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平成 29 年
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No.

鰐淵寺（島根県出雲市）
弁慶伝説が多く残る名刹。紅葉が美しいことで知られ、
秋には鮮やかな赤のトンネルが参拝客を包み込みます。

日本年金機構からのお知らせ

11月は「ねんきん月間」です
この機会に年金加入状況の確認を!
日本年金機構は厚生労働省と協力して 11 月を「ねんきん月間」
と位置づけ、
公的年金制度の普及・啓発活動を行います。

公的年金は、老後の支えとしての役割だけでなく、若い時に障害を負ってしまった場合や、家計の支え手を
亡くした場合にも、もらうこと
（障害年金、遺族年金）
ができます。
「ねんきん月間」では、公的年金制度の

趣旨や仕組みを分かりやすく伝えるさまざまな取組を行っています。この機会に、公的年金について考えてみませんか ?
「ねんきん月間」
の趣旨は、ホームページをご覧ください。

「ねんきん月間」
の取組内容

市区町村役場、大学、祭事会場、商業施設など、全国各地のさまざまな場所で、
年金事務所職員などによる出張年金相談を行います。

大学や高校などで、学生向け年金セミナーを実施します。

（日本年金機構ホームページ上）
「わたしと年金」エッセイの優秀作品を発表します。

新任事務担当者説明会のご案内
対象者
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http://www.nenkin.go.jp/

日本年金機構ホームページ

開催日

12 月 7 日（木）

時

間

12 月 14 日（木） 13:30〜16:00
12 月 8 日（金）

次の方を対象に健康保険・厚生年金保険に
関する事務手続きの説明会を開催します。

出席を希望される方は、事前に年金事務所へ
電話にてご連絡ください。
会

場

※
くにびきメッセ（601 大会議室）

出雲市民会館（302 研修室）
浜田年金事務所（大会議室）

※駐車料金が必要な場合
は、各自でご負担いただ
きますようお願いします。

年末調整や確定申告に使用する

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されています
国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において、保険料全額が社会保険料控除の対象となります。

この社会保険料控除を受けるため、平成 29 年1月1日から10 月2日までの間に国民年金保険料を納付された方については、
「社会
保険料（国民年金保険料）
控除証明書」
が本年11月上旬にお届けするよう日本年金機構から送付されていますので、年末調整や確
定申告の際にはこの証明書
（又は領収証書）
の添付を従業員の方にご案内ください。

また、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、国民年金保険料を納付されたご本人
の社会保険料控除に加えることができます。

なお、平成 29 年10 月3日から12月31日までの間に今年初めて国民年金保険料を納付

された方については、翌年の2月上旬に送付されます。

照会先

ねんきん加入者ダイヤル 0570-003-004

（050 から始まる電話からおかけになる場合は 03-6630-2525）

お問い合わせ先
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にお問い合わせ
ください。

■松江年金事務所 TEL.0852-23-9540
■浜田年金事務所 TEL.0855-22-0670

■出雲年金事務所 TEL.0853-24-0045

協会けんぽ島根支部からのお知らせ

被扶養者（ご家族）の皆様の健康診査（特定健康診査）

「特定健診セット」で「がん検診」の受診を！
1 特定健診にがん検査項目等を追加した
「特定健診セット」
協会けんぽ加入の 40 歳〜74 歳までの被扶養者
（ご家族）
の皆様が対象となる特定健康診査
（以下特定健診と表示）
については、
被保険者（お勤めされている方）
が受診いただく生活習慣病予防健診に比べ、検査項目が少なく、
「特定健診だけでは検査項目が

少ない」
や「がん検診等も同時に受診したい」
等のお声をいただいておりました。このため、平成 29 年度より、これまでの特定健
診に各種がん検診等を追加し、健診内容を充実させた
「特定健診セット」を実施しております。

2 「特定健診セット」
の検査項目・費用について

1 特定健診の検査項目

2 特定健診セット（追加項目）

検査項目

●診察等 ( 問診・視診・触診・聴打診 )

●胸部レントゲン検査（肺がん）

●血中脂質検査
（中性脂肪、

●便潜血反応検査（大腸がん）●心電図検査

●胃部レントゲン検査（胃がん）

●身体計測
（身長・体重・腹囲）●血圧測定

●腎機能検査 ●末梢血液一般検査

HDLコレステロール、LDL コレステロール）

●視力検査、聴力検査 ●血中脂質検査（総コレステロール）

●肝機能検査 (GOT、GPT、γ-GTP)
●血糖検査 ●尿検査 ( 蛋白、糖 )

費用（窓口負担額）

●肝機能検査（ALP）●尿検査（潜血）

特定健診セット 1
※特定健診（ 1 ）のみの場合

2 11,980 円〜12,002 円

0 円〜1,947 円

注）健診機関により、窓口負担額が異なります。 注）
窓口負担額は、協会けんぽによる費用負担
（年度 1 回限り）
6,520 円を差し引いた後の額です。
注）受診時は
「特定健康診査受診券」
を提示いただく必要があります。

3 健診機関について

特定健診セットは受診できる健診機関が決まっております。詳しくは協会けんぽ島根支部ホームページを
ご覧いただくか、協会けんぽ島根支部までお問い合わせください。

4 特定健診セットを受けるまでの流れ
1

診査
健康
特定 診券
受

「特定健康
診査受診
券」
の受け取り
（自宅
に郵送）

2
ご希望の健診
機関へ予約
○△病院

3
特定健康診査受診券・保
険証を持って受診
※窓 口 負 担 額 も ご 用 意
ください

4
健診機関から健
診結果がご自宅
へ到着

注）
予約の際は、
「特
定健診セット」の希
望である旨を明確
にお伝えください。

検索
協会けんぽ島根支部ホームページ 協会けんぽ島根
手続きに関するお問い合わせ先 ■協会けんぽ島根支部 保健グループ TEL.0852-59-5204
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（一般財団法人）島根県社会保険協会からのお知らせ

冬期助成事業は

助成
事業

ボウリング・スキー・スケート・温泉利用

12 月 1 日開始です。

助成事業の対象は、平成 29 年度の社会保険

協会費を納めていただいている会員事業所
の被保険者及び被扶養者の皆様です。

今月の
「社会保険しまね」
11 月号に同封して
お送りした利用助成券をご活用ください。

ご報告

ホームページもご覧ください

「社会保険事務
初任者講座」が
終了しました。

サンマリン浜田を会場に、9月13日、
20 日、27 日の 3 日間に分けて開催
し、29 名の方が受講されました。

社会保険実務
基礎講座

出雲市民会館を会場に5か月間10回の講座ですが、
前半の適用・保険給付関係が終了し後半の年金給付
がスタートしています。

新規助成事業のご案内

《宿泊施設等の優待サービス》

島根県

4
形町741松江市堂 -27-5059
52
TEL.08

会員事業所の皆様への福利厚生事業として、次の契約施設を利用された場合、宿

所
×△事業

泊料金等の割引が受けられる「施設利用会員証」を発行いたします。出張やご家族

○

でのご旅行などにご利用ください。

●対 象 者 … 当協会会員事業所の被保険者及びその家族
●発行枚数 … 1 事業所 5 枚まで

●有効期限 … 2020 年 3 月 31 日まで

●申込方法 … 下記申込書または、当協会ホームページから
申込書をダウンロードし、必要事項を記入の
うえ、切手（82 円）を貼付した返信用封筒を同
封して郵送でお申し込みください。

●利用方法 … 各施設に電話等で予約し、
「島根県社会保険協
会の会員である。
」旨を伝えたうえで、直接ご
確認ください。利用当日は、
「施設利用会員証」
を施設に提示するなどが必要です。

対象施設

●船員保険会運営の 4 施設
●ホテル法華クラブグループの 17 施設
●高輪・品川プリンスホテルグループの 4 施設
●プリンスホテル優待プラン
（全国のプリンスホテル・スキー場・ゴルフ場等）
●湯快リゾート株式会社の 27 施設
●ダイワロイヤルホテルズ
（大和リゾート株式会社）の 27 施設
●かんぽの宿（日本郵政株式会社）の 50 施設
●その他「宿泊の 5 施設」
「日帰りの 10 施設」

※契約施設及び優待内容等の詳細は、当協会ホームページ
「助成事業」
又は
「お知らせ」
をご確認ください。

なお、プリンスホテル優待プラン及びダイワロイヤルホテルズの優待内容確認には、専用パスワード
（「施設利用会員証」送付時にお知らせします。）が必要です。

「施設利用会員証」申込書 事業所記号

−

記入例 01−いろは、松−いろは、01−ABC

電話番号
事業名
〒
所在地

FAX番号
申込枚数

枚

担当者名
社会保険に関する各種書類のダウンロードや、最新の情報はこちらから!
日本年金機構
全国健康保険協会島根支部
島根県社会保険協会
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http://www.nenkin.go.jp/
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/shimane
http://www.shimane-shahokyo.or.jp
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※次回の発行については平成 30 年 1 月を予定しています。

