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算 定 基 礎 届 の 準 備 は お済みでしょうか！
被保険者の標準報酬月額は、実際に受けた報酬に合わせて毎年 9 月に決め直されます。 算定基礎届によって決定された標準報酬月額は、保険料や傷病手当金等の保険給付、
また将来受給される年金の計算の基礎となる大切な届出です。届書の作成にあたっては、 記入もれ、記入誤り、届出もれがないよう十分ご注意ください。
イント
ポ

1 届出用紙は届いていますか？
算定基礎届の用紙は、すべての事業所へ6月中旬頃にお送りしています。
※社会保険労務士へ委託されている事業所については直接社会保険労務士にお送りしています。

イント
ポ

2 お送りした届出用紙に被保険者の方全員の氏名等がプリントされていますか？
●労働者名簿との確認をお願いします。

4 ７０歳以上の被用者の届出は？
平成１９年４月から、適用事業所に使用される７０歳以上の年金受給者については、
６０歳代後半の在職老齢年金と同様のしくみが
適用されています。厚生年金保険の事業主の皆様には、
７０歳以上の被用者の年金調整に必要な雇用･退職または報酬･賞与等の
額に関する届出が必要です。
届出用紙が平成30年3月5日より変更されており、70歳以上の被用者の届出は、通常の算定基礎届と一体型の用紙になりまし
た。70歳以上の被用者の方につきましては、算定基礎届に個人番号（もしくは基礎年金番号）と備考欄にある「70歳以上被用者算
定」に丸をしていただきますので、ご提出の際はご注意ください。

イント
ポ

5 算定基礎届の提出先は
作成いただいた算定基礎届は、
「日本年金機構 仙台広域事務センター」へ郵送してください。

送付先

今年5月31日までに資格取得された方で、7月1日現在の被保険者全員が届出の対象になります。休職者や海外駐在員で
あっても、7月1日現在被保険者資格があれば対象となります。
被保険者氏名等をプリントしている届出用紙は、5月19日までに日本年金機構が入力処理をした情報をもとに作成して
います。届出用紙にプリントされていない届出対象の方は、空欄部に追記してください。

イント
ポ

●資格取得届等の提出漏れはありませんか？

資格取得届や資格喪失届、賞与支払届、昇給による月額変更届が提出されていない方はいませんか？ もう一度ご確認をお願いします。

イント
ポ

3 算定基礎届は正確に記入できましたか？
●支払基礎日数を確認してください。

4月、5月、6月の支払基礎日数を確認し、支払基礎日数が17日未満（特定適用事業所の短時間労働者は11日未満）の月は除外します。
※月給制の場合：▶休日や有給休暇も支払基礎日数に含まれるため、出勤日数に関係なく、支払対象期間の暦の日数が支払基
礎日数になります。
▶欠勤日数に応じて給料が差し引かれる場合は、事業者が定めた日数から欠勤日数を差し引いた日数を支払
基礎日数とします。
※日給制の場合：出勤日数が支払基礎日数となります。
有給休暇を取得したときは、その日数を支払基礎日数に含めます。
※パートタイマーの場合は、備考欄に「パート」と表示してください。

〒980-8461

日本年金機構 仙台広域事務センター

※郵便番号を記載すれば、住所の記載は不要です。

● 電子媒体（CD・MO）による届出の場合についても、
「日本年金機構 仙台広域事務センター」へ郵送してください。
● 電子申請による届出の添付書類も、
「日本年金機構 仙台広域事務センター」へ郵送してください。

仙台東年金事務所の駐車場は大変混雑しますので、来所いただく場合は、公共交通機関の利用にご協力
をお願いいたします。

※提出期限は令和元年7月10日（水）
までになります。

イント
ポ

6 決定通知書が届いたときは
算定基礎届により決定された新しい標準報酬月額は、
「標準報酬決定通知書」として後日お送りします。
通知書が届きましたら、被保険者の方へ新しい標準報酬月額を必ずお知らせください。

●報酬月額の算定方法

算定基礎届に記入する報酬は、
４月、
５月、
６月の各月中の給料日に支払った報酬となります。
「4月分」、
「5月分」、
「6月分」の
給料を指すものではありません。
例えば、
「3月分」給料を4月10日、
「4月分」を5月10日、
「5月分」を6月10日に支払っている事業所の場合は、
「3月分」、
「4月
分」、
「5月分」を記入することになります。
なお、現物で支給しているものがある場合は、金額に換算して「現物」欄に記入します。
（食事・住宅は、都道府県ごとに価額が定められています。その他は時価です。）
※平成25年3月31日までは、社会保険加入が本社管理加入の場合は、本社が所在する都道府県の価額が適用されていました
が、平成25年4月1日以降からは、勤務地（支店・営業所等）が所在する都道府県の価額が適用されます。

・宮城県の現物給与の価額
食 事：19,800円/月、660円/日（朝食170円/日、昼食230円/日、夕食260円/日）
住 居：一畳当たり1,380円/月
・現物給与の価額の取扱い（通勤のための交通用具）＊事業所専用バス等
労働協約に定めがある場合は、その価額を「時価」として取扱います。
労働協約に定めがない場合は、実際費用を「時価」として取扱います。
判定が困難な場合は、近隣のバス会社の1か月の通勤定期代を「時価」として取扱います。

イント
ポ

7 新しい標準報酬月額は９月分から適用されます
10月に支払いする給料から、新しい標準報酬月額による保険料で控除してください。

算定基礎届についてのお問い合わせは下記のとおりです
「ねんきん加入者ダイヤル」をご利用ください。TEL

0570-007-123

提出済の届書等に関するお問い合わせは、年金事務所へご照会ください。

●仙台東年金事務所 TEL 022-257-6111 ●石巻年金事務所 TEL 0225-22-5115 ●古川年金事務所 TEL 0229-23-1200 ●大河原年金事務所 TEL 0224-51-3111
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（5）

協会けんぽ からのお知らせ
の 健康 づくり
します！
～ 職場のメンタルヘルス対策は「健康経営」への第一歩 ～
また、心の病気で傷病手当金を受給した方の多くは受給中に退職しており、企業においての対策が重要となっています。
協会けんぽ宮城支部では加入者向けのメンタルヘルス対策として下記の事業をご用意しております。

心の不調を感じている
被保険者様

カウンセリング事業
対象者

用

宮城支部では毎月 10 日頃メールマガジンを配信しております！

旬な情報（イベント等）を

健康づくりに役立つ
コラム が読みたい！

健康保険制度 を

いち早く知りたい！

簡単に知りたい！

どなたでもご登録いただけます！

宮城支部加入の事業所担当者、被保険者（ご本人）
事業所担当者、被保険者どちらも初回のみ無料

費

健康保険に役立つ情報をメルマガで簡単にゲット！

こんな方におすすめです！

傷病手当金（病気やけがによる休業補償）で受給割合が最も多いのは「心の病気」です。

社内での
メンタルヘルスに
お悩みの担当者様

1回
毎月
信
無料配

協会けんぽ宮城支部のホームページからアクセスしてください。
パソコンでの登録は

スマートフォンでのご登録は

※事業所担当者が相談される場合で、相談対象となるメンタルヘルス不調者が
複数人いる場合は、相談対象者ごと 1 回は無料となります。

二次元コード
からも簡単に
ご登録できます

（例）従業員 A さんのことで 2 回相談→初回の 1 回のみ無料
従業員 A さん、B さんのことで 1 回ずつ相談→どちらも初回 1 回は無料

期

間

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
特定非営利活動法人 東日本カウンセリングセンター

お問い合わせ先

実施機関

社内で
メンタルヘルスの
研修をご検討の
ご担当者様

☎ 022－211－9234
☎ 090－8423－7866
予約受付 10：00 ～ 18：00（日祝、年末年始除く）
特定非営利活動法人 東日本カウンセリングセンター

メンタルヘルス出前セミナー
対象者

用

②健康保険委員委嘱事業所の場合
③上記①、②以外の事業所の場合

7,000 円（税抜）
10,000 円（税抜）

※①②の両方に該当する事業所様は①の費用になります。

期

間

お申し込み先
実施機関

だ液のはたらき

宮城支部の被保険者 50 名以上を有する事業所
①職場健康づくり宣言認定事業所の場合 5,000 円（税抜）

費

クリック！

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
協会けんぽ宮城支部ホームページ記載の「メンタルヘルス
出張セミナー申込書」により FAX または郵送にて受付
一般社団法人 日本産業カウンセラー協会 東北支部

口の中の渇きでお困りの方はいませんか？ 今回は、様々な
「だ液のはたらき」について、お話します。

のページをご覧ください。お申し込み後、日本産業カウンセラー協会東北支部の担当者よりご連絡いたします。

うものや、過度のストレス、一部の内服薬の副作用（高血圧改
善薬、抗アレルギー薬、利尿剤、抗うつ薬など）
、口呼吸、煙

「消化作用」 だ液の中の消化酵素（アミラーゼ）はデンプンを
糖に分解し体に吸収しやすくします

草やお酒の取りすぎなどにより、だ液の分泌量が減少する場合
があります。

「溶解作用」 食 べ物に含まれる味を感じさせる物質を溶かし
て、より美味しく食べられるようにします

日頃の生活習慣の改善、適度な唾液腺へのマッサージ、こ

「洗浄作用」 歯や舌についた食べかすを洗い流します

まめな水分補給、歯磨きやうがい薬の使用といったことで改

「円滑作用」 発音や会話を滑らかにします

善するケースもあると思いますが、 強いお口の渇きや、口臭、

「抗菌作用」 バイ菌を弱らせて体を守る働きがあります

舌の乾燥、味覚障害といった症状を感じる場合は、かかりつ

「pH 緩衝作用」 口
 の中をむし歯菌が増えにくい、中性に保ちます

けの歯科医院にご相談されることをお勧めします。

「保護作用」 歯の表面に被膜をつくり歯を守ります
「咀嚼・嚥下作用」 食
 べ物を湿らせ細かく粉砕し食塊を形成

※詳細については、「協会けんぽ宮城支部」
＞
「健康づくり」
＞
「事業所様向け健康づくりサービス」
＞
「メンタルヘルス出張セミナー」

私達の身体を助け、守ってくれる「だ液」ですが、加齢に伴

し飲み込みやすくします

一般社団法人宮城県歯科医師会
地域保健部会

部員

森 拓也
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社会保険協会からのお知らせ

出産手当金

第105話
どんな相談?

来週から産休に入る
K村さんから
出産手当金について
相談を受けまして。

被保険者期間中の要件としては、
①被保険者が出産すること。
妊娠 か月 (日 以)上の
出産であること。
③出産のため仕事を休み、
事業主から給与の支払いがないこと
の3点があげられるわね。

もし退職後も引き続いて
受けるといった場合は
どうなんでしょうか?

②
4

85

自分の被保険者期間が
1年以上なくて、
この状態で出産手当金は
受けられるのかどうかが
心配なんだそうです。

なるほど、
そういうことね。

④

1

5

令和元年度事業計画について、3 月12 日開催された（一財）宮城県社会保険協会理事会において承認されました。
主な事業をご案内いたします。

健康保険・年金制度の普及宣伝事業

●春・秋のハイキングの実施（６月・10 月）
県内５地区で予定します。

日本年金機構県内６年金事務所と全国健康保険
協会宮城支部のご協力をいただき、制度改正等の
周知や事務手続き関係等のほか年金事務所の年金
相談に関する情報、社会保険協会事業等を掲載し
ます。
・ ホームページの開設
各種協会事業等のほか、広報誌
「社会保険みやぎ」
の過去発行分などもご覧いただけます。
・ 社会保険事務手続き等に関する参考図書の配布
算定基礎届等社会保険事務に役立つ参考図書を
無償で配布します。
●事務講習会等の開催
・社会保険新任担当者等事務講習会を開催します。
（ 7 月）

2

健康管理事業

42

被保険者期間が1年以上
必要というのは
退職などで資格を喪失した後に
出産手当金を継続して受ける際の
要件なの。
K村さんは特に退職の予定とかは
ないから心配ないわね。

そうなんですね。
ちなみにほかの
要件とかはあるんですか?

そうね …
、
私が予定日以前 日より後に
退職した場合は退職後も
出産手当金を受けられるわね。

M美さん、
結婚してたのか、、、
（残念）

6

健康・福利増進事業

・広報誌「社会保険みやぎ」を隔月発行

その場合は、
被保険者期間中の要件に加えて
退職日までに 年以上継続して
被保険者であること。
⑤退職日に出勤していないこと。
⑥出産手当金の請求可能期間中に
退職していること。
が必要になるわ。

そんな要件があるんですね。
あっ、M美さんは
被保険者期間 年以上の要件を
満たしていますね。
1

令和元年度の主な事業のご案内

●広報の推進

1

4

一般財団法人
宮城県社会保険協会

●健康づくり指導講習会・健康相談への講師派遣（年間）
保健師、管理栄養士、体育専門家を各事業所に派
遣します。
● 健康づくりＤＶＤの貸出し（年間）
各種 DVD を準備しており、職場での健康管理研
修等にご利用いただいております。

●ハゼ釣り大会の開催（10 月）

松島湾内でのハゼ釣り大会を開催します。

●ファミリースキースクールの開催（２月）

スプリングバレー泉高原スキー場で開催します。

●契約宿泊施設を利用された場合の補助（年間）

下記「契約宿泊施設の宿泊料金の補助」をご覧く
ださい。

●各種施設の優待事業の実施

「うみの杜水族館」の施設利用割引、
「全社連」契
約施設の優待利用、「（一財）宮城県社会保険協会」
契約施設の優待利用等、各種優待事業の実施を進め
ております。（優待施設事業の詳しくは HP をご覧
ください）

年金シニアライフセミナー
退職予定者、事業所の担当者、被保険者等の方々を
対象に年金シニアライフセミナーを開催します。
（10 月）

年金委員・健康保険委員の活動への協力
宮城県社会保険委員会連合会ならびに県内６社会保
険委員会の活動を支援します。

「契約宿泊施設の宿泊料金の補助」について

3

これまで宮城県社会保険協会で行ってきた契約宿泊施設利用の宿泊料金の助成については、
「全社連」優待事業の内容によらず、従
来どおり「協会費払込受領証」の写し・宿泊者の「健康保険証（含被扶養者）
」を提示により、ご利用者お一人につき 1,000 円の割引

協会けんぽからのお知らせ

＜出産手当金について＞
●被保険者が出産のために会社を休み、その間の給与を受けられないときの
生活の保障として支給されるのが出産手当金です。出産日以前の 42 日から
出産日後 56 日目までの期間について請求することができます。
●任意継続被保険者に対しては、資格喪失後の継続給付として支給される場
合を除き、出産手当金は支給されません。

をします。
（令和元年 7 月 1日から令和 2 年 6 月 30 日までは
「平成 31 年度協会費 払込受領証」
の写し・宿泊者の
「健康保険証
（含被扶養者）
問い合わせ先

をご提示願います。
（令和元年 6 月 30 日迄は「平成 30 年度払込受領証の写し」でも可。
）なお、同一人のご利用には上限があります。

契約宿泊施設

全国健康保険協会宮城支部
〒 980-8561
仙台市青葉区国分町 3-6-1
仙台パークビル 8F
TEL 022-714-6850
ホームページは
「協会けんぽ」で検索してください。

「秋保の郷 ばんじ家」
☎022-397-3156

申し込み・問い 合わせ先

一般財団法人

宮城県社会保険協会

「鳴子やすらぎ荘」
☎0229-87-2121

※
「松風荘」
（新潟県村上市瀬波温泉）
は廃止になりました。

〒980-0802 仙台市青葉区二日町10-20 アルコイリス二日町4階
TEL 022-266-0411

FAX 022-266-0471

社会保険
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日本

ねんきんダイヤル

構からのお
知
金機
年

せ
ら

年金事務所の電話は大変混み合っております

みやぎ

電話による年金相談は以下の相談先へ

0570-05-1165（ナビダイヤル）

※050（一部）の電話からおかけになる場合は03-6700-1165
受付
時間

●月～金曜日 8:30～17:15 ただし月曜日（休日明けの初日）は１９：００まで受付時間を延長
●第２土曜日 9:30～16:00

（なお、祝日はご利用いただけません。）
※お電話いただく際には、基礎年金番号又は年金証書番号をお知らせください。

ねんきんダイヤル(ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号）

0570-058-555（ナビダイヤル）

※050（一部）の電話からおかけになる場合は03-6700-1144
受付
時間

●月～金曜日 8:30～17:15 ただし月曜日（休日明けの初日）は１９：００まで受付時間を延長
●第２土曜日 9:30～16:00

年金相談の受付時間と
週末相談（予定）

（なお、祝日はご利用いただけません。）

※このダイヤルでは「ねんきん特別便」
「厚生年金加入記録のお知らせ」に関するお問い合わせについてもお受けいたします。

ご利用にあたってご留意いただきたいこと

•ナビダイヤルは、一般固定電話以外（携帯電話等）からおかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。
•「03-6700-1165」
「03-6700-1144」の電話番号におかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。

７月
日

街角の年金相談センター仙台
厚生年金保険・国民年金の受給に関するご相談、手続きは年金事務所のほか、
年金相談センターでも行うことができます。
◎電話によるご相談は「ねんきんダイヤル」にお問い合わせください
ただし月曜日（休日明けの初日）は
19：00まで受付時間を延長

街角の年金相談センター仙台
（仙台パークビル2F）
仙台市営地下鉄

相談時間

●月～金曜日 8：30～17：15
●第２土曜日 9：30～16：00

（なお、祝日はご利用いただけません。）

右記カレンダーもご覧ください

県庁・市役所前

仙台市役所

〒980-0803
仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル2階

定禅寺通市役所前

勾当台公園駅

勾当台公園
市民広場

街角の年金相談センター仙台
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◆受付時間

平日（月～金）
午前8時30分～午後5時15分

県 庁

◆年金相談の「時間延長」と「週末相談」
勾当台公園

三越

※全国社会保険労務士会連合会が受託運営しています

7
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月

時間延長（週の初日）
午後5時15分～午後7時
週末相談（第2土曜日）
午前9時30分～午後4時

変更されている場合もありますので、
ホームページなどでご確認のうえご利用ください。

7月・8月の出張相談所開設のご案内
1. 常設
会

場

開設日

開設時間

予約受付先

8：30 〜 17：15

石巻年金事務所
0225-22-5118

開設日

開設時間

予約受付先

7 月 10 日（水）

10：00 〜 12：00
13：00 〜 15：30

石巻年金事務所
0225-22-5118

9：30 〜 12：00
13：00 〜 15：30

古川年金事務所
0229-23-1204

気仙沼出張相談所
土日および祝日以外の
（NTT気仙沼ビル1F）
平日
（予約制）

2. 臨時開設
会

場

南三陸町役場
（予約制）
登米市南方総合支所
（予約制）

7 月 25 日（木）
8 月 22 日（木）

・予約制を実施している会場については、お電話で事前に相談日をご予約ください。
・ご予約は、相談日の１カ月前から受付いたします。
※相談にお越しの際には、年金証書、振込通知書、年金手帳や被保険者証といった、本
人であることを確認できるものを必ずお持ちください。
※本人以外の方が相談される場合には、本人からの委任状とお越しになる方の本人確認
ができる身分証明書（運転免許証等）及び印鑑が必要となります。
記事提供／日本年金機構・全国健康保険協会宮城支部
編集発行／
（一財）宮城県社会保険協会

印

〒980 - 0802 仙台市青葉区二日町10 - 20 アルコイリス二日町4階
http://www.shahokyo-miyagi.jp/
刷／ハリウ コミュニケーションズ（株）

☎022 - 266 - 0411

年金の予約相談を
実施しています。
日本年金機構では、業務の迅速化に努めてお
りますが、受付状況によっては窓口が混雑する場
合がございます。年金のご相談の際には、事前
にご予約のうえ、年金事務所へおいでいただくと
スムーズに相談できます。
予約相談は全国どこの年金事務所でも実施し
ています。
なお、予約相談希望日の１か月前から受付して
います。
予約の申し込みは「予約受付専用電話」へ
ゴ
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0570－05－4890
この印刷物は、
輸送マイレージ低減による CO2 削減や
地産地消に着目し、国産米ぬか油を
使用した新しい環境配慮型インキ
「ライスインキ」で印刷しており、
印刷用紙へのリサイクルが可能です。

