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令和 4年　7 月号

～島根県の名所空撮～

出雲市 日御碕灯台

明治36年（1903）に設置された
「出雲日御碕灯台」は、島根半島の
最西端の断崖にそびえる真っ白な
外壁の石造灯台。塔高は43.65m、
海面からは63.30mもあり、日本
一の高さを誇り、2022年に「国指
定重要文化財」に選ばれています。
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※次回の発行については令和 4年 9月を予定しております。
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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　　
ホームページも
ご覧ください

募　集

社会保険実務初任者講座が終了しました

　社会保険事務経験が１年未満の方を対象として、１日３時間の講座
を３日間（合計９時間）開催し、出雲会場（出雲市民会館）２０人、
浜田会場（サンマリン浜田）７人の方に受講いただきました。
　受講者の皆さんは、採用、退職時等に必要な各種届出、社会保険料
の計算と納付方法、年金給付及び健康保険の給付等について熱心に受
講されていました。

お知らせ

「海の家･山の家共通利用券」についてお知らせ

　令和４年度の「海の家・山の家共通利用券」を同
封してお届けしました。
　ご利用開始は令和４年７月１６日からです。
　「海の家・山の家」ご利用の際には、事業所で証
明を受けた「海の家・山の家共通利用券」を各施設
へ提出していただきますようお願いします。

松 江

雲 南

会　　場 開　催　日 定 員 申込締切
くにびきメッセ
（501大会議室）
三刀屋交流センター
（2Ｆ 多目的ホール）

9月22日（木）

9月 6日（火）

9月21日（水）

9月13日（火）

9月 8日（木）

9月26日（月）

8月29日（月）

75名

30名

出 雲 出雲市民会館
（301会議室） 75名

大 田 あすてらす
（研修室６） 30名

浜 田 サンマリン浜田
（研修室 Ａ・Ｂ） 25名

益 田 ジュンテンドー研修センター
（第２研修室） 25名

実務講座「社会保険と労働保険」のお知らせ

　社会保険（健康保険・厚生年金保険）と労働保険（雇用保
険・労災保険）の、「それぞれの制度の概要」を中心に「取り
扱う保険内容の違い」等々について解説いたします。

※定員に到達次第締め切りますので、お早めに申込願います。
注）新型コロナウイルス感染症の影響により中止する場合もございます。

いずれの日も１３時３０分～１６時３０分まで
社会保険労務士
会員事業所様を対象とした講座で、無料です。
（交通費等の経費は受講者負担）
次の①または②により申し込んでください。
①ホームページから直接申し込んで（入力して）ください。
②ホームページに掲載する受講申込書により、
ＦＡＸで申し込んでください。

時　間：
講　師：
受講料：

申　込：

社会保険ソフトボール大会について

　去る６月１９日（日）石見海浜公園において、第１１回浜田・江津・
邑智地区大会を開催しました。参加が２チームのため２試合の勝ち数、
失点数等により優勝を争いました。試合結果は次のとおりです。

　第３０回益田・鹿足地区大会は７月３１日（日）開催の
予定です。ホームページに掲載する参加申込書等により申し込んでください。
注）新型コロナウイルス感染症の影響により中止する場合もございます。

報　告

●優　勝：（株）しちだ・教育研究所
●準優勝：（有）島根環境保全センター
●最優秀選手：松本貴大（しちだ・教育研究所）
●優秀選手：大屋孝文(島根環境保全センター ) 

報　告 令和３年度の事業結果並びに決算が承認されました

　令和４年度定時評議員会において、令和３年
度事業結果並びに収支決算が承認されました。

　令和３年度の事業は、「社会保険しまね」及び「社会保険の事務手続」の発行、
通年のプール・ジム利用助成、夏期・冬期助成事業等、一部を除き計画通り実施
することが出来ました。
　各種実務講座では、新たにＷｅｂセミナーを開設し集合型実務講座と合わせて
338人の方に受講していただくことが出来ました。
　事業結果及び決算の詳細は、当協会ホームページ（アドレスは、このページの
下をご参照ください）に掲載していますのでご覧ください。なお、当協会のホー
ムページをご覧になれない会員事業所の皆様には、掲載内容をお送りすることと
していますので、電話等によりご連絡ください。

● 流動資産合計　１８，２８３，１４５円
● 流動負債合計　　１，６８４，３７７円
● 正味財産合計　６６，６９０，２６８円
● 固定資産合計　５２，９５８，０２８円
● 固定負債合計　　２，８６６，５２８円　
（貸借対照表数値を掲載しています。）

浜田会場

益田会場
募　集 会員限定Webセミナー
　　受講者募集のご案内

　現在動画配信中の Web セミナー「社員の採用
と社会保険の手続」の第３回募集を行ないます。
●募集期間：７月１５日から７月３１日まで
●動画配信：８月　１日から８月３１日まで
当協会ホームページから申込いただいた方へ動画
閲覧用パスワード等をお送りします。
詳細は、ホームページ「事業案内 → 講習会・セ
ミナー」でご確認願います。

社会保険しまね 検索

https://www.shimane-shahokyo.or.jp/

社会保険しまね 検索

※三密を避けるため、定員を制限して募集しています。



協会けんぽ島根支部からのお知らせ　　

■協会けんぽ島根支部  TEL.0852-59-5139　営業時間 8：30～ 17：15（土日祝除く）本件に関するお問い合わせ先
協会けんぽ島根支部ホームページ 協会けんぽ島根 検 索

協会けんぽ島根支部より大切なお知らせ

加入者の皆様が予防・健康づくりに取り組むことで、健康度の向上や将来の医療費の適正化にもつな
がるよう、保健事業の指標における支部間の実績格差の解消及び協会全体の底上げを図るため。

インセンティブ制度の見直しについて

風しんの抗体検査を受けましょう

43～60歳の男性は、周囲に風しんの感染を拡大させる可能性があります

見直し
理由

指標の見直し（令和4年4月1日より）

インセンティブ制度とは、加入者の皆様の取り組みを健康保険料に反映させる制度です。詳しくはこちら

上位23支部から上位15支部に減算対象を絞ることで、インセンティブによる保険料率へのインパクトを強めます。
①インセンティブの適用範囲の変更

予防・健康づくりの取り組みにより一層努めるため、前年度からの伸び率（対前年度比）
を重視する配分に変更します。

②各指標の評価割合や配点の変更

加入者の行動がより実績に反映されるように、新たに健診受診後から受診勧奨通知を
送付するまでの期間の医療機関受診率も含めて評価します。

③指標４の対象期間の変更（指標４:医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率）

お問い合わせ先：企画総務グループ　0852-59-5140

ご質問等はお近くの市町村へお問い合わせください

● 「風しん」は、風しんウイルスによっておこる急性の感染症です。
● 発熱や、咳、発疹等が主な症状で、軽症や無症状の方が多いですが、まれに重篤化もします。
● 非常に強い感染力をもち、症状が出る前や無症状でも、人から人へうつる可能性があります。
● 妊婦の方が感染すると、生まれてくる赤ちゃんに重篤な影響がある可能性があります。
● ワクチンで風しんを予防し、自分も、周りも、未来の命も守ることにご協力ください。

昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 54 年 4 月 1 日生まれの男性は、定期予防接種の対象とならなかった方です。風しん
にかかりやすく、職場や家庭、人混みなどで、周囲にも感染を拡大させる可能性が高いことが分かっています。
この方は厚生労働省の対策により、2024年度までは原則無料で抗体検査とワクチンを受けられるようになりました。
まず、ご自身が抗体を十分に持っているかどうか、抗体検査を受けてください。
抗体検査の結果、必要な場合はワクチン接種してください。

自治体は、居住する43歳～60歳※の男性を対象に、原則無料で風しんの「抗体検査」と「予防接種」を受けられる
クーポン券を配布しています。

クーポンの
使いどころ 1 職域の定期健康診断等 2 人間ドック 3 医療機関受診

（※昭和37年 4月2日～昭和54年 4月1日生の方の令和4年 4月2日時点の年齢）
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【説明動画およびガイドブックの掲載箇所】
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/santei.html

■ 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

各種手続きの詳細は、 日本年金機構ホームページをご覧ください。日本年金機構からのお知らせ　　

算定基礎届の届出について

社会保険手続きは電子申請でカンタンに!

050から始まる電話でおかけになる場合は、 03-6837-2913 2番 をお選びください

0570-007-123《ナビダイヤル》 2番 をお選びください

【ねんきん加入者ダイヤル (日本年金機構電子申請・電子媒体申請照会窓口 )】

お電話での電子申請のご利用に関するお問合わせ先はこちらです。

月~金曜日 : 午前8時30分~午後7時
第2土曜日 : 午前9時30分~午後4時

受
付
時
間 ※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。 

検 索日本年金機構

≪電子申請のご利用方法≫

1 STEP
Gビズ ID※1 の
アカウント取得

※1 Gビズ ID とは 1つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証システムです。
※2 届書作成プログラムとは届書を簡易に作成・申請できるプログラムで日本年金機構ホームページから無料でダウンロードできます。

2 STEP
申請データの
作成

3 STEP
届書作成プログラム※2

から申請

初めて電子申請を利用される方は

電子申請ご利用案内動画を
ご覧ください。
日本年金機構ホームぺージに、初めて電子申請をする
方向けの「電子申請ご利用案内動画」 を掲載しており
ます。 

提出にあたりご不明な点は

電子申請相談チャットを
ご利用ください。
日本年金機構ホームページに、電子申請に関するよくある
お問合わせに自動でお答えする電子申請相談チャットを
開設しています。24時間いつでも対応しています。

「Gビズ ID」の詳しい内容、手続きは、
Gビズ IDホームページをご覧ください。

検 索Gビズ ID

検 索わたしと年金エッセイ

　令和4年度の算定基礎届の提出期限は7月11日(月曜)です。期限までの提出が難しい場合は、
7月 12 日以降も受付いたしますが、 早期のご提出にご協力いただくようお願いいたします。
　また、 提出にあたっては、 算定基礎届事務説明 
【動画】・ガイドブック等をご覧いただき、 記入漏れ
や誤り等のないようよろしくお願いします。

日本年金機構になりすました偽メールおよび偽サイトへの案内にご注意ください。

　現在、日本年金機構になりすましたメールが確認されています。
年金や健康保険等に関するインターネット上での手続きは、e-Gov およびマイナポータルを経由
した電子申請による届出のみ可能となっております。
　なお、お客様の個人情報の入力等をメールでお願いすることはありません。 このようなメールは、 
日本年金機構からのメールではありませんので、 ログイン
せずに直ちにメールを削除してください。
　日本年金機構になりすました不審なサイトをクリックする
と、個人情報を抜き取られるサイトにつながる可能性があり
ますので十分にご注意ください。

※日本年金機構ホームページをご利用する際には、 
ブラウザのアドレス欄に、 日本年金機構ホーム
ページアドレス(https://www.nenkin.go.jp) 
が表示されていることを必ずご確認ください。 

令和4年度「わたしと年金」

　公的年金の大切さ、 応募者ご自身やご家族との公的年金のかかわりなど、 
「わたしと年金」をテーマにしたエッセイを募集します。詳細につきましては、 
日本年金機構ホームぺージをご覧ください。 
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1 STEP
Gビズ ID※1 の
アカウント取得

※1 Gビズ ID とは 1つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証システムです。
※2 届書作成プログラムとは届書を簡易に作成・申請できるプログラムで日本年金機構ホームページから無料でダウンロードできます。

2 STEP
申請データの
作成

3 STEP
届書作成プログラム※2

から申請

初めて電子申請を利用される方は

電子申請ご利用案内動画を
ご覧ください。
日本年金機構ホームぺージに、初めて電子申請をする
方向けの「電子申請ご利用案内動画」 を掲載しており
ます。 

提出にあたりご不明な点は

電子申請相談チャットを
ご利用ください。
日本年金機構ホームページに、電子申請に関するよくある
お問合わせに自動でお答えする電子申請相談チャットを
開設しています。24時間いつでも対応しています。

「Gビズ ID」の詳しい内容、手続きは、
Gビズ IDホームページをご覧ください。

検 索Gビズ ID

検 索わたしと年金エッセイ

　令和4年度の算定基礎届の提出期限は7月11日(月曜)です。期限までの提出が難しい場合は、
7月 12 日以降も受付いたしますが、 早期のご提出にご協力いただくようお願いいたします。
　また、 提出にあたっては、 算定基礎届事務説明 
【動画】・ガイドブック等をご覧いただき、 記入漏れ
や誤り等のないようよろしくお願いします。

日本年金機構になりすました偽メールおよび偽サイトへの案内にご注意ください。

　現在、日本年金機構になりすましたメールが確認されています。
年金や健康保険等に関するインターネット上での手続きは、e-Gov およびマイナポータルを経由
した電子申請による届出のみ可能となっております。
　なお、お客様の個人情報の入力等をメールでお願いすることはありません。 このようなメールは、 
日本年金機構からのメールではありませんので、 ログイン
せずに直ちにメールを削除してください。
　日本年金機構になりすました不審なサイトをクリックする
と、個人情報を抜き取られるサイトにつながる可能性があり
ますので十分にご注意ください。

※日本年金機構ホームページをご利用する際には、 
ブラウザのアドレス欄に、 日本年金機構ホーム
ページアドレス(https://www.nenkin.go.jp) 
が表示されていることを必ずご確認ください。 

令和4年度「わたしと年金」

　公的年金の大切さ、 応募者ご自身やご家族との公的年金のかかわりなど、 
「わたしと年金」をテーマにしたエッセイを募集します。詳細につきましては、 
日本年金機構ホームぺージをご覧ください。 

2



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/

https://www.shimane-shahokyo.or.jp

助けあい 生きる安心 社会保険

No.840

社 会 保 険
Index

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

令和 4年　7 月号

～島根県の名所空撮～

出雲市 日御碕灯台

明治36年（1903）に設置された
「出雲日御碕灯台」は、島根半島の
最西端の断崖にそびえる真っ白な
外壁の石造灯台。塔高は43.65m、
海面からは63.30mもあり、日本
一の高さを誇り、2022年に「国指
定重要文化財」に選ばれています。

社会保険
発行者 ｜（一財）島根県社会保険協会
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
※次回の発行については令和 4年 9月を予定しております。

2022.7.13 発行

通巻840号
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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　　
ホームページも
ご覧ください

募　集

社会保険実務初任者講座が終了しました

　社会保険事務経験が１年未満の方を対象として、１日３時間の講座
を３日間（合計９時間）開催し、出雲会場（出雲市民会館）２０人、
浜田会場（サンマリン浜田）７人の方に受講いただきました。
　受講者の皆さんは、採用、退職時等に必要な各種届出、社会保険料
の計算と納付方法、年金給付及び健康保険の給付等について熱心に受
講されていました。

お知らせ

「海の家･山の家共通利用券」についてお知らせ

　令和４年度の「海の家・山の家共通利用券」を同
封してお届けしました。
　ご利用開始は令和４年７月１６日からです。
　「海の家・山の家」ご利用の際には、事業所で証
明を受けた「海の家・山の家共通利用券」を各施設
へ提出していただきますようお願いします。

松 江

雲 南

会　　場 開　催　日 定 員 申込締切
くにびきメッセ
（501大会議室）
三刀屋交流センター
（2Ｆ 多目的ホール）

9月22日（木）

9月 6日（火）

9月21日（水）

9月13日（火）

9月 8日（木）

9月26日（月）

8月29日（月）

75名

30名

出 雲 出雲市民会館
（301会議室） 75名

大 田 あすてらす
（研修室６） 30名

浜 田 サンマリン浜田
（研修室 Ａ・Ｂ） 25名

益 田 ジュンテンドー研修センター
（第２研修室） 25名

実務講座「社会保険と労働保険」のお知らせ

　社会保険（健康保険・厚生年金保険）と労働保険（雇用保
険・労災保険）の、「それぞれの制度の概要」を中心に「取り
扱う保険内容の違い」等々について解説いたします。

※定員に到達次第締め切りますので、お早めに申込願います。
注）新型コロナウイルス感染症の影響により中止する場合もございます。

いずれの日も１３時３０分～１６時３０分まで
社会保険労務士
会員事業所様を対象とした講座で、無料です。
（交通費等の経費は受講者負担）
次の①または②により申し込んでください。
①ホームページから直接申し込んで（入力して）ください。
②ホームページに掲載する受講申込書により、
ＦＡＸで申し込んでください。

時　間：
講　師：
受講料：

申　込：

社会保険ソフトボール大会について

　去る６月１９日（日）石見海浜公園において、第１１回浜田・江津・
邑智地区大会を開催しました。参加が２チームのため２試合の勝ち数、
失点数等により優勝を争いました。試合結果は次のとおりです。

　第３０回益田・鹿足地区大会は７月３１日（日）開催の
予定です。ホームページに掲載する参加申込書等により申し込んでください。
注）新型コロナウイルス感染症の影響により中止する場合もございます。

報　告

●優　勝：（株）しちだ・教育研究所
●準優勝：（有）島根環境保全センター
●最優秀選手：松本貴大（しちだ・教育研究所）
●優秀選手：大屋孝文(島根環境保全センター ) 

報　告 令和３年度の事業結果並びに決算が承認されました

　令和４年度定時評議員会において、令和３年
度事業結果並びに収支決算が承認されました。

　令和３年度の事業は、「社会保険しまね」及び「社会保険の事務手続」の発行、
通年のプール・ジム利用助成、夏期・冬期助成事業等、一部を除き計画通り実施
することが出来ました。
　各種実務講座では、新たにＷｅｂセミナーを開設し集合型実務講座と合わせて
338人の方に受講していただくことが出来ました。
　事業結果及び決算の詳細は、当協会ホームページ（アドレスは、このページの
下をご参照ください）に掲載していますのでご覧ください。なお、当協会のホー
ムページをご覧になれない会員事業所の皆様には、掲載内容をお送りすることと
していますので、電話等によりご連絡ください。

● 流動資産合計　１８，２８３，１４５円
● 流動負債合計　　１，６８４，３７７円
● 正味財産合計　６６，６９０，２６８円
● 固定資産合計　５２，９５８，０２８円
● 固定負債合計　　２，８６６，５２８円　
（貸借対照表数値を掲載しています。）

浜田会場

益田会場
募　集 会員限定Webセミナー
　　受講者募集のご案内

　現在動画配信中の Web セミナー「社員の採用
と社会保険の手続」の第３回募集を行ないます。
●募集期間：７月１５日から７月３１日まで
●動画配信：８月　１日から８月３１日まで
当協会ホームページから申込いただいた方へ動画
閲覧用パスワード等をお送りします。
詳細は、ホームページ「事業案内 → 講習会・セ
ミナー」でご確認願います。

社会保険しまね 検索

https://www.shimane-shahokyo.or.jp/

社会保険しまね 検索

※三密を避けるため、定員を制限して募集しています。


