式会社北川電機商会）［南砺市］
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被保険者に賞与を支払ったときは、支払日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険　被保険者賞与支払届」
及び「健康保険・厚生年金保険　被保険者賞与支払届総括表」を提出することとされています。この届出により、
保険料額や年金額等の計算の基礎となる「標準賞与額」を決定します。

日本年金機構へあらかじめ、賞与支払予定月を届出いただいている事業所には、賞与支払予定月の前月に被保険者氏名等が記載された届出用紙
が送付されますので、賞与支払届に支払年月日や被保険者ごとの賞与額などを記載し、賞与支払届総括表とともに提出してください。
また、賞与支払予定月以外に賞与を支払った場合や、賞与支払予定月を届出していない事業所において賞与の支払いがあった場合には、「賞与支

払届」、「賞与支払届総括表」をお近くの年金事務所または日本年金機構ホームページより取り寄せていただき、ご記入のうえ提出してください。
なお、賞与支払予定月に支払がなかった場合は、賞与支払届総括表に支払額"0"とし、「支給・不支給」欄の「不支給・1」に○を付けて提出してください。

被保険者ごとに支払賞与額を届け出ます

平成26年4月より産前産後休業期間につきましても、届出により、育児休業期間と同じく保険料免除を受け
ることができるようになりました。
産前産後休業および育児休業にかかる保険料期間中に支払われた賞与についても、保険料免除の対象にな

りますが、当該期間中に賞与が支払われた場合は、賞与支払届及び賞与支払届総括表の提出が必要です。

産前産後休業期間中および育児休業期間中の取扱い

資格取得月（資格取得日以降）に支払われた賞与は保険料賦課の対象となりますが、資格喪失月に支払われた賞与は保険料賦課の対象とはな
りません。ただし資格取得と同月に資格喪失があった場合は、資格取得日から資格喪失日の前日までに支払われたものであれば対象となります。

資格取得月・資格喪失月に支給された賞与

賞与を支給したときは
『賞与支払届』を提出しましょう

賞与を支払ったときも、健康保険・厚生年金保険の保険料を納めること
となっています。賞与にかかる保険料額は、被保険者に支払われた賞与の
総支給額の千円未満を切り捨てた額（「標準賞与額」といいます。）に、健康
保険・厚生年金保険それぞれの保険料率を掛けた額となり、事業主と被保
険者が折半で支払います。
「標準賞与額」の対象となる賞与は、名称にかかわらず労働者が労働の
対償として受けているもののうち、年3回以下の回数で支給されるもので
す。なお、年4回以上支給される賞与は、標準報酬月額の対象とされます。

年3回以下の賞与が標準賞与額の対象となります

対象となるもの

賞与（役員賞与含む）、
ボーナス、期末手当、
冬期手当、越年手当、
勤勉手当、繁忙手当、

年末一時金等、年3回以下
の回数で支給されるもの

年4回以上
支給されている賞与

（標準報酬月額の対象となる）

結婚祝い金
大入り袋など

対象とならないもの

賞与分の保険料は、毎月の保険料と合わせて翌月の納入告知書で納付します。事業主は、被保険者負担分を賞与の支払時に控除することが
できます。

賞与分も毎月の保険料とともに納付します

※70歳以上の人は、厚生年金保険の被保険者とならないので、健康保険のみ控除（納入）します。75歳以上の人は、健康保険の被保険者とならないので、健康保険分の控除（納入）も不要です。
昭和12年4月2日以降生まれの70歳以上の方については、「厚生年金保険70歳以上被用者賞与支払届」をあわせてご提出いただくことになります。

被
保
険
者

事
業
主

日
本
年
金
機
構

賞与支給

①被保険者負担分をあ
　らかじめ控除して支給

② 支給から5日以内に届出

③ 納入告知書（毎月分とまとめて）

④ 保険料納入（毎月分とまとめて）
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健康は 自分で作る 宝もの

からのお知らせ

全国健康保険協会
協会けんぽ

平成27年1月から

高額療養費制度が変わります

お問い合わせ先 業務グループ TEL 076-431-6155

ご利用には、協会けんぽへ事前に申請が必要です。
「限度額適用認定申請書」をホームページからダ
ウンロード（お電話いただければ、郵送いたしま
す。）していただき、ご提出ください。折り返し、「限
度額適用認定証」をご自宅へお送りします。

70歳未満の方が保険証と併せて限度額適用認定証を
医療機関窓口に提示すると、入院時等の1ヵ月（1日から
月末まで）の窓口でのお支払いが、自己負担限度額ま
でで済み、高額療養費の申請が不要になります。

入院・高額な外来が見込まれる時は「限度額適用認定証」をご利用ください！

平成27年1月診療分から

被保険者の所得区分 自己負担限度額 多数該当
❶ 区分ア
　  （標準報酬月額83万円以上の方） 252,600円＋（総医療費－842,000円）×1% 140,100円

93,000円167,400円＋（総医療費－558,000円）×1%❷ 区分イ
　  （標準報酬月額53万円～79万円の方）

44,400円80,100円＋（総医療費－267,000円）×1%❸ 区分ウ
　  （標準報酬月額28万円～50万円の方）

44,400円57,600円❹ 区分エ
　  （標準報酬月額26万円以下の方）

24,600円35,400円❺ 区分オ（低所得者）
　  （被保険者が市区町村民税の非課税者等）

注）「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

平成26年12月診療分まで

被保険者の所得区分 自己負担限度額 多数該当
❶ 区分A
　  （標準報酬月額53万円以上の方） 150,000円＋（総医療費－500,000円）×1% 83,400円

44,400円

24,600円

80,100円＋（総医療費－267,000円）×1%

35,400円

❷ 区分B
　  （区分Aおよび区分C以外の方）

❸ 区分C（低所得者）
　  （被保険者が市区町村民税の非課税者等）

注）「区分A」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分A」の該当となります。

高額療養費制度とは、1ヵ月に医療機関等の窓口で支払った医療費（※）が自己負担限度額を超えた場
合、超えた金額が申請により払い戻される制度です。
自己負担限度額は、年齢および所得状況により決められていますが、今回、70歳未満の方について、現
行の3区分から5区分に細分化され、負担能力に応じた区分に変わります。
※入院した時の食事代や差額ベッド（個室）代などの保険外の負担分は対象となりません。
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～7月から様式を変更しています～

申請書・届出書は
新様式をご利用ください！

平成27年1月26日開始予定

ホームページで申請書を
作成できるサービスが始まります！

お問い合わせ先 業務グループ TEL 076-431-6155

※旧様式でご提出いただくと、給付金の支払いが遅延します。新様式をご利用くださいますようお願いいたします。
※旧様式をお持ちの場合は、大変お手数ですが、破棄していただきますようお願いいたします。

※これに伴い、電子申請サービスは平成27年1月1日から休止させていただきます。

提出までの流れ

協会けんぽの
ホームページに
アクセス

項目が入力された
申請書を印刷

ご加入の
協会けんぽ支部へ
提出（郵送可）

画面に表示される
項目を入力

1 2 3 4

メリット1 記入する項目の説明を参照しながら入力できます！

メリット2 記入漏れ等が自動でチェックされます！

メリット3 記入漏れ・記入誤りによる再提出の手間が少なくなります！

ホームページ
からダウンロード
できます。

富山支部窓口で
配付しています。

お電話（076-431-6155）
いただければ、
希望部数を
郵送いたします。

新様式の入手方法は…
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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

〒
（TEL　　　　　　　）（FAX　　　　　　　）

〒
（TEL　　　　　　　）（FAX　　　　　　　）

宿泊利用補助券申込書

（例） 1-3373

健康保険証番号

代表者連絡先

事業所所在地

利用者氏名

協会番号

事業所名

利用年月日

協会会員事業所の被保険者と被扶養者（宿泊に
限ります）
▪下記申込書に必要事項を記入のうえ、宿泊日
の3ヵ月から10日前までに、返信用封筒と切
手（20枚まで82円、21～50枚まで92円切
手）を同封し、当協会へ送付してください。

　なお、社会保険協会へ直接受け取りに来られ
る場合は、FAX(076-433-3664)でのお申込
みも可能です。

▪「宿泊利用補助券」の申込みは、各施設への
宿泊のご予約をされた後にお願いします。

▪後日、利用日を明記した「宿泊利用補助券」を
送付しますので、ご利用の施設へ提出願いま
す。

利用対象者

申込方法

申込様式

対象施設

1人1年度1回のみ　1,000円補助
（連泊されても1,000円の補助です）

補助金額

健康保険「宿泊施設利用補助」の
お知らせ
今年の冬は家族でゆったり温泉に入りませんか。　

富山県社会保険協会では、契約施設での
ご宿泊利用料の補助を行っております。
日頃のストレス解消に、是非ご利用ください。

つるぎ恋月
中新川郡上市町湯上野1　TEL（076）472-6333
http://www.tsurugi-koizuki.com/ 

つるぎ恋月
中新川郡上市町湯上野1　TEL（076）472-6333
http://www.tsurugi-koizuki.com/ 

ひみのはな
氷見市姿400　TEL（0766）79-1324
http://www.himinohana.jp/

ひみのはな
氷見市姿400　TEL（0766）79-1324
http://www.himinohana.jp/

九殿浜温泉、ナトリウム
塩化物泉。微弱な硫化水
臭と弱い塩味を有した弱
アルカリ性で湯ざわりは
なめらか。足湯、つぼ湯、
サウナもあります。

温泉ガイド

アルカリ性単純温泉。
美肌効果があり、湯あが
り時の肌のしっとり感が
格別です。

温泉ガイド

平成　年　月　日～平成　年　月　日

利用施設名

注） ※利用料金など詳しいことは、各施設に直接お問合せください。
 ※他の割引との併用、宿泊パックには利用できませんのでご了承ください。
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(一財)富山県社会保険協会からのお知らせ

社会保険事務担当者講習会を終えて

富山県からのお知らせ

県では、高血圧で医療機関に通院している方が、年々増加しています。高血圧の予防（治療）には「減塩」が効果的
です。今回は、外食で手軽に実践できる減塩方法をご紹介します。

今年度も、6月、9月、11月に計14回の社会保険事務担当者講習会を開催し、
延べ1,700名の方にご参加をいただきました。
この講習会の講師は、ベテランの社会保険労務士にお願いしているので、参
加者の皆さんからは、大変わかりやすいと好評です。
講義についても、社会保険、労働保険等と幅広い内容になっているため、事務
処理に役立っていると喜ばれています。
また、使用するテキストも参考になると大変好評なので、毎年参加される事業
所さんもおられます。
講義の中間には、インストラクターによる10
分程度の健康づくり講座を行いました。協会公
認の運動指導者が、毎回独自の健康体操を紹介
するので、何回も受講している人でも飽きるこ
となく楽しみながらリフレッシュされていました。
平成27年度は、魚津と砺波を広い会場に変
更して、多くの方に受講していただけるよう努
めますので、今まで来られなかった方も是非ご
参加ください。

おいしくヘルシーに。お手 コツ塩の軽減

その1 卓上調味料を使わない！ その3 栄養成分表示を活用！
●外食は味が濃いめなので、さら
　に足さないようにしましょう。
●しょうゆやソースは「かける」より
　も「つける」

食塩量を把握するために、外食では栄養成分表示
をしているお店がおすすめです！

県ホームページにおいて、
栄養成分表示をしているお店を紹介しています。

検索富山県　健康づくり協力店 

一般に販売されている多くの食品は、栄養成分表示がされて
います。「ナトリウム（g）」≠「食塩（g）」ではないので、注意が
必要です。

栄養成分表示の見方

1パック（130g）あたり
エネルギー
たんぱく質
脂質
炭水化物
ナトリウム

553kcal
9.9g
21.2g
80.8g
2200mg

ナトリウム400ｍg
＝食塩約1g

＊食塩（g）はナトリウム（g）×2.54
  で計算できます。
例:2.2g（2200ｍg）×2.54≒5.6g

その2 食塩の量が少ないメニューを選ぶ！
●丼よりも定食

●「炊き込みご飯」や「混ぜごはん」よりも「白いごはん」
●うどん、そばは「煮込み」や「かけ」よりも「ざる」

約1g減塩！

約1g減塩！

約2g減塩！

11月 健康保険・労働保険（新任）9月 年金・労働関係6月 適用・給付関係

家庭でも卓上に調味料を
置かないようにしましょう。
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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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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/

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 ／ 富山県厚生部健康課

【発行】

【記事提供】
（富山・高岡・魚津・砺波年金事務所）

平成26年12月20日
〈印刷所〉

1月27日㈫
2月17日㈫

砺波1月  8日㈭
2月12日㈭

魚津1月20日㈫
2月10日㈫

高岡1月13日㈫
2月  3日㈫

富山
個別健康相談（27年1月・2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27年1月・2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

 1月 9日㈮ 2月 13日㈮
 1月 13日㈫ 　　̶̶̶ 
 1月 7日㈬ 2月 4日㈬
 1月 16日㈮ 2月 20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

 1月 8日㈭ 2月 12日㈭
 1月 27日㈫ 2月 24日㈫
 1月 13日㈫ 2月 10日㈫
 1月 15日㈭ 2月 19日㈭
 1月 21日㈬ 2月 18日㈬

氷見市役所
氷見商工会議所
新湊地区行政センター

 1月 14日㈬ 2月 12日㈭
 1月 28日㈬ 2月 25日㈬
 1月 16日㈮ 2月 20日㈮

 1月 7日㈬ 2月 4日㈬
 1月 13日㈫ 2月 10日㈫
 1月 22日㈭ 2月 26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

富山県栄養士会と県内の飲食店が協力して、県民の健康増進や北陸新幹線の開業に伴い増加する観光客の
もてなしのため、旬の富山県産食材を使用したおいしく栄養に配慮したメニューを制作しました。

美食家のためのカラダもてなしメニュー
「とやまごころごはん」が県内24店舗で提供！

検索富山県　とやまごころごはん ※店舗などの詳細は、県健康課ホームページにてご覧ください。

❶おいしい！ ❷食事の
バランスがよい！

❸エネルギー・塩分が控
えめで、野菜はたっぷり！

❹季節の富山県産
食材を使用

バランスの良い食事とは、「主
食・主菜・副菜」がそろった食事
です。

約650kcal
エネルギー

3g以下
塩　分

150g以上
野　菜

とやまごころごはんの基準 （単品ではなく、定食、ご膳、コース等1食あたり）

主 食 主 菜 副 菜

おいしい、栄養に配慮されたメニューを是非食べてみませんか？
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