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からのお知らせ

●本人確認事務
　平成28年　月より、厚生年金保険に加入する際の「被保険者資格取得届」に基礎年金番号を9
記入している方についても、住民票コードを特定し、本人確認を行うことと致しました。この取
組は、架空従業員の不正な被保険者資格取得の防止にもつながると考えております。
　届出の氏名・住所等により一致する住民票コードが特定できなかった場合には、事業主様あて
に「被保険者資格取得届」を返送し、住民票上の住所等を照会させていただきますので、ご協力
をお願い致します。
　なお、公的年金に初めて加入するなど、事業主様において基礎年金番号を確認できなかった場合
については、これまでと同様に「被保険者資格取得届」に住民票上の住所の記入が必要となります。
　ただし、事業主が本人確認を行い、被保険者資格取得届の住所欄に「住民票住所」以外に郵便
物が届く住所を記入する場合は備考欄に「住民票住所」の記入が必要となりますので、ご協力の
程、よろしくお願い致します。

●外国籍の社員は「ローマ字氏名届」が必要です
　届出には、在留カード及び住民票の写し等に記載のある氏名を記入してください。

●60歳以上の従業員を再雇用したとき
　60歳以上の従業員が退職し、継続して再雇用する場合は、資格喪失届及び資格取得届を同時
に提出していただくことにより、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に変
更されます。
　添付書類として、「就業規則や退職辞令の写し等の退職したことがわかる書類及び継続して再
雇用されたことがわかる雇用契約書の写し」または「事業主の証明」が必要になります。

従業員を採用した時の届出について

従業員の扶養家族の手続き

　従業員の家族に健康保険（協会けんぽ）の被扶養者になるための条件を満たす人が生じた場合
や被扶養者であった人が扶養から外れるようになった等の場合には、「健康保険被扶養者（異動）
届」を被保険者が事業主に提出し、事業主が年金事務所へ提出します。

●留意事項
（1）健康保険被扶養者（異動）届の　枚目は、複写で被扶養配偶者の国民年金第　号被保険者該3 3

当届となっています。従業員の配偶者が20歳以上60歳未満であり、厚生年金保険（共済組
合等）の被保険者（組合員等）でない場合は、原則、国民年金の第　号被保険者となります。3

事実発生から5日以内にご提出ください。
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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

（2）健康保険被扶養者（異動）届や国民年金第　号被保険者該当届を提出される際は、記載内容3
に誤りが無いようご注意ください。特に、国民年金第　号被保険者該当届の基礎年金番号に3
ついて記入漏れが無いようご確認をお願いします。

健康保険の被扶養者

75歳未満年齢
〈同居・別居どちらでもよい人〉
・配偶者（事実婚を含む）
・子、孫、兄弟姉妹
・父母、祖父母などの直系尊属

〈同居が条件の人〉
・上記以外の三親等内の親族（継父母、継子を含む）
・事実婚の配偶者の父母および子
・事実婚の配偶者死亡後の父母および子

扶養家族の範囲
＊主として被保険
者の収入で生計
を維持している
こと

〈同居している場合〉
・年収が130万円（60歳以上、障害者は180万円）未満、かつ被保険者の年収の半分未満

〈別居している場合〉
・年収が130万円（60歳以上、障害者は180万円）未満、かつ被保険者の援助額より少ない

※年収とは、被扶養者に該当する時点等における年間見込額で、雇用保険の失業給付、公的年金、
健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。

収入の条件

加入できる扶養家族は次のとおりです。

条件

日本年金機構におけるマイナンバーの利用について

　平成29年　月からマイナンバーによる年金相談・照会を受け付けることとしており、基礎年金1
番号が分からない場合であっても、マイナンバーカード（個人番号カード）をご提示いただくこ
とで、相談を行うことができます。
　将来的には、マイナンバーを届け出ていただくことで、氏名変更届の提出や、これまで各種申
請時に必要としていた住民票などの添付書類の提出を省略できるようにする予定です。

　被保険者資格取得届について、基礎年金番号欄とマイナンバー欄のある新様式をご利用いただ
くこととなる予定ですが、必ず基礎年金番号を記入いただきますようお願いします。
　厚生年金保険関係の各種届書等において、従業員のマイナンバーを記入いただくことを予定
（実施時期未定）していますが、その際には、利用目的の明示と本人確認措置を行っていただく
必要があります。
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圧
圧

圧
圧協会けんぽからのお知らせ

TEL：028-616-1691（代表）
※郵便番号・電話番号の変更はございません。

協会けんぽ栃木支部移転のお知らせ

■今回の移転に伴い、加入者や事業主の皆さまにお願いする手続きはございません。

■保険証等に栃木支部の旧所在地が記載されていますが、移転に伴う交換は行いません。
　保険証、高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証等はそのままご使用ください。

■駐車場は数に限りがあるため、なるべく公共交通機関をご利用ください。

　なお、すべての申請書は郵送でお手続きができますので、郵送でのご提出にご協力をお願いいたします。

協会けんぽ栃木支部は、平成29年　月21日（火）に下記に移転しました。3

〒320-8514　宇都宮市泉町　-206
　　　　　　　宇都宮DIビル　階7

移転先

　介護保険料率につきましては、国から示された協会けんぽの介護納付金の増加に対応するため、
本年　月納付分から全国一律で引上げとなります。4
　加入者・事業主の皆さまには何とぞご理解をいただきますようお願い申し上げます。

協会けんぽ栃木支部の協会けんぽ栃木支部の協会けんぽ栃木支部の保険料率ののの保険料率保保険料率保保険料率保険料率保険料率について率率率についてにについてについて
の
険料険料険料
のの平成29年度（4月納付分から）

協会けんぽ栃木支部の協会けんぽ栃木支部の協会けんぽ栃木支部ののの保険保険保保保保険険険険
ののの平成29年度（4月納付分から））平成29年度（4月納付分から）平成29年度（4月納付分から）

◇【健康保険料率】は 変更ありません 。

9.94％ 変更なし
◇【介護保険料率】は 引上げ となります。

1.58％
平成29年3月納付分まで

40歳から64歳までの方（介護保険第2号被保険者）は、健康保険料率に加え、介護保険料率をご負担いただきます。

1.65％
平成29年4月納付分から
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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
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tochigi/

保険証は退職日の翌日から使用できません！

　資格喪失される方の保険証は必ず回収していただきますようお願いいたします。
　※保険証は、資格喪失届、被扶養者異動届に添付し、日本年金機構へご提出ください。

～事業主・事業所ご担当者様へ～

　保険証は、資格を喪失した日から使用することはできません。被保険者（ご本人）様が退職された
場合は、被保険者（ご本人）・被扶養者（ご家族）様すべての保険証・高齢受給者証をお勤め先に返却
してください。
　また、被扶養者（ご家族）様が就職や結婚などで扶養から外れたときも、被保険者（ご本人）様
のお勤め先に返却してください。

～加入者の皆さまへ～

資格喪失日以降、資格のない保険証を提示して医療機関を受診した場合、協会けん
ぽが負担した医療費（総医療費の　割～　割）を返還していただくことになります。7 9

ご注意
ください！

被保険者（ご本人）の資格喪失日

①退職日等の翌日
②75歳の誕生日または後期高齢者医療制度
の被保険者となった日
③死亡した日の翌日

被扶養者（ご家族）の資格喪失日

①被保険者が資格喪失した場合はその同日
②就職等により扶養から外れた日
③75歳の誕生日または後期高齢者医療制度
の被保険者となった日

④死亡した日の翌日

　健康保険が切り替わったことを窓口にお申し出のうえ、新しい保険証を提示して受診してください。
　※医療費を全額負担した場合には、次の健康保険（国民健康保険など）へ「療養費」の請求をしてください。

退職後、医療機関を受診するときは…

メールマガジン『栃の葉ヘルシーメール』にご登録ください!!
　協会けんぽ栃木支部では、健康保険に関する情報や日々健康に過ごすためのお役立ち情報などをメールでお届けしています。
　どなたでもご利用いただけますので、ぜひこの機会に『栃の葉ヘルシーメール』にご登録ください。

　健康保険制度のわかりや
すい解説、各種申請お手続
きの際のポイントや Q&A
をお届けします。

配信内容 毎月配信・登録料無料

事務手続きの情報

パソコンから メールマガジン会員募集
最新情報をいち早く
お届けします♪

登録方法 パソコン・スマートフォンのEメールアドレスをご登録ください。※携帯電話・PHSからはご利用できません。

　健康保険法改正や保険料率改定な
どをタイムリーにお知らせします。
　また、各種研修会やセミナーの開
催情報、イベント等への出展情報を
お届けします。

最新情報
　保健師・管理栄養士による季
節の健康情報や、旬な食材を使
用したヘルシーな健康レシピな
どをご紹介します。

健康情報

こちらを読み取って
ご登録ください。

スマートフォンから
協会けんぽ栃木支部ホームページの
バナーからご登録をお願いします。
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平成29年度　社会保険事務説明会について
　平成29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。

説明会日程表　お問い合わせは、お近くの年金事務所まで

＊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。

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28日（水）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22日（木）6
　：50～12：209

宇都宮市
（宇都宮東管轄）

　月22日（木）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27日（火）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（水）6
13：30～16：00

佐野市佐野市浅沼町508-5
佐野市文化会館
大ホール

　月22日（木）6
　：30～12：009

栃木年金事務所
（電話 0282-22-4131）

足利市足利市朝倉町264
足利市民プラザ
文化ホール

　月22日（木）6
14：00～16：30

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（金）6
　：30～12：009

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（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23日（金）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
1-2703-6

那須野が原ハーモニー
ホール　小ホール

　月26日（月）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（火）6
13：30～16：00

今市年金事務所
（電話 0288-88-0082）


