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からのお知らせ

健康保険法等の一部が改正され、被扶養者等の認定
要件が見直しされます（令和　年　月　日施行）2 4 1

　医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律が令
和元年　月22日に公布され、健康保険及び船員保険の被扶養者並びに国民年金第　号被保険5 3
者の要件について、一定の例外を設けつつ、国内に居住していること等が追加されました。施
行日は令和　年　月　日、改正の内容は以下のとおりとなります。2 4 1

　．健康保険の被扶養者の認定において、原則として国内に居住しているという要件が追1
　　加されます。国民年金第　号被保険者の資格についても同様となります。3
　　ただし、以下のいずれかに該当する者は海外に居住していても被扶養者等となります。
　①外国において留学をする学生
　②外国に赴任する被保険者に同行する者
　③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
　④被保険者が海外に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって②
　　と同様と認められるもの
　⑤上記①～④に掲げるもののほか、渡航目的やその他の事情を考慮して日本国内に生活
　　の基礎があると認められる者

　．いわゆる「医療滞在ビザ」等で来日して国内に居住する者を被扶養者の対象から除外2
　　します。以下のいずれかに該当する者は国内に居住していても被扶養者等となりません。
　①日本国籍を有しない者であって、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害につ
　　いて医療を受けることを目的とした査証で入国した者及び同行し日常生活上の世話を
　　する者　※在留資格：特定活動（医療目的）
　②日本国籍を有しない者であって、観光、保養、その他これらに類似する活動を目的と
　　した査証で入国した者　※在留資格：特定活動（長期観光）

改正内容（令和　年　月　日施行）2 4 1

　施行日（令和　年　月　日）時点で現に保険医療機関に入院しているものの当該入院の2 4 1
期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き被保険者と同一の世帯
に属し、主としてその被保険者により生計を維持している間に限り、継続となります。健
康保険及び船員保険の経過措置により被扶養者資格が継続する者については、同様に国民
年金第　号被保険者資格も継続となります。3

経過措置
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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

厚生労働大臣賞 岐阜県 平澤　芽依　様 （高校生　女性）

令和元年度「わたしと年金」エッセイ受賞者決定！
　「ねんきん月間」において、公的年金制度をテーマに募集したエッセイに多くの方からご応募いただき、
5名の方々が受賞されました。ここでは厚生労働大臣賞の作品を紹介させていただきます。
　なお、その他の受賞作品については、日本年金機構ホームページに掲載しております。

　平成25年　月、父が亡くなって一ヶ月程経った8
この時期から、私は年金を受給しています。「遺族
厚生年金」です。私が学校で年金のお話をきいてき
た日の祖父との会話の中で知った事実でした。
　小学四年生の夏休み、海水浴をしている最中、父
は事故で亡くなりました。父の稼ぎと祖父の貯金と
で新しい家を建て、あと半年で兄も小学校卒業、と
いう矢先の事故でした。その出来事によって、一日
にして弱冠十一歳の私は年金受給者となったのです。
　家族の大黒柱が突然いなくなり、収入は激減、今
まで以上の節約を強いられるかもしれないというこ
とは、幼かった私でも容易に想像できました。しか
し母は、家計が苦しいことなど、一切私たちには話
さなかったのです。父親がいないということで私た
ちに気をつかわせたくなかったのでしょう。表では
気丈に振る舞っていても、パート勤務で年収280
万円ほどの母にとって、私たち子ども　人と祖父母2
を養わないといけないということでどれほどの心労
があったのか…。高校生になった今の私でも分かり
かねるほどです。
　中学　年生になったある日、大学進学をしたいと2
言った私のために、塾に通わせてもらいました。当
然、その道に進むということはお金がかかることだ
と分かっていました。だから、この夢を諦めて就職
した方が家計のためになるのではないかとか、自分
がこんなこと言いだしたら迷惑じゃないかとか、た
くさんの葛藤がありました。私たちをこんなにも助
けてくれる遺族厚生年金がもしもらえなかったら?
私は夢を追うことはできるのか?考える程に、決し
て怠ることなく保険料を納め続けていてくれた父へ
の感謝の気持ちがあふれてくるのです。それと同時
に、ノートがあり、ペンがあり、教科書がある環境
下で勉強ができることが、「当たり前」ではないと、
身の引き締まる思いです。
　父が亡くなってから丸　年が経とうとしている令6
和元年の春、私は県内の私立高校に入学しました。

学費のことを心配している私に対し、母が
　「あんたの将来への投資だと思ってるから。芽依
が頑張るなら応援するよ。」
そう言葉をかけてくれたのを今でも覚えています。
これも、遺族年金によって少しうまれた心の余裕と、
常に私たちの意志を尊重してくれる母だからうまれ
た言葉だと思いました。こんな背景があるから、い
ろいろな人の思いを背負っているから、私は国公立
大学合格という目標を掲げ、夢を追えているのだと
実感しています。私の夢への挑戦を支えてくれてい
る遺族年金の支給も、成人までだと知りました。い
つまでも「助けてもらう側」ではいられません。
　今まで以上に努力し、社会の一員として貢献し、
自立することが、一番の恩返しになるのではないだ
ろうか。私はそう考えています。年金は老若男女問
わずお互い様だと言い合える助け合いの制度だから
です。そして私の母のように、いつかできる家族を
守れる大人になりたいです。　 年以上、人よりも早6
く年金に助けてもらっている私はなおさらだと思い
ます。成人しておらず、まだ保険料を納付できない
私ですが、その年齢に達した時、私と同じような境
遇になってしまい、折角もった夢を手放そうとして
いる子どもたちを支える準備をしている、そんな意
識に変わりました。
　私のように不幸にあった子どもでも、他の子と同
じように夢を追っていいんだよ、そんな風に背中を
押してくれる、そして家族に心の余裕を与えてくれ
る、それが遺族年金だと思っています。少子高齢化
が進む中での若者たちの負担は重くなるばかりです。
しかし、自分たちが生まれた国を、日本という国に
いる以上、平等に課せられる義務を果たしてこそ、
一人の大人としての自立になると思います。今これ
を読んでいるあなたにも、いつ何がおこるかわかり
ません。まずは「知る」ことからはじめてみません
か。自分自身と、大切な人の笑顔をまもるために。
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圧
圧協会けんぽからのお知らせ

申請書のご提出は郵送が便利です !申請書のご提出は郵送が便利です !
・栃木支部のホームページから宛名ラベルを印刷できます。・栃木支部のホームページから宛名ラベルを印刷できます。

▼ 協会けんぽ栃木支部の郵送先 ▼▼ 協会けんぽ栃木支部の郵送先 ▼
〒320－8514
　　宇都宮市泉町6－20  宇都宮DI ビル 7階
〒320－8514
　　宇都宮市泉町6－20  宇都宮DI ビル 7階POST

令和　年　月分（　月納付分）からの協会けんぽ栃木支部の保険料率2 3 4
栃木支部の健康保険料率、介護保険料率は変更となります。

医療費が高額になりそうなときは…

「限度額適用認定証」のご用意を！！
　事前に申請して交付された「限度額適用認定証」を医療機関窓口へ提示いただくことで、
お支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。

3.認定証を医療機関の窓口で提示2.協会けんぽから認定証が届く1.申請書を協会けんぽへ提出申請の
流れ

申請書は協会けんぽのホームページから
ダウンロードできます！

協会けんぽ
〈
申
請
書
〉

令和　年　月分2 3
（　月納付分）から4

【介護保険料率】
1.73％

1.79％

【健康保険料率】
9.92％

9.88％
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〒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/ 検 索 協会けんぽ　栃木 

健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康づづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者ののののののののののののののののののののの登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状健康づくり担当者の登録状況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況
をををををををををををををををををををををごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだださささささささささささささささささささささをご確認くださいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

協会けんぽの保険証を
お使いの皆様へ

ご提出はFAXで！ 028-616-1535

健康保険証の記号・番号

担当者氏名

電話番号

@メールアドレス

〒事業所所在地
事業所名称
代表者氏名

下記の者を健康づくり担当者として登録します。

健康づくり担当者　【　　新規登録　・　変更　　】届

協会けんぽでは、健康保険に関する情報をいち早く
お伝えするため、1事業所につき1名以上、
「健康づくり担当者」のご登録をお願いしています。

●健康保険の手続きが1冊にまとまった、「協会けんぽのしおり」
　を贈呈
●担当者様限定の広報誌「協会けんぽとちぎ」を発行
●各種研修会に優先的にご案内

担当者のご登録がお済みの事業所の皆様へ
ご退職、人事異動等で担当の変更が必要な
場合は下の用紙により協会けんぽまでお申
出ください。

下の用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXにてご提出ください。

特
典

登録方法
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令和　年度　社会保険事務説明会について2

説明会日程表　お問い合わせは、お近くの年金事務所まで

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。

　令和　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、2
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29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23日（火）6
　：50～12：209

宇都宮市
（宇都宮東管轄）

　月23日（火）6
14：00～16：30

宇都宮東年金事務所
（電話 028-683-3211）

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25日（木）6
13：30～16：00

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30日（火）6

13：30～16：00

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23日（火）6
　:30～12：009

栃木年金事務所
（電話 0282-22-4131）

栃木市・壬生町栃木市旭町12-16
栃木市栃木文化会館
大ホール

　月23日（火）6
14：00～16：30

佐野市佐野市浅沼町508-5
佐野市文化会館
大ホール

　月25日（木）6
　:30～12：009

足利市足利市朝倉町264
足利市民プラザ
文化ホール

　月25日（木）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24日（水）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26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23日（火）6
13：30～16：00

今市年金事務所
（電話 0288-88-0082）


