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主 な 項 目

協会けんぽからのお知らせ
◇平成31年3月分（4月納付分）からの
　協会けんぽ栃木支部の保険料率
◇健康保険委員のご登録はお済みですか?
◇ご存知ですか!?インセンティブ制度
　皆さまの取組で保険料率が変わる！ 

年金事務所からのお知らせ
◇平成31年度　社会保険事務説明会について

日本年金機構からのお知らせ
◇健康保険・厚生年金保険の被保険者の
　氏名変更・住所変更の手続きが変わりました
◇国民年金保険料を支払えない学生の方は
　「学生納付特例制度」の申請を！
◇「わたしと年金」エッセイ
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からのお知らせ

　マイナンバーを活用した行政手続きの簡素化及び事業主の事務負担軽減を図るため、平成30
年　月から日本年金機構への被保険者の氏名変更届・住所変更届の提出が原則不要となりました。3

氏名変更の手続きはどのように変わりますか?
　被保険者の皆様の氏名・住所の変更情報については、日本年金機構がマイナンバーを活用して、
地方公共団体システム機構に変更情報の照会を行い、協会けんぽに情報提供を行います。
　協会けんぽでは、日本年金機構から提供を受けた変更情報をもとに氏名変更による新たな保険
証を発行し、事業主の皆様へ送付いたします。

古い保険証はどうすればいいの?
　それまでお使いになられた保険証につきましては、新しい保険証と交換していただくことにな
ります。旧保険証についてはお手数ですが、事業主を経由して日本年金機構までご返送ください
ますよう、ご協力をお願いします。

健康保険・厚生年金保険の被保険者の
氏名変更・住所変更の手続きが変わりました

家族（被扶養者）分の氏名変更届も不要になるのですか?
　被扶養者については、氏名変更の届出省略は行われないため、引き続き届書の提出が必要にな
ります。

新しい保険証新しい保険証新しい保険証 古い保険証古い保険証古い保険証交付時に交換！交付時に交換！交付時に交換！

　学生納付特例制度の承認を受けている期間（※）は、保険料を納めた期間と同様に障害基礎年
金の要件の対象期間になるので、万が一のときにも安心！必ず手続きをしましょう。

※老齢年金の受給資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含ま
れません。

国民年金保険料を支払えない学生の方は
「学生納付特例制度」の申請を！

　　必要な書類1
　　・国民年金保険料学生納付特例申請書
　　・在学証明書または学生証の写し
　　手続き窓口2
　　・住民登録をしている市役所・町村役場（郵送も可）

手続き方法
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平成30年度作品 厚生労働大臣賞 山梨県 入倉　文子　様 （60代 女性）

「わたしと年金」エッセイ

宇 都 宮 西 年 金 事 務 所
宇 都 宮 東 年 金 事 務 所
栃 木 年 金 事 務 所
大 田 原 年 金 事 務 所
今 市 年 金 事 務 所

TEL. 028（622）4281
TEL. 028（683）3211
TEL. 0282（22）4131
TEL. 0287（22）6311
TEL. 0288（88）0082

県内年金事務所の
電話番号

（http://www.nenkin.go.jp/）

お問い合わせは、お近くの年金事務所まで

　今から三十年ほど前のこと。駅前で息子とバスを
待っていると、見知らぬ女性が話しかけてきた。
　「失礼ですが、サトウ繊維のお嬢さんでしょうか」
　平野と名乗るその女性は、五十代ぐらいのきれい
な人だった。「お嬢さん」などと呼ばれて気恥ずかし
かったが、確かにサトウ繊維は父が以前経営してい
た工場だ。私がそうだとこたえると、女性は「社長
の奥さんによく似ていらっしゃるのでお嬢さんかな
と思いました」と感慨深そうに言った。
　平野さんは次のような話をしてくれた。
　第二次世界大戦後、シベリアに抑留されていた平
野さんのお父さんは、栄養失調のため現地で亡く
なった。お母さんは、ふたりの子を育て上げるため、
私の父の工場で働いた。授業参観や子どもの病気な
どで早引きを申し出ても、父は嫌な顔をしなかった
から働きやすかったそうだ。
　工場では主に婦人用のセーターを作っており、昭
和三十年代には飛ぶように売れた。戦後まもなく建
てた工場だけでは生産が間に合わず、新社屋が出来
るまでの数年間は家の二間続きの座敷にテーブルを
並べ、大勢の女の人がずらっと並んで作業をしてい
た。彼女は夏休みなどにアルバイトにきていたから、
私のことも覚えていたらしい。
　「母はもうすぐ八十になりますが、とても元気で
す。『サトウの社長が年金をきちんと掛けておいて
くれたから、孫やひ孫たちにもお小遣いがあげられ
る。有り難いことだ』とよく言っています」
　平野さんの待っていたバスが来て、「お父さんに
よろしく」と言って乗り込んでいった。
　実家に帰ったとき、父にこの出来事を話した。父
は、「お母さんはとても働きもので、娘さんは美人
だったなあ」と懐かしそうだった。年金のことで感
謝していたと伝えると、「当たり前のことをしただ
けだ」と照れくさそうに言った。
　私は平野さんとの出会いをうれしく思った。だが、
その頃三十代だった私は年金のことがよく分かって
いなかったので、感謝していると言われてもぴんと
来なかった。
　それから十数年後、年金問題が報道され、一部の

小さな会社や工場では給料から天引きした保険料を
流用し、社員が無年金になってしまったケースも
あったことを知った。父の言ったとおり、年金加入
は雇用主の義務であり、「当たり前のこと」だ。それ
をおろそかにした経営者のせいで、人生設計を狂わ
された人たちがいたことに強い衝撃を受けた。
　父の工場はドルショックの影響で昭和四十六年に
倒産した。父は資金繰りに苦しみ、毎晩遅くまで母
と深刻な顔で話していた。銀行からは融資を断られ、
親戚からの援助も焼け石に水で、父は裸一貫から築
き上げた財産のほとんどを失ってしまった。年金問
題が報じられる前に父も母も亡くなっていたので、
正確なことは分からないが、勤めていた人たちを悲
しませるようなことをしなくて良かったとつくづく
思った。
　私は、三年前から年金の「報酬比例部分」を受給
している。ふたりの息子を育てながらフルタイムで
勤めることができたのは、子育てを助けてくれた義
父母のおかげだ。現役時代は社会保険料が天引きさ
れ、結構高いなと感じたこともあった。けれど、保
険料の半分を雇用主が負担してくれたこと、年金制
度は現役世代によって支えられていることを考える
と、支給されるのが「当たり前」だとは思えない。平
野さんのお母さんの「お小遣いをあげられて有り難
い」という言葉も身にしみてわかるようになった。
　私は六十五歳の今も、元の職場で週に数日、短時
間の仕事をしている。社会との接点を失わずにいら
れることと、職場の若い人たちから刺激を受けられ
ることに感謝して働いている。これからの目標は、
可能な限り細く長く仕事を続けることだ。たまには
大好きな滝を見に各地を旅してみたいし、読みたい
本も沢山ある。自分に見合った社会貢献もしていき
たい。こんな私を後押ししてくれるのが、年金だ。
七月からは国民年金も受給している。
　「老齢年金」という言葉にはちょっとがっくり来る
が、隔月できちんと振り込まれ、暮らしの支柱と
なっている。心のゆとりと安心感をもたらすもの、
それが年金なのだと実感している。
（※作品中の企業名や氏名はすべて仮称を使用しています。）
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圧
圧

圧
圧協会けんぽからのお知らせ

栃木支部の健康保険料率は据え置きとなります。
介護保険料率は変更となります。

9.92％
給与・賞与の

9.92％
給与・賞与の

健康保険料率

●40歳から64歳までの方（介護保険第2号被保険者）には、健康保険料率に全国一律の介護保
険料率が加わります。
●健康保険料率（9.92％）のうち、6.41％分は加入者の皆さまの医療費等に充てられる基本保
険料率となり、3.51％分は後期高齢者医療制度への支援金等に充てられる特定保険料率とな
ります。

1.57％
給与・賞与の

1.73％
給与・賞与の

介護保険料率

平成31年3月分（4月納付分）からの協会けんぽ栃木支部の保険料率

健康保険委員のご登録はお済みですか?

ご登録方法

特　典

『健康保険委員　登録用紙』を提出するだけ !!
※用紙は、協会けんぽ栃木支部ホームページの“健康保険委員のご登録について”から印刷できます。
　その前に、まずは協会けんぽ栃木支部へお電話ください♪（☎028－616－1692）
最新の情報（制度改正など）が載った広報誌「協会けんぽとちぎ」
を毎月お届けしますので、社内で回覧・掲示をお願いします！

申請書の記入方法などをまとめた
　　　　「協会けんぽのしおり」最新版

休憩時間にリフレッシュできる
　　　　「元気ニコニコ体操」のDVD

無料でご提供無料でご提供無料でご提供無料でご提供
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ご存知ですか!?インセンティブ制度

〒320-8514　宇都宮市泉町6-20　宇都宮DIビル7階
TEL 028-616-1691（代表）

申請書は協会けんぽホームページからダウンロードできます

〒320-8514　宇都宮市泉町6-20　宇都宮DIビル7階
TEL 028-616-1691（代表）

申請書は協会けんぽホームページからダウンロードできます
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tochigi/

　加入者及び事業主様の取組に応じて、インセンティブ（報奨金）が付与され、それが健康保険料
率に反映される、『インセンティブ制度』が平成30年度より始まっています。2018年度の取組結
果は、2020年度からの保険料率に、2019年度の取組結果は、2021年度からの保険料率に反映
されます。
　　つの評価指標に基づいて、協会けんぽ全支部をランキングづけし、上位過半数に該当した支部5
はインセンティブ（報奨金）により保険料率が引き下げられます。

皆さまの取組で保険料率が変わる!

皆さまに取り組んでいただきたい項目は以下の5つです!

栃木支部も皆さまの取組を全力でサポートさせていただきます!
保険料率を引き下げるためにも、全ての加入者、事業主の皆さまのご協力をお願いします。

◆ご本人（被保険者）様は、生活習慣病予防健診、
　ご家族（被扶養者）様は特定健診を受診してください。
◆定期健康診断（事業者健診）を実施されている事業所様は、
定期健康診断の結果データの提供をお願いします。

1.特定健診等の受診率

受けましょう！受けましょう！
健診を

受けましょう！
健診を

受けましょう！

◆健診結果で生活改善が必要と判定された方は、協会けんぽ
の特定保健指導をご利用ください。

2.特定保健指導の実施率 特定保健指導を
利用しましょう！
特特定保健指導を
用利 う！しましょう

特定保健指導を
利用しましょう！
特定保健指導を
利用しましょう！

積極的にジェネリック
医薬品のご選択を！
積極的にジ ネリ ク積極的にジェネリック
医薬品のご選択を！
積極的にジェネリック
医薬品のご選択を！
積極的にジェネリック
医薬品のご選択を！

◆特定保健指導の対象とならないよう、日常から健康的な生
活習慣に取り組んでください。

◆特定保健指導を受けた方は、プログラムに最後まで取り組
むとともに、必要に応じて医療機関を受診してください。

3.特定保健指導対象者の減少率
日頃から健康的なな頃から健康的な日日日頃から健康的な
生活習慣を！

日頃から健康的な
生活習慣を！

◆「要治療者（再検査含む）」の判定を受けた方は、協会けん
ぽから受診勧奨のご案内を送付しますので、必ず医療機関
へ受診してください。

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

「要精密検査」・
「要治療」があれば、
必ず医療機関へ

要精密検査」「要 ・
要治療」があれば、「要
必ず医療機関へ

「要精密検査」・
「要治療」があれば、
必ず医療機関へ

「要精密検査」・
「要治療」があれば、
必ず医療機関へ

◆薬局でお薬を受け取る際は、積極的に「ジェネリック医薬
品」を選択してください。

5.後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用割合
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平成31年度　社会保険事務説明会について

説明会日程表　お問い合わせは、お近くの年金事務所まで

＊佐野については会場（佐野市文化会館）工事につき使用できないため、お手数ですがお近くの会場にお越しください。
＊会場の定員の関係で、出席対象事業所をお示ししておりますが、ご都合が合わない場合は、他の会場にご出席ください。
注：会場駐車場におきましては混雑が予想されますので、できるだけ公共交通機関をご利用してご来場願います。

　平成31年度社会保険事務説明会を日本年金機構栃木県内年金事務所と全国健康保険協会栃木支部の共催で、
下記「説明会日程表」のとおりで開催いたします。
　会場の定員の関係で、対象事業所の所在地でご案内しておりますが、ご都合が合わない場合は他の会場でも
結構ですのでご参加ください。
【説明内容】
　・算定基礎届事務について
　・健康保険の実務について　 等を予定しております。

出席対象事業所所在地会　場日　時年金事務所

鹿沼市鹿沼市坂田山2-170
鹿沼市民文化センター
小ホール

　月24日（月）6
13：30～16：00

宇都宮西年金事務所
（電話 028-622-4281）

宇都宮市（宇都宮
西管轄）・上三川町

宇都宮市明保野町
7-66

宇都宮市文化会館
大ホール

　月26日（水）6
　：50～12：209

宇都宮市
（宇都宮東管轄）

　月26日（水）6
14：00～16：30

宇都宮東年金事務所
（電話 028-683-3211）

さくら市・那須
烏山市・高根沢
町・那珂川町

塩谷郡高根沢町石末
1825

高根沢町町民ホール
　月21日（金）6

13：30～16：00

真岡市・益子町・
茂木町・市貝町・
芳賀町

真岡市荒町1201
真岡市民会館
小ホール

　月28日（金）6
13：30～16：00

足 利 市・（佐 野
市）

足利市朝倉町264
足利市民プラザ
文化ホール

　月26日（水）6
14：00～16：30

栃木年金事務所
（電話 0282-22-4131）

小山市・下野市・
野木町

小山市中央町1-1-1
小山市立文化センター
大ホール

　月21日（金）6
　:30～12：009

栃木市・壬生町
・（佐野市）

栃木市旭町12-16
栃木市栃木文化会館
大ホール

　月21日（金）6
14：00～16：30

那須塩原市（黒
磯地区）・那須町

那須塩原市上厚崎
490

那須塩原市黒磯文化会館
小ホール

　月25日（火）6
13：30～16：00

大田原年金事務所
（電話 0287-22-6311）

大田原市・矢板
市・那須塩原市
（西那須野・塩原
地区）

大田原市本町
　-2703-61

那須野が原ハーモニー
ホール　小ホール

　月21日（金）6
14：00～16：30

日光市・塩谷町日光市平ヶ崎160
日光市中央公民館
中ホール

　月27日（木）6
13：30～16：00

今市年金事務所
（電話 0288-88-0082）


