■平成28年10月1日から厚生年金・健康保険の
新たな取扱いが始まっています！
■
「第三者行為による傷病届」
のご案内
■年金の予約相談を実施しています。
■労働Q&A
■社会保険協会からのお知らせ
■12月・1月の出張相談所日程

一般財団法人 岩手県社会保険協会ホームページ …http://www.syahokyo-iwate.com/

日本年金機構ホームページ ……………………http://www.nenkin.go.jp/
協会けんぽホームページ ………………………https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

今号の大切なお知らせ

平成２８年１０月１日から厚生年金・健康保

険の新たな取扱いが始まっています！
■チェックポイント

短時間勤務の方の適用拡大

社会保険の被扶養者（第３号被保険者）
かどうかを判断する年収１３０万円の基準には変

平成 28 年 9 月までは、一般的に週３０時間以上働く方が厚生年金保険・健康保険
（社
会保険）の加入の対象ですが、平成２８年１０月からは対象が広がり、より多くの方がよ

更はありませんが、年収１３０万円未満であっても、前記の加入要件に当てはまる方は、
被扶養者とはならず、ご自身で厚生年金保険・健康保険に加入することになります。

り厚い保障を受けることができます。

厚生年金保険・健康保険の加入手続きは勤め先の会社を通して行いますが、現在ご自
身で国民健康保険に加入している方は、国民健康保険の資格喪失の届出をご自身で行う

■対象となる人は？

必要があります。詳しくは、お住まいの市役所または町村役場にお尋ねください。また、
現在、配偶者の健康保険に加入している被扶養者の方も、資格喪失の届出を配偶者の

勤務時間・勤務日数が常時雇用者の４分の３未満で、以下の①〜⑤の全てに該当する

会社を通して行う必要がありますので、その旨を配偶者の会社に申し出ください。

方が適用拡大の対象となります。

①特定適用事業所であること

厚生年金保険等の被保険者資格取得の基準の明確化

同一事業主
（法人番号が同一）の適用事業所の厚生年金保険の被保険者の合計が、

健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準が以下のとおり明確になります。

１年で６カ月以上、500 人を超えることが見込まれる場合は、特定適用事業所として短

被保険者資格取得の基準
（４分の３基準）
の明確化

時間労働者の適用拡大の対象事業所となります。

従来の取り扱い
（旧）

②週の所定労働時間が２０時間以上であること

１日または１週の所定労働時間および１月 １週の所定労働時間および１月の所定労働
の所定労働日数が常時雇用者のおおむね 日数が常時雇用者の４分の３以上
４分の３以上（この基準に該当しない場合
であっても就労形態や勤務内容等から常
用的使用関係にあると認められる場合は
被保険者になります。）

週の「所定労働時間」
とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤

務すべき時間をいいます。（雇用保険の取扱いと同様です。）

③雇用期間が１年以上見込まれること
□ 期間の定めがなく雇用される場合
□ 雇用期間が１年以上である場合
□ 雇用期間が１年未満であっても、次のいずれかに該当する場合

被保険者資格取得の経過措置

・雇用契約書に契約期間が更新される旨または更新される可能性がある旨が明示さ

施行日
（平成２８年１０月１日）
において、新たな４分の３基準を満たしていない場合で

れている場合

あっても、施行日前から被保険者である方は、施行日以降も引き続き同じ事業所に雇用

・同様の雇用契約により雇用された者について更新等により１年以上雇用された実

されている間は、被保険者となりますので、「資格喪失届」の提出は必要ありません。

績がある場合

④賃金の月額が 8.8 万円以上であること

週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金の額

が、8.8 万円以上である場合となります。ただし、次に掲げる賃金は除きます。

厚生年金保険の標準報酬月額の下限に新たな等級が追加されました
厚生年金の現在の標準報酬月額の等級表に新たな等級（第 1 等級：８８千円）が追加されました。

・臨時に支払われる賃金および１月を超える期間ごとに支払われる賃金

改正前

（例：結婚手当、賞与等）
・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金
（例：割増賃金等）
・最低賃金法で算入しないことを定める賃金
（例：精皆勤手当、通勤手当、家族手当）

報酬月額

月額

円以上

円未満

標準報酬
等級

月額

1

88,000

報酬月額
円以上

円未満

〜 93,000

1

98,000

〜101,000

2

98,000

93,000〜101,000

2

104,000

101,000〜107,000

3

104,000

101,000〜107,000

3

110,000

107,000〜114,000

4

110,000

107,000〜114,000

30

620,000

31

620,000

605,000〜

〜

生徒または学生は適用対象外となります。（雇用保険の取扱いと同様）

標準報酬
等級

改正後

〜

⑤学生でないこと

平成２８年１０月１日以降の取り扱い
（新）

605,000〜

ご不明な点についてはお近くの年金事務所までお問い合わせください。
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「第三者行為による傷病届」のご案内（交通事故などで健康保険証を使うとき）
業務外の事由による交通事故など、他人（第三者）の行為によって病気やケ
ガをしたときに健康保険で治療を受ける場合は、
「第三者行為による傷病届」

なぜ届出が必要なの？

の提出が必要となります。

交通事故等の第三者行為によって病気やケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担する

※届書を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等によりお知らせいただき、後日、できるだけ早

のが原則ですが、実際には加害者の対応などによって被害者が自費で治療を受けなければならな

く届書のご提出をお願いします。

いケースが発生しています。そこで、被害者を救済するため、健康保険で治療を受けることがで

※交通事故等が業務上や通勤途上のものであれば、労災保険の給付の対象となる可能性があり、原則として健康保険

きるようになっています。

は使用できません。事業所所在地を管轄する労働基準監督署にお問い合わせください。

なお、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うことになるため、後日、その
費用は協会けんぽから加害者（または保険会社）
に請求することになります。

第三者行為に該当する主な事例

■健康保険を使って治療を受けた場合の流れ
［他人の飼い犬に噛まれた］

故］
［自動車・自転車などの交通事

⑤医療費の一時立替払い

医療機関

協会けんぽ

④医療費の請求
⑥立替えた医療費の請求

（提出できないときは電話連絡等）

⑦医療費の支払い

故］

③一部負担金の請求

［スキー
・スノーボ
ードなどの
接触事

②健康保険で受診

［ケンカなど
で負傷させら
れた］

①「第三者行為による傷病届」
等を提出する

一部負担金の請求

被害者（加入者）

提出書類は？
■提出書類

加害者

一部負担金の支払い

（または損害保険会社）

示談は慎重に！
健康保険で治療中に示談が成立した場合、損害賠償請求権を放棄したことになり、
・交通事故、自損事故、第三者（他人）等の行為による傷病（事故）届
・負傷原因報告書

健康保険で治療を受けることができなくなる可能性があります。示談をするときは、事
前に協会けんぽ岩手支部までご相談ください。

・念書
・損害賠償金納付確約書（加害者記入）
・示談書の写し ※示談が成立している場合のみ

■交通事故の場合、加えて提出する書類

者の行為などによるものではないかを確認するためのものです。協会けんぽから照会文書が届いた場

・同意書

合には、必ずご回答くださいますようお願いします。

・交通事故証明書

※提出書類はホームページからダウンロードできます！
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ケガで健康保険をご使用になった場合、後日、協会けんぽからケガをされた状況をお尋ねする文書
（負傷原因の照会）
を加入者様あてにお送りする場合があります。これは、ケガの原因が業務上や第三

・事故発生状況報告書

・人身事故証明書入手不能理由書

負傷原因の照会にご協力ください

※警察への届出を物損（物件）事故として処理している場合のみ

「第三者行為による傷病届」に関するお問い合わせ ☎019−604−9088（協会けんぽ岩手支部レセプトグループ）
5

労働Q&A

改正 育児・介護休業法について

来たる平成２９年１月１日より、改正 育児・介護休業法が施行されます。
今回の改正は、介護休業に比重を置いて見直しが行われています。

ご予約いただくと…
①お客様のご都合にあわせて、スムーズに
相談できます！
②相談内容にあったスタッフが
事前に準備のうえ、丁寧に対応します！

Q1.
A1.

介護休業に関する改正点はどのようなものですか？
主として３つあります。
①介護休業の分割取得

従来は、介護対象家族１名につき原則１回しか介護休業を取得できませんでした。そのため
介護休業の上限日数 93日の範囲内であっても、ひとたび介護休業を終えるとその家族のた
めの介護休業を再び取得することはできませんでした。
しかし改正後は、上限日数 93日の範囲内で、最高３回に分けて介護休業を取得することが
できるようになります。
②所定労働時間の短縮措置の別建て化
介護のための所定労働時間の短縮措置
（選択的措置義務）
については、従来介護休業と通
算して93日の範囲内で取得可能でしたが、改正後は介護休業の上限日数 93日とは別個に取
得・利用することができるようになります。
③残業の制限
（新設）
新設の制度として、介護が終了するまでの期間中、所定外労働
（残業）
を免除するよう事業
主に請求することができるようになります。

Q2.
A2.
［予約相談の実施時間帯は、8：30〜16：00（月〜金曜日）
です］
○予約相談希望日の１カ月前から前日まで受付しています。

○ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書をご準備ください。
○お近くの年金事務所で受付しています。

介護休業・育児休業ともに、休業の申出時点で過去１年以上継続して雇用されていることと
いう要件に変わりはありません。ただし、将来の雇用見込みに関する要件が若干緩和されま
す。

Q3. 「休業」ではなく『休暇』に関する改正点はありますか？
と
『子の看護休暇』
のことですね。
A3. 『介護休暇』
いずれの休暇も従来は制度上１日単位での取得しか定められておりませんでしたが、改正
後は半日
（所定労働時間の２分の１）
単位での取得が可能になります。
その他詳細については社会保険労務士にお問い合わせください。

予約のお申込みは

日本年金機構

有期契約労働者に関する改正点はありますか？

【提供：岩手県社会保険労務士会】

盛岡年金事務所
一関年金事務所
宮古年金事務所
花巻年金事務所
二戸年金事務所

019-623-6211（代表）
0191-23-4246（代表）
0193-62-1963（代表）
0198-23-3351（代表）
0195-23-4111（代表）

※なお、お申込み当日の予約はできません。
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去る10月1日（土）、当協会会員事業所を対象とし
た健康づくり事業「第4回ゴルフ大会」が、岩手ゴル
フ倶楽部新山ゴルフコースで行われました。快晴の
秋晴れの中、女性の方がホールインワンを出すなど
大いに盛り上がり、腕に覚えのある49名の皆さんが



「ゴルフ大会」が行われました。

がんばろう!岩手

■健康づくり事業

社会保険協会から
のお知らせ

日頃の成果を存分に発揮され心地良い汗を流してい
ました。
競技終了後は表彰式を兼ねたレセプションが行わ
れ、松茸やフルーツなど秋の味覚溢れる賞品がテー
ルフ談議に花を咲かせていました。
今後の実施についても、一層充実してまいります
ので、皆様の多数のご参加をお待ちしております。

■平成28年度「社会保険事務研修会」が終了しました。
社会保険事務担当者の方を対象とした「社会保険事務研修会」は9月28日の一関会場を最後に終了しました。
今年度の研修内容は「60歳以後の年金額調整のしくみ」
「良くわかる！協会けんぽ」
「雇用保険の事務手続き」を
テーマに行われました。特に雇用保険は改正事項を行いタイムリーなものとなりました。来年度も引き続き
皆様の要望意見を参考に実施予定です。9月に行われた研修は以下のとおりです。
①9/26 釜石会場

②9/27 花巻（東和）会場

③9/28 一関（川崎）会場
参加者

103名

社会保険出張相談所 ]]]]]]]]] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
12月

場

八幡平市役所（多目的ホール）

1月

時

間

7(水） 11(水） 10：00〜15：30

盛岡

ゆはず交流館（岩手町） 14(水） 18(水） 10：00〜15：30
町

役

1月は 11：00〜15：00
場 21(水） お休みです

紫

波

町

役

場

陸 前 高 田 市 役 所

12月は
お休みです

25(水） 10：00〜15：30

8(木） 12(木） 10：30〜15：30

一関

大 船 渡 商 工 会 議 所 15(木） 26(木） 10：30〜15：30
12月は
メイプル地階多目的ホール（水沢） お休みです

5(木） 10：30〜16：00

1月は 10：00〜15：00
1(木） お休みです

青葉ビル第1・2研修室（釜石市）

8(木） 12(木） 10：00〜15：30

遠野市まちおこしセンター

1(木） 5(木） 10：30〜15：30

二戸

久 慈 市 文 化 会 館
（アンバーホール）

7(水） 11(水） 10：30〜16：00
21(水） 25(水） 10：30〜16：00

※各会場とも電話による時間予約制を実施しています。相談日の前日までに管轄の年金
事務所へご予約ください。
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※相談の内容によっては、翌日以降の回答となる場合があります。
※変更される場合がありますので、各年金事務所へご確認のうえ
お出かけください。

盛岡年金事務所
一関年金事務所
宮古年金事務所
花巻年金事務所
二戸年金事務所

☎０１９−６２３−６２１１
（代）
☎０１９１−２３−４２４６
（代）
☎０１９３−６２−１９６３
（代）
☎０１９８−２３−３３５１
（代）
☎０１９５−２３−４１１１
（代）

相談の際にお持ちいただくもの
①年金相談、年金加入期間の照会等には年金手帳か基礎
年金番号通知書、振込通知書、年金証書など本人である
ことが確認できるものを必ずお持ちください。
②本人以外の方が相談される場合には、本人からの委任状
と相談を受ける方の確認ができる身分証明書 ( 運転免許
証等 ) が必要となります。

17
10

電話019 ￨625 ￨2772

宮古 花巻

奥州商工会議所（江刺）

①月曜日（祝日にあたる時は翌開所日）午後7時まで受付を延長
②第2土曜日は、休日相談日9：30〜16：00まで受付

盛岡畜産会館1階

巻

県内の年金事務所では、通常の業務取扱時間の
ほか下記時間帯も年金相談を受けられます。

￨

葛

年金相談のご案内

盛岡市松尾町

会

編集・発行／一般財団法人 岩手県社会保険協会 〒020 ￨0873

ブルを埋め尽くす中、異業種企業間の情報交換やゴ

