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主 な 項 目

日本年金機構
コロナ状況下での健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の特例改定の延長
令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

社会保険協会からのお知らせ

協会けんぽ
第三者行為による傷病届
保険証返却のお願い
申請書の記入動画 YouTube で配信中

社会保険協会
福利厚生事業を利用された会員様からの感想
日帰り温泉施設紹介とご利用者の声
割引券・利用券のご案内

 ・温泉好きに嬉しいお知らせです。日帰り温泉利用施設に、高さ4mのダイナミックな打たせ湯や綱の
湯（立ち湯）もある「大正村　幸乃湯温泉」（那須塩原市百村）が新たに加わりました。湯ったりした時
間をお過ごしください。

 ・2月号・4月号・協会だよりに掲載の、潮干狩り・日帰り温泉・あしかがフラワーパーク・施設利用
会員証は、まだまだ受け付けています。お申込みいただいていない事業所様は、是非ご利用ください。

 ・健康づくり小冊子「春のけんこう」を送付します。コロナに負けるな免疫力UP！
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日本年金機構からのお知らせ

例えば 4月から休業手当が支払われた場合
通常であれば4か月目の7月に改定となります。

■通常の随時改定
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今回の特例を利用した場合
5月から改定が可能となります。
■今回の特例改定
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※上記により特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例
改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定する
ことになりますので、月額変更届の提出が必要です。

詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

特
例

報酬が下がった
翌月に改定可能

報酬が下がった
4か月目に改定

　令和2年4月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業によ
り報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標
準報酬月額を、通常の随時改定（4か月目に改定）によらず、特例により翌月から改定を可能とす
る措置が講じられているところです。今般、令和3年4月から令和3年7月までの間に新型コロ
ナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象とな
りました。

　次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。
ア．新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年8月から令和3
年7月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方
イ．著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額（1か月分）が、既に設定されている標準
報酬月額に比べて2等級以上下がった方（固定的賃金の変動がない場合も対象となります）
ウ．本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

標準報酬月額の特例改定について

【事業主の皆さまへ】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合
における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が
更に延長されることになりました

■令和2年8月から令和3年7月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がっ
　た方の特例
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日本年金機構からのお知らせ

対象 要件 平成28年10月～（現行）
事業所

短時間
労働者

事業所の規模

労働時間

賃金

勤務期間

適用除外

変更なし 変更なし

変更なし 変更なし

変更なし 変更なし

常時500人超

月額88,000円以上

学生ではないこと

週の所定労働時間が
20時間以上

継続して1年以上
使用される見込み

継続して2か月を超えて
使用される見込み

継続して2か月を超えて
使用される見込み

令和4年10月～（改正）
常時100人超

令和6年10月～（改正）
常時50人超

　平成28年10月から、特定適用事業所（※1）で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件（※2）を満
たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
　また、特定適用事業所でなくても労使合意を得ることで、任意特定適用事業所（※3）になるための申請ができます。
（※1）特定適用事業所とは
　事業主が同一（※）である一または二以上の適用事業所で、被保険者（短時間労働者を除く）の総数が常時500人
を超える事業所
（※）「事業主が同一」である適用事業所とは
　法人事業所（株式会社、社団・財団法人、独立行政法人等）で、法人番号が同一の適用事業所
　個人事業所（人格なき社団等を含む）で、現在の適用事業所
（※2）短時間労働者が被保険者となる一定の要件とは
　週の所定労働時間が20時間以上であること。雇用期間が1年以上見込まれること。賃金の月額が88,000円以上
であること。学生でないこと
（※3）任意特定適用事業所とは
　国または地方公共団体に属する事業所および特定適用事業所以外の適用事業所で、労使合意に基づき、短時間労
働者を健康保険・厚生年金保険の適用対象とする申出をした適用事業所
　任意特定適用事業所についての詳細は、「任意特定適用事業所申し出・取消申し出の手続き」をご確認ください。

令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
1. 現行の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用

　法律改正に伴い短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。従前の制度との変更点は以
下のとおりです。
■令和4年10月からの改正
　　「特定適用事業所」の要件
　　（変更前）被保険者（短時間労働者を除く）の総数が常時500人を超える事業所
　　（変更後）被保険者（短時間労働者を除く）の総数が常時100人を超える事業所
　　「短時間労働者」の適用要件
　　（変更前）雇用期間が1年以上見込まれること
　　（変更後）雇用期間が2か月を超えて見込まれること（通常の被保険者と同じ）
■令和6年10月からの改正
　　「特定適用事業所」の要件
　　（変更前）被保険者（短時間労働者を除く）の総数が常時100人を超える事業所
　　（変更後）被保険者（短時間労働者を除く）の総数が常時50人を超える事業所
　　※短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件についての変更はありません。
■要件早見表

2. 令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

　令和4年10月から新たに特定適用事業所となる事業所について、必要な準備は以下のとおりです。
（1）新たに被保険者となる短時間労働者の把握
　短時間労働者で、被保険者となっていない従業員等の労働条件を確認する必要があります。
（2）従業員への説明（※）
　これまで配偶者の扶養範囲内で労働条件を抑えて働いていた従業員等へ、令和4年10月以降は上記の労働条件
によって社会保険の被保険者となることを説明いただく必要があります。
（3）令和4年10月以降の資格取得届の準備
　（1）、（2）の確認の結果、新たに被保険者となる従業員に対する資格取得の届け出を令和4年10月から行っていた
だくことになります。
（※）法律改正に伴う制度内容の変更点等も含め、社会保険加入のメリットやそれに伴う働き方の変化の必要性につい
て、事業主が従業員に説明することは、とても大切です。
　また、新たに被保険者となられる従業員の方に対し制度説明を行うに当たって、ご希望の場合は、社会保険労務士等
の専門家が説明会等のサポート手続きに関するアドバイス等を無償で行う制度を5月から実施しています。専門家等
の派遣をご希望の場合は、申し込みが必要となりますので、お近くの年金事務所までご連絡ください。

3. 必要な手続き



4 2021.6

協会けんぽからのお知らせ

お問い合わせ　レセプトグループ　028-616-1694

　交通事故などの第三者行為により負傷された場合の治療費は、本来加害者（第三者）の負担となります
が、業務災害または通勤災害以外の場合、健康保険を使って治療することもできます。その場合、治療費は
協会けんぽが一時的に立て替え、後日、加害者に請求することになります。そのため、第三者行為による傷病
で健康保険を使用して治療する際は、必ず、『第三者等の行為による傷病届』をすみやかにご提出ください。
また、すぐに提出できないときは、取り急ぎ事故等の状況をお電話にてお知らせください。

Q．加害者が友達なので、請求しないでほしいのですが…

A．被保険者が保険給付を受けた時点で保険者（協会けんぽ）は、被害者が加害者に請求する権利を、
被害者に代わって取得しています。保険者（協会けんぽ）からの加害者への請求を望まないのであれ
ば、健康保険からの給付を受けず、自由（自費）診療で治療を受けていただくこととなります。

A．原則として負傷の原因が業務災害または通勤災害に当たらなければ、健康保険を使用することが
可能です。使用する際は「第三者等の行為による傷病届」をすみやかにご提出ください。

Q．相手の過失割合100％で医療費は全額支払うとのことですが、相手から健康保険を利用するよう
に言われました…

第三者行為による傷病とは、ケガや病気の原因が他人（第三者）にある傷病のことを言います。

相手がいる交通事故

よくあるご相談

ケンカや暴力行為 他人の飼い犬等に噛まれた

健康保険を使って治療を受ける場合の流れ

一部負担金
の請求

一部負担金
の支払い

医療費の
一時立替払い

医療費の
請求

一部負担金の請求

健康保険で受診

医療費の支払い

立替えた医療費の請求

第三者等の行為に
よる『傷病届』を提出

協会けんぽ

被害者

加害者

損害保険会社

医療機関

交通事故など第三者の行為による傷病で保険証を使用して治療する際は、
第三者行為による傷病届 の提出が必要です。

協会けんぽからのお知らせ
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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

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

保険証は退職日の翌日、扶養から外れた日以降使用できません
被保険者の方へ
退職などで健康保険の資格を喪失したとき
被保険者の方が退職された場合は、被保険者の方と被扶養者の方すべての保険証・高齢
受給者証をお勤め先に返却してください。被扶養者の方が就職や結婚などで扶養から
外れたときも被保険者の方のお勤め先に返却してください。

・新しい保険証が届くまでは使えるだろう
・月途中の退職だから月末までは使える
だろう

・会社から何も言われていないので使える
だろう

よくある間違い 退職日 退職日翌日

ここまで 使用不可

事業主・事業所ご担当者様へ
退職など資格を喪失される方の保険証の回収の徹底をお願いします。
加入者の方が資格喪失後に保険証を使用し受診されるケースが多く見受けられます。
資格喪失（退職や扶養の削除など）される方の保険証をすみやかに回収し、必ず資格
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。
（健康保険法施行規則第51条）

お問い合わせが多く、記入誤りの多い傷病手当金支給申請書、高額療養費支給申請書、
任意継続資格取得申出書の申請書の記入動画をYouTubeで配信しています。
記入方法やポイントをまとめてありますので、申請される際には、記入例とあわせて
ぜひご活用ください。

ご注意ください！
資格喪失日以降、資格のない保険証を提示して保険医療機関にかかった場合、
協会けんぽが負担した医療費（総医療費の7割～8割）を返還していただくことになります。

で申請書の記入動画を配信中です

記入動画の配信はこちらから 検索協会けんぽ  記入例  動画
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福利厚生事業を利用された会員様から感想をいただきました

　アンケートのご協力ありがとうございました。各施設とも
感染防止対策が徹底されております。
　協会は今後とも福利厚生事業は継続させていただきま
すので、会員様のさらなる参加をお待ちしております。

　協会では、あしかがフラワーパーク入園割引券の発行をはじめ、職場の福利厚生をお手伝いさせていただいています。
　昨年は利用できなかったとの感想もありましたが、今年度はご参加いただけますよう、事業に参加された会員様の声をご
紹介します。

　とても良い、助かります。6名→10名だとなお良い
です。

江川海岸潮干狩り江川海岸潮干狩り江川海岸潮干狩り江川海岸潮干狩り

　割引券はすごくありがたいです。次回も、たのみた
いです。

東京ディズニーランド・ディズニーシー東京ディズニーランド・ディズニーシー東京ディズニーランド・ディズニーシー東京ディズニーランド・ディズニーシー

　見たり、食べたり、体験したりと参加事業の周辺も含
め1日中歩き回り肉体的にも精神的にも元気を回復。こ
のような機会が無ければ、なかなか行けない場所だっ
たので家族の評判も上々で、家族で出かける良い機会
になりました。
　普段は行かないような場所へ行く良い機会になっ
た。同じような企画があればまた参加したい。
　期間内にぶどう狩りが終わってしまった場所があっ
たので利用可能時期の調整が必要だと感じた。
　大平町のぶどう狩りに、以前行ったことがありまし
たが、チケットをいただくことができ、また大平町ま
で行くことが出来たのでうれしいです。ぶどうもおい
しくいただけました。

大平町観光ぶどう狩り大平町観光ぶどう狩り大平町観光ぶどう狩り大平町観光ぶどう狩り

　お安くロープウェイが利用出来たことに深く感謝
しております。良い思い出がつくれました。これから
も、もっと多くの企画を楽しみにしております。因み
に、割引になったのでロープウェイに乗りましたが、
大人数になると、とてもお得感がありました。
　利用を希望する従業員の皆さんに配布しました。割
引料金で利用でき、休日のリフレッシュになり大変喜
ばれました。

那須ロープウェイ那須ロープウェイ那須ロープウェイ那須ロープウェイ

　利用割引券のご案内がきっかけで参加したいと思
いました。文章だけでなく写真も心ひかれました。割
引があるおかげで家族全員で参加出来、良い思い出に
なりました。愛犬も参加出来ました。利用割引券を提
示した窓口の対応は、とてもよかったです。

たんばらラベンダーパークたんばらラベンダーパークたんばらラベンダーパークたんばらラベンダーパーク

　年間を通してお花がみられ、心をいやしていただき
とても感謝しております。
　5月の連休の藤の花とライトアップ、10月末頃から
のイルミネーション、真冬の澄んだ空気の中で見上げ
る景色は世界に誇れる宝だと思います。季節ごとに咲
きほこる花の香り、手軽に散歩を楽しむには最高の場
所です。コロナ禍の中でも楽しんで来ました。
　令和2年は年間を通してコロナ禍の中、外出する機
会もだいぶ減り、ストレスを抱えることも多かったの
ですが、各種入園料の補助をいただき、なるべく平日
に休みをとって利用させていただきました。マスク着
用、密集・密接を避けての外出は日常になりましたが、
自然は今までと全く変わりなく私達を迎えてくれま
した。そして疲れた心を癒やしてくれました。福利増
進の企画に感謝申し上げます。
　社員6名で、あしかがフラワーパークの四季ごとに
毎年花々を見物しています。

あしかがフラワーパークあしかがフラワーパークあしかがフラワーパークあしかがフラワーパーク

　1月早々からイチゴ狩りが楽しめ、内容もとっても
大きな完熟イチゴが食べられ毎年楽しみにしており
ます。近くに益子焼もあり帰りには観光、2月には真岡
のひな飾りもみられてとても楽しく1日を過ごすこと
ができました。
　毎年家族でいちご狩りに出掛けています。ハウスも
たくさんあり、毎回大満足です。時間制限もないので、小
さい子や高齢の両親も安心して食べる事ができます。ハ
ウスによって味がちがうのも毎回の楽しみです。
　いちご狩りも初めて行ってみました。楽しかったで
す。
　いちご狩りは意外と量が食べられず普通の値段で
参加すると高いかなと思って何度も見送っていたの
ですが、割引券をいただいて半額くらいの値段で参加
することができたのでとても良かったです。3年連続
で利用させていただいています。ありがとうございま
す。

JAはが野益子観光いちご狩りJAはが野益子観光いちご狩りJAはが野益子観光いちご狩りJAはが野益子観光いちご狩り　毎年スキーのリフト券を利用させていただいてい
ます。シーズン中に何度か行く所で、しかもシニア券
よりも安く利用でき非常に助かっています。前払いで
はないので、その点でも「行ける時に使える」という安
心感があります。欲を言えば、もう少し枚数をいただ
けるとうれしいです。
　1日券を定価購入すると4,900円、早割りチケット
でも3,200円なのに、この事業にて3,000円で1日券
を購入出来る事は非常にありがたく、毎年利用させて
いただいております。

ハンターマウンテン塩原スキーハンターマウンテン塩原スキーハンターマウンテン塩原スキーハンターマウンテン塩原スキー

◯Disney◯Disney◯Disneycc

社会保険協会からのお知らせ
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お客様の声
　温泉につかると、肌がつるつる、すべすべになりま
す。こころも身体もリフレッシュできます。そしてニ
コニコして家路に帰れます。　野菜直売所や物産館で
のお買い物も楽しみのひとつになっています。　半額
負担していただき非常にありがたい、社員にも大変好
評で、引き続き継続してもらいたい。　もう少し配布
枚数を増やしてもらいたい。　券がきっかけで温泉に
きました。また利用したいです。　券が使える温泉施設
を増やしてほしい。

お客様の声
　疲労回復によく、心も身体も休まります。利用しや
すい料金、環境の良い施設をいつもありがとうござい
ます。　とてもやわらかい温泉でした。とても気持ち
よかったです。　いつも清潔で清掃も行き届いており、
スタッフの皆さんもとても良くあいさつをして下さ
り、一生懸命働いてらっしゃる姿に好感が持てます。
身体も心も非常に気持ちよく過ごせて、ありがたく思
います。

お客様の声
　広く、明るい店内で、家族でも利用しやすいです。
　スタッフの方にとてもこまめに消毒や清掃して頂
けているので安心して利用出来ました。　どのスタッ
フさんも明るい接客で、ここに来ると元気をもらえま
す。　天然温泉が温まり外に出てもポカポカです。　
　こちらの温泉はホントに肌がすべすべになります。
定期的に通ってます。　サウナはこじんまりながらも
適温で、ロウリュウが気持ち良かったです。　中には食
事処があり、メニュー豊富で美味しかったです。手も
み処も上手でした。　Wi-Fi完備で、休憩所には漫画が
置いてあり、一日中ゆっくりできます。

お客様の声
　市貝温泉を利用したら、足の痛みが和らいだ。　温
泉の質が良く、何度も利用している。　自然に囲まれ
た温泉で、ゆっくり入ることができる。　温泉に入った
後に、おらが市貝食堂でパフェを食べるのが日課とな
っている。　近くに温泉はあるが、ここの温泉が好き
なので遥々来ている。

お客様の声
　いつも気持ち良く利用している。　開放的である。
　清潔に保たれている。　脱衣所が広くてゆっくりで
きる。　サウナ、水風呂が魅力的。

日帰り温泉施設紹介とご利用者の声

　各温泉施設では徹底した感染防止対策をとっています。
　割引温泉券を利用して「こころ、からだをリフレッシュし
ましょう」

　協会では、各温泉施設の担当者よりPRを兼ねて記事掲載のご協力をいただきました。
　興味を持った温泉に行って楽しんできてくださいね。

芳賀温泉ロマンの湯芳賀温泉ロマンの湯芳賀温泉ロマンの湯芳賀温泉ロマンの湯
自慢・特色
　ロマンの湯では2本の源泉を所有しております。第1
号源泉は「炭酸水素イオン濃度」が高く美肌効果抜群の
「美人の湯」、第2号源泉は「塩素イオン濃度」が高く保温
効果抜群の「あたたまりの湯」、一回の入浴で、異なる2
種類のお湯が楽しめます。また、道の駅内にある温泉施
設ですので、温泉以外にも新鮮野菜の直売所、物産館で
のお土産品のお買い物、パンや惣菜、手作りジェラート
のお店等もあり、1日楽しめる施設となっております。

市貝温泉健康保養センター市貝温泉健康保養センター市貝温泉健康保養センター市貝温泉健康保養センター
自慢・特色
　市貝温泉は、ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉とたい
へん恵まれた泉質であり「美肌の湯」として知られてい
る泉質です。館内には気分に合わせて入浴を楽しめる6
種類の浴槽があり、家族や知人とゆっくりくつろげる施
設となっております。また、浴室の外には滝があり、四季
を感じながら温泉に入ることができます。夜間はライト
アップもされ、滝を眺めながら入る温泉は最高です。

お客様の声
　露天風呂からの景色が壮大。　ゆっくり長く浸かれ
る温度が低めの源泉風呂は湯冷めしにくく健康になっ
た。　サウナからも思川の景色が眺められるのが魅力。
　めずらしい露天の水風呂
も地下水のため、冬でも程よ
い自然の冷たさが最高。
　お食事処も料理人による
仕事で、どのメニューもおい
しいとの声がたくさん。

小山思川温泉小山思川温泉小山思川温泉小山思川温泉
自慢・特色
　小山市街地にありながら思川の雄大な大自然に囲まれ
た露天風呂からの自慢の景色をぜひお楽しみください。
地下1800メートルから湧きだす思川温泉は肌がスベス
ベになると喜ばれております。いま流行りのフィンラン
ド式のロウリュウサウナのあとは、天然地下水100％の
露天の水風呂で爽快さは折り紙つきです。日帰り入浴は
もちろんのこと、各室露天風呂付のログハウス思水館で
のお泊まりも大好評です。もともと一帯は遊園地でした
が、現在は『おやまゆうえんハーヴェストウォーク』に姿
を変え、ショッピングも十分にお楽しみいただけます。

栃木天然温泉いきいき夢ロマン栃木天然温泉いきいき夢ロマン栃木天然温泉いきいき夢ロマン栃木天然温泉いきいき夢ロマン
自慢・特色
　「いきいき夢ロマン」の日帰り温泉は、源泉掛け流しの
生天然温泉です。ナトリウム塩化物泉の効能で、皮膚病や
打ち身に効くと皆さんから喜ばれております。泉質も抜
群で温泉の成分が皮膚から吸収されて血管を拡張し副交
感神経が刺激されてリラックスし、化学成分により湯冷
めもしにくいです。内湯の大きさは畳14畳分もあり、ゆ
ったりと温泉を楽しむことが出来ます。又、サウナも皆さ
んに人気があります。フィンランド式のロウリュウサウ
ナで、蒸気からマイナスイオンがたっぷり出て、リラック
ス効果も抜群です。温泉の泉質は、ナトリウム-炭酸水素
塩・硫酸塩・塩化物温泉（低張性・弱アルカリ性・高温泉）

道の駅きつれがわ道の駅きつれがわ道の駅きつれがわ道の駅きつれがわ
自慢・特色
　日本三大美肌の湯と言われている良泉。泉質であるナ
トリウム塩化物泉は美肌の湯の他に「熱の湯」とも言わ
れ湯冷めしにくくいつまでも“ぽかぽか”が続くと評判。
また、併設する水着で利用するクアハウスでは歩行浴
など健康づくりもできます。入浴のあとは道の駅での
お買い物や食事も楽しめます。

塩原温泉華の湯塩原温泉華の湯塩原温泉華の湯塩原温泉華の湯
自慢・特色
　天然温泉「塩化物・炭酸水素塩泉」を楽しむ事が出来、
大きな丸石を組み合わせて造られた露天風呂が特徴。
サウナ、水風呂を完備している。比較的リーズナブルな
価格で温泉を楽しんで頂けます。

社会保険協会からのお知らせ
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氏　　　　名 （○で囲んでください）
被保険者・同居する家族の別

（○で囲んでください）
被保険者・同居する家族の別氏　　　　名

①

②

③
＊お申し込みされる方、全員（1事業所6名まで）のお名前をご記入ください。

※この申込書に記入された情報は、本事業以外の目的には使用いたしません。

被保険者・同居の家族

被保険者・同居の家族

被保険者・同居の家族

④

⑤

⑥

被保険者・同居の家族

被保険者・同居の家族

被保険者・同居の家族

〒320-0032　宇都宮市昭和1-7-10　東昭ビル3階
一般財団法人　栃木県社会保険協会　☎028-666-0480

大平のぶどう狩り・ぶどう購入料金に係る割引券のご案内大平のぶどう狩り・ぶどう購入料金に係る割引券のご案内大平のぶどう狩り・ぶどう購入料金に係る割引券のご案内

（1）下記の申込書に必要事項をご記入いただき、下記宛先に郵送でお申し込みください。
（2）割引券を送付いたしますので、 返信用封筒（84円切手貼付）に宛先（事業所又は申込
者等）を明記の上、同封してください。

有効期間にかかわらず、ぶどう狩りは、時期によりできない場合があります。開園時間・入
園料・休園日等は、施設により若干違いますので直接施設へお問い合わせください。

2． 有　効　期　間
3. 発　行　枚　数

4. 申　込　資　格

5. 料　　　　　金

6. 申　込　方　法

7. そ　   の　   他

8. お申し込み・
　  お問い合わせ先

2021年8月1日～2021年9月20日
2,200枚
※1事業所6枚までとなります。※申込みは先着順です。発行枚数になり次第、締め切ります。
2021年度社会保険協会費を納入いただいた事業所、または納入いただける事業所の
被保険者及びその同居するご家族。

栃木市大平町「大平町観光ぶどう園」

料　　金

利用できる
施設の料金

補助料金

500円

利用者負担金
ぶどう狩り及びぶどう購入料金から
500円を差し引いた金額（但し、補助金
に満たない場合は、負担はありません。）

1人1枚1施設（ぶどう
狩り・ぶどう購入料金
のどちらか1回限り）
の利用ができます。

園　名 電話番号 園　名 電話番号 園　名 電話番号

1．利用できる施設

大平のぶどう狩り・ぶどう購入料金割引券申込書
一般財団法人栃木県社会保険協会　あて 令和　　年　　月　　日

事業所所在地
住所

事業所名称

電 話 番 号 担当者氏名

事業所整理記号 － 協会管理番号

※事業所整理記号は年金事務所から送付される算定基礎届等に記載されています。　例）01-トヘソ
※協会管理番号は「社会保険とちぎ」が送付された封筒の宛名シール下部に印字しています。

〒

印

盤峰園
富田ぶどう園
下皆川ぶどう園
野の香ぶどう園
天海友一ぶどう園
大山ぶどう園
資料館前直売所関ぶどう園
関口観光ぶどう園

0282－43－2133
090－6793－7321
0282－43－3319
090－5303－1352
0282－43－2112
090－6496－5215
090－5528－0575
090－5390－0091

小林重雄ぶどう園
ハタヤぶどう園
川崎ぶどう園
小林一夫ぶどう園
ふる里ぶどう園
荒川清ぶどう園
小林栄一ぶどう園
　松本ぶどう園

0282－43－3849
0282－43－3861
090－7182－0577
0282－43－3848
0282－21－8626
090－2730－4480
0282－43－4152
0282－43－3817

森田ぶどう園
藤野ぶどう園
峠家ぶどう園
マルヨシぶどう園
杉田ぶどう園
立花園

090－8641－5113
0282－43－1808
0282－43－0580
0282－43－3888
0282－43－3879
0282－43－3886

ヨ

コピー可

社会保険協会からのお知らせ
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①

②

③

氏　　　　名

＊お申し込みされる方、全員（1事業所6名まで）のお名前をご記入ください。

※この申込書に記入された情報は、本事業以外の目的には使用いたしません。

（○で囲んでください）
被保険者・同居する家族の別

被保険者・同居の家族

被保険者・同居の家族

被保険者・同居の家族

④

⑤

⑥

（○で囲んでください）
被保険者・同居する家族の別

被保険者・同居の家族

被保険者・同居の家族

被保険者・同居の家族

氏　　　　名

たんばらラベンダーパーク入園割引券のご案内たんばらラベンダーパーク入園割引券のご案内たんばらラベンダーパーク入園割引券のご案内

一般入園料金
大人（中学生以上）1,000円

利用者負担金
500円

　沼田I.Cから車で30分。標高1,300mの爽やかな高原では、5万株のラベンダー
が迎えてくれます。例年の見頃は7月下旬になります。

〒320-0032　宇都宮市昭和1-7-10　東昭ビル3階
一般財団法人　栃木県社会保険協会　☎028-666-0480

（1）下記の申込書に必要事項をご記入いただき、下記宛先に郵送でお申し込みください。
（2）入園割引券を送付いたしますので、 返信用封筒（84円切手貼付）に宛先（事業所又は申
込者等）を明記の上、同封してください。

1． 施 設（ 場 所 ）

2． 開　園　期　間
3. 発　行　枚　数

4. 申　込　資　格

5. 料　　　　　金

6. 申　込　方　法

7. お申し込み・
　  お問い合わせ先

たんばらラベンダーパーク（群馬県沼田市玉原高原）
TEL　0278－23－9311
2021年7月10日～2021年8月22日
1,200枚
※1事業所6枚までとなります。
※申込みは先着順です。発行枚数になり次第、締め切ります。
2021年度社会保険協会費を納入いただいた事業所、または納入いただける事業所の
被保険者及びその同居するご家族。
入園料金（中学生以上）の半額を【利用者負担金】といたします。
子供（小学生以下）の入園料については、無料となっています。

ラベンダーパーク入園割引券申込書
一般財団法人栃木県社会保険協会　あて 令和　　年　　月　　日

事業所所在地 住所

事業所名称

電 話 番 号 担当者氏名

事業所整理記号 － 協会管理番号

※事業所整理記号は年金事務所から送付される算定基礎届等に記載されています。　例）01-トヘソ
※協会管理番号は「社会保険とちぎ」が送付された封筒の宛名シール下部に印字しています。

〒

印

コピー可

社会保険協会からのお知らせ
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〒320-0032　宇都宮市昭和1-7-10　東昭ビル3階
一般財団法人　栃木県社会保険協会　☎028-666-0480

東京ディズニーランド・東京ディズニーシー
2021年8月1日～2022年3月31日
1,700枚（1事業所4枚以内）
※多くの方にご利用いただけるよう1事業所4名までとさせ
ていただきます。

2021年7月15日（木）
※発行枚数を超えた申し込みがあった場合は抽選となります。
2021年度社会保険協会費を納入いただいた事業所、または
納入いただける事業所の被保険者及びその同居するご家族。
1人1枚有効で、利用券1枚につき1,000円の補助。
パークチケットは、現在、価格変動制になっており、オンライン予約購入サイト、
又、一部ホテルの宿泊時に入手いただけます。
詳細、今後の変更等はディズニーリゾートHP等で確認ください。
（1）下記の申込書に必要事項をご記入いただき、下記宛先に郵送でお申し込みください。
（2）申込締切後、応募結果等（利用券または抽選漏れ）について、順次送付させていただきま
すので、返信用封筒（84円切手貼付）に宛先（事業所又は申込者等）を明記の上、同封し
てください。

東京ディズニーリゾート
「コーポレートプログラム利用券」のご案内 

東京ディズニーリゾート
「コーポレートプログラム利用券」のご案内 

東京ディズニーリゾート
「コーポレートプログラム利用券」のご案内 

①

②

氏　　　　名

＊お申し込みされる方、全員（1事業所4名まで）のお名前をご記入ください。

※この申込書に記入された情報は、本事業以外の目的には使用いたしません。

（○で囲んでください）
被保険者・同居する家族の別

被保険者・同居の家族

被保険者・同居の家族

③

④

（○で囲んでください）
被保険者・同居する家族の別

被保険者・同居の家族

被保険者・同居の家族

氏　　　　名

1． 施 設（ 場 所 ）
2． 有　効　期　間
3. 発　行　枚　数

4. 申　込　締　切

5. 申　込　資　格

6. 補　助　金　額

7. 申　込　方　法

8. お申し込み・
　  お問い合わせ先

東京ディズニーランド（ディズニーシー）利用券申込書
一般財団法人栃木県社会保険協会　あて 令和　　年　　月　　日

事業所所在地 住所

事業所名称

電 話 番 号 担当者氏名

事業所整理記号 － 協会管理番号

※事業所整理記号は年金事務所から送付される算定基礎届等に記載されています。　例）01-トヘソ
※協会管理番号は「社会保険とちぎ」が送付された封筒の宛名シール下部に印字しています。

〒

印

コピー可

社会保険協会からのお知らせ


