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からのお知らせ

短時間労働者の方も
厚生年金保険・健康保険に加入できます!
平成29年4月から、500人以下の企業でも、労使の合意により、一定の要件を満たす短時間
労働者の方も、社会保険（厚生年金保険・健康保険）に加入できるようになりました。

福利厚生の充実が、従業員の就労意欲の向上や人材確保に繋がります。

1．対象となる方（短時間労働者）
・勤務時間・勤務日数が通常の労働者の4分の3未満※1で、以下の4要件を全て満たす方が、
対象となる「短時間労働者」です。

週の所定労働時間が20時間以上※2（1）

月額賃金8万8千円以上※2（2）

雇用期間が1年以上見込まれること（3）

学生でないこと（4）
※1　勤務時間・勤務日数が4分の3以上の方は、通常の労働者と同様に社会保険の加入者となります。
※2　就業規則・雇用契約等で定められた労働時間およびそれに基づいて算出された賃金を指します。

2．対象となる事業所（特定適用事業所）
・「短時間労働者」のうち、（a）または（b）の「特定適用事業所」にお勤めの方が、社会
保険の適用対象となります。（国および地方公共団体に属する事業所は全てが対象です。）
　　　（a）厚生年金保険の被保険者数501人以上の企業に属する事業所
　　　（b）厚生年金保険の被保険者数500人以下の企業に属する事業所で、労使合意を

行った事業所

（b）の場合、「労使合意」が必要です。
煙同意対象者※　の　分の　以上と、事業主との間で、「短時間労働者」が社会保険に3 2 1
加入することについての合意が必要です。
煙加入の手続きにあたっては、（ⅰ）～（ⅲ）のいずれか※4を添付の上、「任意特定適
用事業所申出書」を、年金事務所へ提出してください。
　　　　（ⅰ）同意対象者の過半数で組織する労働組合の同意書
　　　　（ⅱ）同意対象者の過半数を代表する者の同意書
　　　　（ⅲ）同意対象者の　分の　以上の同意書2 1
※　　「同意対象者」とは、厚生年金保険の被保険者、70歳以上被用者および「短時間労働者」を指します。3
※　　同意対象者の過半数で組織する労働組合がある場合には（ⅰ）を、ない場合には（ⅱ）または（ⅲ）4

をご提出ください。
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　平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除制度の見直しが行われ、被扶養
者異動届の取扱いが、以下のとおり変更されました。
　なお、税制改正に関する具体的な内容は国税庁ホームページ等をご確認ください。

　．被保険者（※税法上の居住者）の合計所得が1,000万円（給与所得のみの場合は、給与等の1
収入金額が1,220万円）を超える場合
　所得税法上の控除対象配偶者に該当しないため、事業主の確認をもって収入確認のための証明
書類の添付を省略することができなくなり、証明書類の添付が必要になります。
　．被保険者（※税法上の居住者）の合計所得が1,000万円以下の場合2
　所得税法上の控除対象配偶者となる場合は、事業主の確認をもって収入確認のための証明書類
の添付を省略することができます。

※税法上の居住者とは、国内に住所を有する又は現在まで引き続いて　年以上居所を有する健康1
保険の被保険者です。（例：妻を扶養に入れる場合、居住者は夫になります。）

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

番号案内「3」
番号案内「3」
番号案内「3」
番号案内「3」
番号案内「3」

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

（導入事例）
・A事業主は、パート従業員のBさんの福利厚生、年金の充実のために、社会保険の
適用をしてあげたいと思い、申出を行った。Bさんは、収入が130万円を超えてい
るために被扶養者になれず、国民年金及び国民健康保険に加入中であり、子供が小
さいためにパートタイムでしか働けない方であった。（調剤薬局）

・C事業主は、長く働いてくれているパート従業員の福利厚生などのために、社会保
険の適用をしてあげたいと思い、申出を行った。（電気通信業）

・D事業主は、在籍しているパート従業員のため、事業主の方からパート従業員と相
談して申出を行った。数名程度であれば、経営にも大きな影響は出ないので導入に
迷いはなかった。（機械器具製造業）

・E事業主は、専門職のパート従業員のFさんの給料が高かったために被扶養者にな
れず、国民年金及び国民健康保険に加入されていたことを心苦しく感じていたため、
労使合意に基づく適用拡大の導入を決意。一度導入すると、これからの雇用に影響
するかと迷ったが、最終的には導入を決断した。（医療機関）

所得税法の改正により被扶養者異動届の取扱いが一部変更されました
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◇【健康保険料率】
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。

9.94％
平成30年2月分
（3月納付分）まで

9.92％
平成30年3月分
（4月納付分）から

◇【介護保険料率】

1.65％
平成30年2月分
（3月納付分）まで

1.57％
平成30年3月分
（4月納付分）から

●介護保険料は 40歳から 64歳までの方 ( 介護保険第 2号被保険者 ) にご負担いただくもの
で、全国一律の保険料率です。
●健康保険料率 (9.92%) のうち、6.31% 分は加入者の皆様の医療費等に充てられる基本保
険料率となり、3.61% 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。

　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。

　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。

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7割～9割）を返還していただくことになります。

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

～事業主・事業所ご担当者様へ～

～加入者の皆さまへ～

平成30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

保険証は退職日の翌日から使用できません！
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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/

〒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/

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♪

読み取ってご登録を
お願いします

協会けんぽ栃木支部では、加入者のみなさまに健康保険に関する情報や日々健康
に過ごすために役立つ情報などをお伝えするため、メールマガジンを配信してい
ます。ぜひこの機会に『栃の葉ヘルシーメール』をご活用ください！

協
に
ま

毎月配信
登録料無料

制度改正等の最新情報、セミナー等の開催
情報をタイムリーにお知らせします。

「健康格付型バランスシート」「健康経営
宣言」「健康経営優良法人認定制度」など、
健康経営についてご紹介します。

健康保険の各種手続きの方法やQ&Aをお届けします。

メールマガジン『栃の葉ヘルシーメール』会員募集中!!中中中中中中!!!!!中中中中中中!!!!!!!!中中中中!!!!!ンンンン『栃『栃栃栃栃の栃栃ののの葉の葉葉葉葉葉ヘ葉葉ヘヘヘルヘルルルシルシシシ メメメメ ルルルルル』』』会会会会会会会員員会員員員員員募募員募募募募募集集募集集集集ンンンンン『栃『『栃栃栃栃栃の栃栃ののののの葉のの葉葉葉葉葉ヘ葉葉ヘヘヘヘヘルヘヘルルルルルシルルシシシシシーーシーーーーメメメメーメメーーーーールルールルルルル』』ル』会会会会会会会員員会員員員員員募募員募募募募募集集募集集集集『栃『栃栃栃栃ののの葉の葉葉葉葉 ルルルシシシ メメメ ルル 会会会員員員員員募募募募募集集集集メメメメ ルルルマルマママガマガガガジジジジジメメメメメメーーメーーーールルルルマルルマママママガママガガガガガジジガジジジジジンンジンンンメメ ルルル ガガガジジジジジンンメールマガジン『栃の葉ヘルシーメール』会員募集中!!メールマガジン『栃の葉ヘルシーメール』会員募集中!!

パソコンからパソコンからパソコンからパソコンから スマートフォンからスマートフォンからスマートフォンから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

最新情報
付型バラ スシ ト」「健
健康経営情報

事務手続きの情報

　健康保険委員は、事業主・加入者の皆様と協会けんぽの距離を縮める橋渡し的役割を担っていた
だいています。ご登録いただくと、健康保険に関する情報がより詳しくどこよりも早く届き、従業
員様の健康保険に関するお悩みなどにも対応しやすくなります。

健康保険委員とは?

・お役立ち情報満載の
　　「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
・最新の情報(制度改正など)が載った
　　「協会けんぽとちぎ」毎月発行
など事務手続きや、会社の健康づくりに役立つ
資料をご提供いたします。

ご登録の特典

　健康保険委員へご登録いただける場合には、「健康保険委員　登録用紙」を協会けんぽ栃木支部ま
でご提出いただきますようお願いします。
　※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。

ご登録方法

～～健康保険委健康保険委員員のご登録をお願いしまのご登録をお願いしますす～～
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平成30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

＊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30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28日（木）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（火）6
　：50～12：209

宇都宮市
（宇都宮東管轄）

　月26日（火）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（木）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27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27日（水）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27日（水）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28日（木）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28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22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25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29日（金）6
13：30～16：00

今市年金事務所
（電話 0288-88-0082）


