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社会保険協会からのお知らせ

　会員事業所の皆様、ご安全にお過ごしでしょうか。
　コロナ禍の収束を願いながら、仕事をする日々が続いています。昨年度、当協会の事業は
一部中止をさせていただきましたが、福利厚生事業では一定数のお申込みをいただき、個々
にコロナ感染防止の対応をしながら、ご利用をいただきました。
　新年度を迎え令和3年度事業計画について、同封の「協会だより」に掲載をいたしましたの
でご覧ください。「あしかがフラワーパーク入園割引券」「日帰り温泉入浴割引券」はすぐにお
申込みできます。会員事業所の皆様に少しでも楽しんで頂きたいと思っています。
　昨年は、福利厚生事業の契約をしています県内各施設に直接お伺いしてまいりましたが、
全ての施設で出来得る限りのコロナ防止対策を取りながらお客様をお迎えしていました。
　安心な日常が戻るまで、本年度も状況を確認しながら事業を進めてまいりますので、引き
続きのご理解ご協力をお願いいたします。計画の変更・中止等については、偶数月に発行して
います、この「社会保険とちぎ」でご案内させていただきます。

令和3年度　事業のご案内

　社会保険労務士は、社会保険に精通した国家資格を持ったプロの方々です。そのプロ集団
が、社会保険労務士会です。栃木県社会保険労務士会では、定期的に労務管理や年金につい
ての無料相談会を開催しています。
　困ったなという時、ご相談してみてはいかがでしょうか。
　なお、日程やお問い合せ先は下記のとおりです。

時間　13時30分から16時30分まで（予約制です。相談開催日の2日前までに連絡ください。）
場所　栃木県社会保険労務士会館（水色の建物です）
住所　〒320－0851　栃木県宇都宮市鶴田町3492－46
電話　028－647－2028
ホームページ　https://www.tochigi-sr.jp/

栃木県社会保険労務士会「無料なんでも相談会」「無料年金相談会」のご案内

社会保険協会からのお知らせ

「無料なんでも相談会」…第1・第3水曜日（祝日等の場合は翌日開催）
職場のトラブルなど労務管理に関する相談（年金を除く）
4月7日
7月7日
10月6日

4月21日
7月21日
10月20日

5月6日
8月4日
11月4日

5月19日
8月18日
11月17日

6月2日
9月1日
12月1日

6月16日
9月15日
12月15日

お問い合せは、栃木県社会保険労務士会までお願いします。

「無料年金相談会」…第2・第4水曜日（祝日等の場合は翌日開催）
障害年金・老齢年金・遺族年金などに関する相談
4月14日
7月14日
10月13日

4月28日
7月28日
10月27日

5月12日
8月11日
11月10日

5月26日
8月25日
11月24日

6月9日
9月8日
12月8日

6月23日
9月22日
12月22日
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社会保険協会からのお知らせ

　新年度にあたり、年会費の納付書を同封いたしましたので、最寄りの郵便局・指定の金融
機関の本・支店に納付いただきますようお願いいたします。
　当協会では、健康保険・厚生年金保険適用事業所に勤務されております被保険者ご家族皆
様の健康と福利の増進に寄与するとともに、社会保険制度の普及と社会保険事業の円滑な
運営に資することを目的として各種事業を行っています。事業を行う際の経費は、すべて会
員事業所様に納入いただく会費により運営しています。

2021年度　年会費納入のお願い

　「年会費」は当協会の「会費に関する規則」により、事業所様の被保険者数に応じて金額を
算定しています。年会費に相違がある場合は、お手数ですがご連絡をお願いいたします。

会費が相違している場合

　今回相違している場合も含めまして、事業所の所在地・名称等の変更につきましては、次の
様式にご記入いただきまして、FAXまたは郵送でお知らせ願います。

事業所の所在地・名称を変更した場合

一般財団法人
栃木県

社会保険協会
会費

3,500円
4,500円
5,000円
6,000円
8,000円
11,000円

年会費被保険者数
1人～
10人～
20人～
30人～
50人～
100人～

9人
19人
29人
49人
99人
199人

15,000円
20,000円
25,000円
35,000円
48,000円
60,000円

200人～
300人～
500人～
1,000人～
2,000人～

299人
499人
999人
1,999人
2,999人

3,000人以上

年会費被保険者数

事業所名称・所在地等を
変更されたときは 社会保険協会にもご連絡願います
　「社会保険とちぎ」を確実に事業所様へお届けするため、事業所名称・所在地等を変更されたと
きは、管轄の年金事務所へ所定の手続きをされますとともに、当協会へも下記の様式により、郵送 
又は FAX（028-666-0481）でご連絡願います。

変更事項報告書
変更前（すべての欄をご記入ください） 変更後（変更のあった欄をご記入ください）

事業所所在地
（送付先）

事業所名称

電 話 番 号

事業所整理記号

協会管理番号 担当者氏名

〒 〒
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協会けんぽからのお知らせ

申請書のご提出は郵送で !申請書のご提出は郵送で !
・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

限度額適用認定証のお問い合わせには、
チャットボットが便利です！

チャットボットでご案内できる事例
・限度額適用認定証の一般的な制度に関する
　お問い合わせ
・申請方法、手続きに関するお問い合わせ
・発行までの大まかな期間

チャットボットでご案内できない事例
・個別ケースに該当するお問い合わせ
・進捗状況に関するお問い合わせ
・利用者の適用区分等、個人情報に関する
　お問い合わせ

・画面下の女性のアイコンを
　タップすると
　チャットボット画面へ
　遷移します。

限度額適用認定証の「チャットボット」の
ご案内はこちらから

協会けんぽ　医療費が高額

　チャットボットとは、「ネット上のおしゃべり」を意味する「チャット」と「ロボット」
の略語である「ボット」を組み合わせた用語であり、インターネット上で入力された質問に
自動で回答し、ご利用者の方の疑問を解消するツールです。チャットボットをご利用いただ
くことで、限度額適用認定証の制度や、申請方法・申請書の作成・申請先などについて、
いつでも簡単にご確認いただけます。

①メニューから質問を選びます。
②次のメニューが表示されるので、さらに質問を
　選びます。
③メニューに表示される質問を選択していくと、
　回答へと行きつきます。
※選択肢がない場合は、キーワード検索もできます。

24時間・365日　チャットボットでお答えします！

チャットボットの使い方

協会けんぽからのお知らせ

チャットボットの使いチャットボットの使い方方（例）（例）①

②
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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/

協会けんぽからのお知らせ

協会けんぽの保険証をお使いの皆様へ

　社に　人、健康づくり担当者をご登録ください1 1

日々のお仕事に支障がない範囲でご協力いただいております。
お問い合わせ先：企画総務グループ　028－616－1692

事業所と協会けんぽとの“架け橋に”
協会けんぽでは、健康づくり担当者として事業所の窓口になっていただく方を

　事業所につき　名以上ご登録いただいています。（登録無料）1 1

傷病手当
金 高額療養費
任意継続

こんな時、従業員の皆様に代わって、協会けんぽへご相談いただく方、
それが「健康づくり担当者」です！

急に入院することに！
医療費の負担を抑える制度や
休業補償はあるの？

制度の種類が多くて
何が何だかわからない…

健診で要精密検査になってしまった…
でも健康づくりのためには何をす
ればいいの？

●健康保険の手続きが　冊にまとまった「協会けんぽのしおり」を贈呈1
●担当者様限定の広報誌「協会けんぽとちぎ」を発行
●メールマガジンにて、健康保険制度の最新情報や季節の健康情報・健康レシピなどをお届け
●各種研修会、セミナーへのご案内（参加は任意です）

「登録用紙」をFAXするだけ！
協会けんぽにご加入中の方であればどなたでもご登録いただけます！
登録用紙は協会けんぽのホームページから印刷していただくか、もしくは下記の電話番号まで
お問い合わせください。

登録いただいた方への特典

登録方法は ?
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日本年金機構からのお知らせ

年金手続における押印省略の取扱いについて

　政府において対応が進められている押印廃止の方針を受け、日本年金機構が
取り扱う各種申請・届出様式については、原則、押印を廃止しました。
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　令和　年度の社会保険事務説明会（算定基礎届事務、健康保険実務等）については、新型コ3
ロナウイルス感染症の状況を踏まえ、令和　年度に引き続き会場での開催は中止することに2
なりました。
　なお、算定基礎届については、日本年金機構ホームページに資料や動画をご覧いただくよう
準備を行っており、資料や動画の更新については、令和　年　月を予定しています。3 5

令和3年度　社会保険事務説明会開催中止のお知らせ

　具体的には、令和　年12月25日付けで「押印を求める手続の見直し等のための厚生労2
働省関係省令の一部を改正する省令」が公布され、同日から施行されました。
　この省令改正に合わせて、各種申請・届出様式の改正を行い、「健康保険・厚生年金保険
被保険者資格取得届」や「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」等の厚
生年金保険関係の手続きの事業主の押印については、原則、廃止されました（押印欄のあ
る旧様式は、引き続き使用可能です）。
　なお、これまで申出者である従業員（被保険者）の押印を必須としていた以下の届書に
ついては、従業員（被保険者）本人の申出であることを確認するため、押印欄に代わって
チェックボックス（   ）欄を設けることとなりました。
　毅育児休業等終了時報酬月額変更届
　毅産前産後休業終了時報酬月額変更届

　国民年金関係の手続においても、申請者の押印は不要となっています。

〈例〉産前産後休業終了時報酬月額変更届

産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定について申出します。
（健康保険法施行規則第38条の3及び厚生年金保険法施行規則第10条の2）

印欄を削除

日本年金機構理事長あて

　住所

　氏名

申
出
者
署
名
欄

《旧》

産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定について申出します。
（健康保険法施行規則第38条の3及び厚生年金保険法施行規則第10条の2）
　※必ず□に　　を付してください。

日本年金機構理事長あて

　住所

　氏名

申
出
者
欄

《新》 チェックボックス欄を
追加

印


