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令和 5年　3 月号

～島根県の名所空撮～

津和野町 津和野城跡

津和野城は鎌倉時代吉見頼行公が
30年かけ築城したもので三本松城
とも呼ばれています。その城跡は
石垣や石畳が残るのみですが、秋～
冬にかけ、城下町を覆う朝霧に、浮
かぶ姿は、まるで「天空の城」です。
スケールの大きさに圧倒されます。
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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

島根スサノオマジックのホームゲーム観戦チケット助成のご案内

　「島根スサノオマジック観戦助成券」を同封しておりま
す。助成券に必要事項の記入及び事業所印を押印のうえ、
右記ホームゲームでご利用ください。
　助成券１枚で、当日券(2階自由席)１枚が500円（大人
／子ども共通）で購入できます。
　詳しくは同封の観戦助成券チラシをご覧ください。
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②

３月25日(土)

３月26日(日)

４月 5日(水)

４月12日(水)
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⑤

⑥
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４月15日(土)

４月16日(日)

４月29日(土)

４月30日(日)

助 成 対 象 試 合 日 程

※各試合とも先着30名様限りです！
※当日の販売状況によっては、立見エリア(無料)
をご案内する場合があります。

お知らせ

お知らせ

令和５年度 社会保険協会費納入のお願い

『令和５年度版「社会保険の事務手続」申込書』（ハガキ）を同封しております

　令和４年度の事業もおかげ様で、無事、実施することができました。あり
がとうございました。
  ご存じのように、当協会の事業に要する費用は、事業主の皆様方にご理解を
いただき、年１回納めていただきます社会保険協会費が唯一の財源でござい
ます。
　令和５年度の会費納入のお願いを同封させていただきましたので、引続き
ご理解、ご協力をいただき、会費の納入をよろしくお願いします。

　例年、会員様に無償配布しております「社会保険の事
務手続」につきましては、『令和５年度版「社会保険の
事務手続」申込書』（ハガキ）を同封しておりますので、
ご希望の事業所様は４月１７日までに必要事項を記入
のうえ送付願います。

募　集 会員限定Webセミナーのご案内

　令和５年４月から講習内容を更新して動画配信いた
します。
　テーマは「健保･厚年の被保険者資格と適用拡大」
です。約 30 分のセミナーで加入手続きや被保険者適
用基準の拡大等について解説します。ぜひご参加くだ
さい。受講料は無料です。
●募集期間：３月１５日から３月３１日まで
●動画配信：４月　１日から５月　８日まで
●募集定員：３００人
申し込み方法は以下のとおりです。
申し込みいただいた方へ動画閲覧用パス
ワード等をメールでお送りします。

最新の開始時刻等、詳細は島根スサノオマジックＨＰ等でご確認ください。

令和４年度「年金給付実務講座」を
開催しました

　２月２日の雲南会場をスタートに松江・出雲・大田・浜田・益
田の６会場において「年金給付実務講座」を開催しました。社会
保険労務士を講師に迎え「６０歳以後の年金額調整のしくみ」を
テキストに詳しく解説いただきました。受講された皆様には新型
コロナ感染予防対策にご協力をいただき、全６会場で 163 名の方
に受講いただきました。

報　告

令和４年度の「冬期助成事業」は終了しました

　今年度の冬期助成事業は、２月末で終了いたしました。ご活用いた
だけましたでしょうか。なお、令和４年度に発行しました「プール・
ジム」の施設利用割引券については、６月末まで利用可能ですので
ご活用願います。

報　告

重複納付にご注意ください！
　　払込票は、①山陰合同銀行払込票と ②ゆ
うちょ銀行･コンビニエンスストアでの払込
票の２種類あります。ご納入いただいた際
には、未使用の払込票は破棄してください。

２冊以上ご希望の場合は、別途、購入
のご案内をお送りします。
なお、価格については、昨年度から改定
されていますのでご確認ください。

当協会ホームページ
［ 事業案内 → 実務講習会・セミナー ］の
受講申し込みフォームから登録してください。

申込
方法

鳥取県民体育館

鳥取県民体育館

カ ミ ア リ ー ナ

松江市総合体育館

松江市総合体育館

松江市総合体育館

松江市総合体育館

松江市総合体育館



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）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

令和5年度の保険料率が決まりました！

生活習慣病予防健診の自己負担額が安くなります！

子宮頸がん検診、乳がん検診、肝炎ウイルス検査の自己負担額も同様に軽減します。

被保険者の皆さまの健康維持・増進のため、生活習慣病予防健診等の自己負担額を令和５年４月から軽減します。

　協会けんぽの生活習慣病予防健診は、血圧測定、血液検査、尿検査、心電図検査、胸部レントゲン検査、胃
部レントゲン検査、便潜血反応検査等があります。
　メタボリックシンドロームとともに、肺がん、胃がん、大腸がん、（子宮頸がん、乳がん）の検査項目が含まれ
ていますので、ぜひご利用ください。
※子宮頸がん検診、乳がん検診は、一般健診に追加で受診できる検診です。別途自己負担が必要となります。

健康保険料率（島根支部）

10.35％（現行） ▶ 10.26％（令和５年３月分（４月納付分）から）

介護保険料率（全国一律）

1.64％（現行） ▶ 1.82％（令和５年３月分（４月納付分）から）
※健康保険料率、介護保険料率ともに任意継続は４月分（４月納付分）からです。

協会けんぽ島根支部キャラクター　しまめちゃん

対象：35歳～74歳の被保険者（ご本人）

一般健診

令和5年4月から！

軽減前　最高７，１６９円 軽減後　最高５，２８２ 円

付加健診とは、肝臓、胆のう、腎臓といった腹部の臓器の様子を調べるための腹部超音波検査や、動脈硬化な
どを見つける手がかりとなる眼底検査といった、より詳細な健診です。

（令和６年４月より、対象年齢が現行の 40歳、50歳に加え、45歳、55歳、60歳、65歳、70歳も対象となります。）

付加健診 軽減前　最高４，８０２円 軽減後　最高２，６８９ 円

詳しくは、特設ページをチェック！
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■ 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　　

オンライン事業所年金情報サービスを開始しました。

1 GビズIDのホームページを開く

2申請書を作成
3 GビズID運用センターに申請書
と印鑑証明書を郵送

4承認メールが届く

GビスIDのアカウントを取得 届書を作成 届書データを申請

検 索GビズID
https://gbiz-id.go. jp

検 索日本年金機構

5 日本年金機構のホームページか
ら届書作成プログラムをダウン
ロード

6 届書作成プログラムを開き、起
動メニューの「届書の作成」ボ
タンを押下

7 届書の内容を入力
8届出データが作成される

9 届書作成プログラムを開き起動
メニューの「届書の申請・申請
状況の照会」ボタンを押下

10 申請者情報を入力
11 申請ボタンを押下してGビズ
IDにログイン

12 申請完了

令和5年1月10日 （火） から、 事業所の方向けに、 社会保険料額情報・保険料増減内訳書・算出内訳書・被保険者
データ ・決定通知書等について、 電子データで受け取れるサービスを開始しました。

 事業主の方が、毎月の社会保険料額情報等の電子データを「e-Gov」※1 のマイページで受け取れるサービスです。
利用申込みから各種情報・通知書の受け取りまでがオンラインで完結し、 初回の申込み以降は定期的に受け取れ
ます。利用するためには、「Gビズ ID」※2 が必要となります。
※1 「e-Gov 電子サービス」は、テジタル庁が運営し、国の行政機関に対する申請・届出等各種手続きをオンラインで行うことができるものです。
※2  「GビズID」とは、テジタル庁が運営する認証システムで、1つのアカウント(ID・パスワード)で複数の行政手続きが可能となるサービスです。

サービスを利用すると以下のメリットがあります。

紙の通知書よりも早く受け取り・確認が可能。
納入告知書等の到着前に毎月の社会保険料額を確認できるなど、 これまでよりも
早く各種情報・通知書の受け取り・確認ができます。
定期的に受け取りが可能。
一度申込みをいただければ、 定期的にお送りします。 これまでのように随時、 
電話等でご連絡いただく必要はありません。
データの活用が可能
電子データで受け取れるため、社内システムで取り込み、 自社で保有するデータ
との突合等、業務の効率化を図ることができます。

サービスの利用方法

社会保険手続きには電子申請が便利です。
届書を電子申請で届出してみませんか。 

Gビズ ID を取得
 （すでにGビズIDをお
持ちの方はステップ2へ
進んでください。）
※GビズIDは、無料で利用でき
ます。 Gビズ1Dの発行には
2週間程度を要します。

e-G o v のマイページ
にログイン
GビズIDでe-G o vの
マイページにログイン
します。

利用申込み
利用申込み（開始手続
き）を行うことで、各種情
報・通知書の電子データ
をe-G o vのマイペー
ジで受け取れます。

受け取った
電子データの確認
日本年金機構から送付
した電子データは、 e-G 
o vの「電子送達一覧」
で確認できます。

Gビズ IDを利用した電子申請の流れ

①

②

③

ステップ4!ステップ3!ステップ2!ステップ1!
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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.844

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 5年　3 月号

～島根県の名所空撮～

津和野町 津和野城跡

津和野城は鎌倉時代吉見頼行公が
30年かけ築城したもので三本松城
とも呼ばれています。その城跡は
石垣や石畳が残るのみですが、秋～
冬にかけ、城下町を覆う朝霧に、浮
かぶ姿は、まるで「天空の城」です。
スケールの大きさに圧倒されます。

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 5年 5月を予定しております。

2023.3.15 発行

通巻844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

島根スサノオマジックのホームゲーム観戦チケット助成のご案内

　「島根スサノオマジック観戦助成券」を同封しておりま
す。助成券に必要事項の記入及び事業所印を押印のうえ、
右記ホームゲームでご利用ください。
　助成券１枚で、当日券(2階自由席)１枚が500円（大人
／子ども共通）で購入できます。
　詳しくは同封の観戦助成券チラシをご覧ください。

①

②

３月25日(土)

３月26日(日)

４月 5日(水)

４月12日(水)

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

４月15日(土)

４月16日(日)

４月29日(土)

４月30日(日)

助 成 対 象 試 合 日 程

※各試合とも先着30名様限りです！
※当日の販売状況によっては、立見エリア(無料)
をご案内する場合があります。

お知らせ

お知らせ

令和５年度 社会保険協会費納入のお願い

『令和５年度版「社会保険の事務手続」申込書』（ハガキ）を同封しております

　令和４年度の事業もおかげ様で、無事、実施することができました。あり
がとうございました。
  ご存じのように、当協会の事業に要する費用は、事業主の皆様方にご理解を
いただき、年１回納めていただきます社会保険協会費が唯一の財源でござい
ます。
　令和５年度の会費納入のお願いを同封させていただきましたので、引続き
ご理解、ご協力をいただき、会費の納入をよろしくお願いします。

　例年、会員様に無償配布しております「社会保険の事
務手続」につきましては、『令和５年度版「社会保険の
事務手続」申込書』（ハガキ）を同封しておりますので、
ご希望の事業所様は４月１７日までに必要事項を記入
のうえ送付願います。

募　集 会員限定Webセミナーのご案内

　令和５年４月から講習内容を更新して動画配信いた
します。
　テーマは「健保･厚年の被保険者資格と適用拡大」
です。約 30 分のセミナーで加入手続きや被保険者適
用基準の拡大等について解説します。ぜひご参加くだ
さい。受講料は無料です。
●募集期間：３月１５日から３月３１日まで
●動画配信：４月　１日から５月　８日まで
●募集定員：３００人
申し込み方法は以下のとおりです。
申し込みいただいた方へ動画閲覧用パス
ワード等をメールでお送りします。

最新の開始時刻等、詳細は島根スサノオマジックＨＰ等でご確認ください。

令和４年度「年金給付実務講座」を
開催しました

　２月２日の雲南会場をスタートに松江・出雲・大田・浜田・益
田の６会場において「年金給付実務講座」を開催しました。社会
保険労務士を講師に迎え「６０歳以後の年金額調整のしくみ」を
テキストに詳しく解説いただきました。受講された皆様には新型
コロナ感染予防対策にご協力をいただき、全６会場で 163 名の方
に受講いただきました。

報　告

令和４年度の「冬期助成事業」は終了しました

　今年度の冬期助成事業は、２月末で終了いたしました。ご活用いた
だけましたでしょうか。なお、令和４年度に発行しました「プール・
ジム」の施設利用割引券については、６月末まで利用可能ですので
ご活用願います。

報　告

重複納付にご注意ください！
　　払込票は、①山陰合同銀行払込票と ②ゆ
うちょ銀行･コンビニエンスストアでの払込
票の２種類あります。ご納入いただいた際
には、未使用の払込票は破棄してください。

２冊以上ご希望の場合は、別途、購入
のご案内をお送りします。
なお、価格については、昨年度から改定
されていますのでご確認ください。

当協会ホームページ
［ 事業案内 → 実務講習会・セミナー ］の
受講申し込みフォームから登録してください。

申込
方法

鳥取県民体育館

鳥取県民体育館

カ ミ ア リ ー ナ

松江市総合体育館

松江市総合体育館

松江市総合体育館

松江市総合体育館

松江市総合体育館


