
ホームページもご覧ください（一般財団法人）島根県社会保険協会からのお知らせ

浜田地区ソフトボール大会のお知らせ

会員事業主の皆さまへ

●鹿島総合体育館 ●スポーツクラブ隠岐 ●ラ・ペアーレ浜田
●テルサスポーツクラブ ●マリンタラソ出雲

対象施設

浜田会場 令和元年6月9日（日）
石見海浜公園グラウンド 益田会場 令和元年7月21日（日）

久々茂コミュニティー広場

社会保険の事務手続の申込ハガキはお送りいただきましたでしょうか。
希望された冊数により送り方が異なっています。

「2019年度版 社会保険の事務手続」の送付について
お願い

浜田支部主催の、今年度のソフトボール大会は次の日程で開催を予定しています。

開催のご案内及び参加申込書は、当協会のホームページ「お知らせ」に掲載しておりますのでダウンロードの上ご利用ください。
また、今までに参加されたチームには別途お知らせしますので、準備をよろしくお願いいたします。

申込ハガキを送ったのに同封されていない事業所様
●今年度の社会保険協会費をご納入いただいておりますでしょうか。
●送付先事業所名などが記載されていないハガキがあり、送ることができません。
※お心当たりの事業所様は、電話にて当協会までお申し出ください。

申込ハガキを送り忘れた事業所様
●ハガキをお送りください。保有冊数（在
庫）の範囲内でお送りいたします。

■1冊申込の事業所様には今月号に同封してお送りしております。
■2冊目以降をご希望の事業所様には、 事務手続1冊及び追加購入用FAX用紙を同封してお送りしております。
　（2冊目以降は、製販元から直接お送りいたします。）

7月からご利用いただける、2019年度の「プール・ジム
共通利用券」を今月号に同封いたしました。

「プール･ジム利用助成事業」について

●会員事業所変更届

ご案内

送信先：FAX番号 0852-27-5068 （一財）島根県社会保険協会

変更事項のみ記入してください
事業所記号

事業所名

－

所在地

01－いろは、松－いろは、01－ABC

変
更
後 電話番号

記入例

〒

事業所記号

事業所名

－

所在地

01－いろは、松－いろは、01－ABC

変
更
前 電話番号

記入例

〒

会員事業所さまの『所在地や名称等の変更』などがございましたら、お手数ですが、
下記様式にて当協会までご連絡をお願いいたします。
また、ホームページ「お知らせ」等からも変更届をダウンロードできます。

出雲市乙立町・立久恵峡

今年度から隠岐地区でも助成事業を開始いたします。
※6月末までは前回お送りしていますピンク色の券
　（平成30年度用）をご利用ください。

NEW スポーツクラブ隠岐
隠岐地区

隠岐郡隠岐の島町栄町1428　TEL.08512-2-7117

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

https://www.nenkin.go.jp/

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/shimane

http://www.shimane-shahokyo.or.jp
※次回の発行については令和元年7月を予定しています。

発行者／（一財）島根県社会保険協会
　　　　TEL.0852-27-5059
文書提供／松江・出雲・浜田年金事務所、
　　　　　全国健康保険協会島根支部

2019.5.20発行
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P2. 日本年金機構からのお知らせ
P3. 協会けんぽ島根支部からのお知らせ
P4. 島根県社会保険協会からのお知らせ

I n d e x助け合い  生きる安心  社会保険

藩校養老館（島根県鹿足郡津和野町）

1786年、津和野藩主・亀井矩賢によりに創設され、
森鷗外など優れた人材を輩出しました。掘割を泳ぐ
鯉と菖蒲が訪れる人の目を楽しませてくれます。
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制度詳細はホームページ 検索協会けんぽ島根　ヘルス・マネジメント認定制度

日本年金機構からのお知らせ 協会けんぽ島根支部からのお知らせ

●参加事業所が島根県内で拡大中です！

●ヘルス・マネジメント認定制度は　　　サポート事業が充実！

制度利用するためのエントリーはかんたん！

▶内外へのアピールで企業イメージ向上！
▶協会けんぽホームページに社名掲載ＰＲ！

▶社員皆様で健康年齢をチェック！（※2）

▶自社の従業員の健康リスクが一目
　でわかるカルテをご提供します（※1）

▶専門家が御社で無料講座を
　いたします
疾病予防 食生活
歯の健康 運　動
禁　煙 メンタルヘルス

子ども・子育て拠出金率が1,000分の3.4（0.34％）に改定

日本年金機構ホームページ掲載

※1 協会けんぽに10名以上の健診データがある場合のみ
※2 機器レンタルは認定事業所のみ

平成28年度

カルテ見本
（一部抜粋）

血管年齢測定器

平成29年度 平成30年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

■健康宣言事業所数（累計） ■認定事業所数（累計）

健康宣言事業所の証

▶山陰合同銀行、島根銀行
▶事業所向け・従業員向け（※3）

貸出金利優遇制度

各種
「健康づくり出前講座」

健康測定機器レンタル

ヘルス・
マネジメントカルテ

■松江年金事務所 TEL.0852-23-9540　■出雲年金事務所 TEL.0853-24-0045
■浜田年金事務所 TEL.0855-22-0670お問い合わせ先

郵送先

提出される場合は、岡山広域事務センターへ
直接郵送していただくようお願いします。

改元にかかるお知らせ 

算定基礎届は、その年の9月1日から翌年の8月31日までの標準報酬
月額を決定するために必要な届書です。この標準報酬月額は、厚生年金
保険料等の計算や将来受け取る年金額の計算の基礎となりますので、
正しく届出をするため、提出に向けて早めの準備をお願いします。

令和元年度の社会保険事務説明会
について

算定基礎届の提出は7月です。 

◎提出時期は7月1日から7月10日（水）までです。
◎届出の対象者は7月1日現在のすべての被保険者です。 

●通知書等の取扱い
改元日以降に送付される通知書等に、改元日後の日が「平成」で表記されている場
合でも、法律上の効果は変わらないため、有効なものとして取り扱われます。
また、改元日前に送付された国民年金保険料納付書の納付期間等に、改元日後の
日が「平成」で表記されている場合でも、同様に有効なものとして取り扱われます
ので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

子ども・子育て拠出金が改定されました

●電子申請
改元の実施に伴い、電子申請及び電子媒体による届出を行う際に使用している各プログラ
ムのバージョン変更を行います。令和元年5月1日以降に申請を行う場合には、 あらかじめ
プログラムの更新を行ってから申請手続きをしていただきますようお願いします。

●申請・届出様式（紙媒体）
令和元年5月以降も、新元号が記載されていない旧様式の用紙による届出は可能です。
なお、令和元年5月1日以後の日の元号の表記が「平成」と表記された用紙を利用して届出される際は、可能な限り、「令和」
に補正（二重線訂正、訂正印は不要）の上ご提出ください。 

〒700-8501 岡山市北区新屋敷町1-1-18
山陽新聞新屋敷町ビル5F

日本年金機構岡山広域事務センター

本年度の社会保険事務説明会を全国健康保険協会島根支部と合同で開催します。 
算定基礎届及び健康保険事業について説明を行います。
6月に開催する日程などは、 日本年金機構からあらためて案内文書が送付されます
のでご確認ください。

協会けんぽ島根支部は、事業所の皆さまの健康増進を応援するため、「ヘルス・マネジメント認定制
度」を推進しています。従業員の健康増進に企業全体で積極的に取り組んでいただくことによって、
企業の生産性がアップし、企業価値向上や企業イメージ向上が期待できます。

更新対象のプログラ
ムは、ホームページ上
に掲載しています。 

平成31年4月分（5月納付）から、

平成30年4月分から平成31年3月分までの期間は1,000分の2.9（0.29％）

されました。

参考

子ども・子育て拠出金につ
いては事業主が全額負担
することとなります。

出雲市斐川町・
荒神谷史跡公園 古代ハス

協会けんぽご加入の事業所様へ

ヘルス・マネジメント認定制度
ご登録はお済みですか？

健康宣言
事業所
拡大中！
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全被保険者の4人に1人が健康宣言事業所で勤務しています! 健康宣言事業所の7社に1社が認定を受けています。

健康宣言事業所 健康増進の取り組みを始めた事業所     認定事業所 取り組み内容が一定の基準を満たした事業所
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！
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75社
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75社
（卸売業）

貴社(H28年度)

貴社(H27年度)

島根支部(H28年度)

同業態(H28年度)

な
ど

体組成計

肺年齢測定器

楽しく
健康づくり
できますよ♪

社員の健康は
会社の財産

健診結果データや医
療費データにより、
自社の健康リスクを
「県平均」「同業種平
均」と比較すること
ができるスグレもの！

協会けんぽへエントリーシートを提出（FAX）するだけ
エントリーシート送付依頼
制度のお問い合わせは

※3 利用できる内容は健康宣言事業所・
　　 認定事業所で異なります

■協会けんぽ島根支部 TEL.0852-59-5140
■松江年金事務所 TEL.0852-23-9540　■出雲年金事務所 TEL.0853-24-0045
■浜田年金事務所 TEL.0855-22-0670お問い合わせ先
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●テルサスポーツクラブ ●マリンタラソ出雲

対象施設

浜田会場 令和元年6月9日（日）
石見海浜公園グラウンド 益田会場 令和元年7月21日（日）

久々茂コミュニティー広場

社会保険の事務手続の申込ハガキはお送りいただきましたでしょうか。
希望された冊数により送り方が異なっています。

「2019年度版 社会保険の事務手続」の送付について
お願い

浜田支部主催の、今年度のソフトボール大会は次の日程で開催を予定しています。

開催のご案内及び参加申込書は、当協会のホームページ「お知らせ」に掲載しておりますのでダウンロードの上ご利用ください。
また、今までに参加されたチームには別途お知らせしますので、準備をよろしくお願いいたします。

申込ハガキを送ったのに同封されていない事業所様
●今年度の社会保険協会費をご納入いただいておりますでしょうか。
●送付先事業所名などが記載されていないハガキがあり、送ることができません。
※お心当たりの事業所様は、電話にて当協会までお申し出ください。

申込ハガキを送り忘れた事業所様
●ハガキをお送りください。保有冊数（在
庫）の範囲内でお送りいたします。

■1冊申込の事業所様には今月号に同封してお送りしております。
■2冊目以降をご希望の事業所様には、 事務手続1冊及び追加購入用FAX用紙を同封してお送りしております。
　（2冊目以降は、製販元から直接お送りいたします。）

7月からご利用いただける、2019年度の「プール・ジム
共通利用券」を今月号に同封いたしました。

「プール･ジム利用助成事業」について

●会員事業所変更届

ご案内

送信先：FAX番号 0852-27-5068 （一財）島根県社会保険協会

変更事項のみ記入してください
事業所記号

事業所名

－

所在地

01－いろは、松－いろは、01－ABC

変
更
後 電話番号

記入例

〒

事業所記号

事業所名

－

所在地

01－いろは、松－いろは、01－ABC

変
更
前 電話番号

記入例

〒

会員事業所さまの『所在地や名称等の変更』などがございましたら、お手数ですが、
下記様式にて当協会までご連絡をお願いいたします。
また、ホームページ「お知らせ」等からも変更届をダウンロードできます。

出雲市乙立町・立久恵峡

今年度から隠岐地区でも助成事業を開始いたします。
※6月末までは前回お送りしていますピンク色の券
　（平成30年度用）をご利用ください。

NEW スポーツクラブ隠岐
隠岐地区

隠岐郡隠岐の島町栄町1428　TEL.08512-2-7117

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

https://www.nenkin.go.jp/

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/shimane

http://www.shimane-shahokyo.or.jp
※次回の発行については令和元年7月を予定しています。
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I n d e x助け合い  生きる安心  社会保険

藩校養老館（島根県鹿足郡津和野町）

1786年、津和野藩主・亀井矩賢によりに創設され、
森鷗外など優れた人材を輩出しました。掘割を泳ぐ
鯉と菖蒲が訪れる人の目を楽しませてくれます。
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