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●令和2年度 滋賀県社会保険委員表彰式
●「医療費のお知らせ」をお送りします！
●ボーナスを支払われたら「賞与支払届」の提出を！
●「ねんきんネット」始めてみませんか！
●BIWA-TEKU あるいてスタンプ！でかけてポイント！
●B.LEAGUEの観戦チケットをプレゼント！
●家庭常備薬等の斡旋について
●健康啓発DVDの貸出しについて
●わが家でごはん！Vol.35…カロリーオフで満腹！満足！
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vol.441

今月の記事

次のホームページにおいても、社会保険に関する情報を掲載しております。

日本年金機構ホームページ　https://www.nenkin.go.jp/

協会けんぽホームページ　https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

日本年金機構

協会けんぽ

〔彦根市：彦根城の冬／天下の名城の一つに数えられる彦根城は、井伊直継（なおつぐ）・直孝（なおたか）によって約20年の歳月をかけて建設され、元和8年（1622）に
完成しました。月明かりに浮かぶ彦根城は美しく、琵琶湖八景の1つに数えられています。〕

（公社）びわこビジターズビューロー

カロリーオフで満腹！満足！Vol.35わが家でごはん！
これで元気いっぱい

●作り方 25分（目安時間）
❶切り干し大根はたっぷりの水で戻し細かく

刻み、水気をしっかりと絞る。玉ねぎはみ
じん切りにし、電子レンジ（600Ｗ）で1分加
熱し粗熱を取る。パン粉は牛乳を加え浸し
ておく。きのこは食べやすい大きさに切る。
ピーマンは千切りにする。

❷ボウルに豚ひき肉を入れて塩を混ぜ、粘り
が出たら①の切り干し大根、玉ねぎ、牛乳
とパン粉、卵、こしょうを混ぜる。

❸②を小判型に成型し、油をひかずにテフロ
ンフライパンで両面焼く。きのこ、ピーマン、
Aを入れ、ふたをして弱火で10分煮込む。

❹水溶き片栗粉を加えとろりとするまで1 ～ 2
分煮る。器に盛り、ハーブを飾る。

材料（2人分）

ひき肉を半分切り干し大根に置き換えて、カロリーと脂質をオフ！
今回のレシピは、切り干し大根をプラスしたハンバーグです。

豚ひき肉
（1人分）
236kcal

脂質

17.2g

これで
カロリー＆
脂質を
オフ！！

●切り干し大根 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15g
●玉ねぎ‥‥‥‥‥‥‥‥ 1/4個（50g）
●パン粉、牛乳 ‥‥‥‥‥‥‥ 各大さじ1
●きのこ（しめじ、しいたけ、エリンギなど）‥‥‥100g
●赤ピーマン、ピーマン ‥‥‥‥‥ 1/2個
●豚ひき肉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥100g
●卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １/2個
●塩、こしょう ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 少々
●【A】水‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 200mℓ
　　  和風だしの素 ‥‥‥‥‥ 小さじ1/4
　　  みそ、しょうゆ、ケチャップ ‥‥ 各大さじ1
●片栗粉 ‥‥ 大さじ1（大さじ１の水で溶く）
●ハーブ（チャービルなど） ‥‥‥‥‥ 適量

カロリー ‥‥ 242kcal
脂質‥‥‥‥‥‥11.1g
塩分相当量‥‥‥2.8g

※すべて1人分の数値
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切り干し大根入り和風煮込みハンバーグ
豚ひき肉+
半分

切り干し大根
（1人分）
139kcal
脂質

8.6g

+



11月12日（木）、栗東芸術文化会館「さきら」中ホールにおいて社会保険事業の推進に功績のあった方
に厚生労働大臣、日本年金機構理事長、日本年金機構理事、全国健康保険協会理事長、全国健康保険協会
滋賀支部長、健康づくり優良事業所表彰が行われました。

心から敬意を表しますとともに、なお一層のご活躍を期待いたします。

令和2年度 滋賀県社会保険委員表彰式

社会保険委員功労者を表彰！！

社会保険委員功労者（順不同・敬称略）

健康づくり優良事業所

●日本年金機構理事長表彰
川 明彦
春田 真樹

一般財団法人 近江愛隣園
社会福祉法人 甲賀学園

●日本年金機構理事表彰
鎌田 彰博
川畑 さゆり

株式会社 滋賀銀行
東レ 株式会社

柿添 高広
柴田 時子

株式会社 市金工業社
近江鉱業 株式会社

北村 拓人
小西 由起
藤澤 一弘
大原 真紀
中塚 正俊
齊田 清美
宮部 麻里
嶋川　緑

株式会社 六匠
社会福祉法人 和光会 みどり園
安全索道 株式会社
滋賀県製薬 株式会社
株式会社 近江兄弟社
日本ソフト開発 株式会社
宮部運輸 有限会社
株式会社 肥田電器金型製作所

●全国健康保険協会滋賀支部長表彰

株式会社 笹川組
株式会社 三東工業社
社会福祉法人 青い鳥会 彦根学園

川口 正夫 社会福祉法人 幸忍会

●厚生労働大臣表彰
友田 敦己 株式会社 アークレイ ファクトリー 竹山 佳子 株式会社 フジサワ建設

●全国健康保険協会理事長表彰
西川　司
西川　毅

株式会社 澤村
株式会社 クサネン

山田　静
西堀 悦子

日新製薬 株式会社
株式会社 SHIMADA

表彰された皆さん滋賀県社会保険委員連合会　村上会長

厚生労働大臣表彰（友田 敦己 様) 厚生労働大臣表彰（竹山 佳子 様)
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「医療費のお知らせ」をお送りします！
「医療費のお知らせ」とは？

 健康保険で診療を受けられたご加入の皆様に、健康保険に対する関心を高め
ていただく目的でお送りしています。

協会けんぽからのお知らせ
1月中旬
から順次

お知らせ
内容

【対象期間】令和元年10月～令和２年9月診療分
【記載内容】医療機関名称、医療費総額、支払額など

〈事業主様・ご担当者様へ〉
　事業所へお送りします（従業員様のご自宅ではありません）。大変お手数ですが、「医療費のお知
らせ」在中と印字された封筒を開封せず従業員様へお渡しください。
　退職された従業員様の分が届いてしまった場合は、開封せず同封の返信用封筒にて協会けんぽま
でお送りください。詳しい内容については同封されているQ＆Aもご覧ください。

　「医療費のお知らせ」を確定申告（医療費控除）に活用する場合は、令和2年1～9月診療分については、
「医療費のお知らせ」に基づき、令和2年10～12月診療分については、医療機関等からの領収書に基づ
き、医療費控除の明細書も作成したうえで、「医療費のお知らせ」とあわせて申告書に添付してください。

　協会けんぽ滋賀支部の業務につきましては、令和２年12月29日（火）から
令和３年1月３日（日）までの間お休みさせていただきます。　
なお、年始は令和3年1月４日（月）は、8時30分より業務を開始します。
ご不便をおかけしますが、ご理解のほどをよろしくお願いします。

　確定申告（医療費控除）に関しては国税庁ホームページ又は管轄の税
務署にてご確認ください。
　申告書の作成は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」が大変便利です。
画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書が作成でき、自動計算なので計算誤りもあり
ません。詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。

年末年始の業務について

支部窓口のフロアが変わります
　令和３年１月１２日（火）より、滋賀支部の窓口が
３階に変更となります。（ビルの変更はありません。）

協会けんぽへの各種届出書は郵送による申請が可能です。

全国健康保険協会 滋賀支部
協会けんぽ

〒520-8513 大津市梅林1-3-10　滋賀ビル3階

お問い合わせはこちら

TEL：077-522-1099㈹　FAX：077-522-1138
※おかけ間違いにご注意ください。



「ねんきんネット」始めてみませんか！
「新しい生活様式」の実践に役立つサービスですのでぜひご活用ください。

◇「ねんきんネット」でできること
「ねんきんネット」とは、お客さまがパソコンやスマートフォンでご自身の年金情報を手軽に確認できるサービスです。

◎記録の確認
ご自身の国民年金の記録や、お勤めになられた会
社の履歴、標準報酬月額、賞与額が確認できます。

◎年金見込額の試算
働きながら年金を受給した場合や、受給を早めたり
遅らせたりした場合など様々な条件に合わせた試
算ができます。

◎通知書の確認
電子版「ねんきん定期便」や年金支払いに関する通
知書などを確認できます。

◎通知書の再交付申請
国民年金保険料控除証明書や公的年金の源泉徴
収票などの再発行申請ができます。

ねんきんネットの始めかたは簡単です！

ねんきんネット

準 備

登 録

基礎年金番号とアクセスキーをご用意ください。
•基礎年金番号

•アクセスキー※1

年金手帳などに記載しています。

「ねんきん定期便」に記載しているほか年金事務所で
も発行しています。お持ちの方はすぐにユーザIDを
発行できます！

ねんきんネットホームページ(https://www.nenkin.go.jp/n_net/)の
「新規登録」にアクセスし必要事項を入力してください。

利用開始 ねんきんネットにログインして利用を始めましょう。

スマートフォンは
こちらからアクセス！

https://www3.idpass-net.nenkin.go.jp/sp_neko/
Z06_SP/W_Z0602_SPSCR.do

以下URLの
ねんきんネット
ご利用登録ページに
つながります。

マイナンバーカードをお持ちの方は
マイナポータルの「もっとつながる」からも簡単に始められます！

マイナポータル
にログイン

「もっとつながる」
機能から連携

「ねんきんネット」
そのまま利用開始※2

※1 アクセスキ一をお持ちでなくてもユーザIDは発行できます。
※2 お客さまによっては、基礎年金番号が必要となる場合がございます。

お問い合わせは
詳しくは「ねんきんネット」で検索

https://www.nenkin.go.jp/n_net/

0570-058-555 050から始まる電話で
おかけになる場合は
03-6700 -1144

月曜日～金曜日：午前8時30分～午後5時15分（月曜日のみ午後7時00分まで）
第2士曜日：午前9時30分～午後4時00分
※祝日（第2土曜日は除く）、12月29日～1月3日はご利用いただけません

受 付 時 間

■ 標準賞与額 
標準賞与額は、被保険者に支給される実際の賞与等額から 1,000 円未満の端数を切り捨てた額をいいます。
標準賞与額の対象となる賞与等とは、その名称を問わず、労働者が労働の対償として 3ヵ月を超える期間ごと（年
3回以下）に支給されるものをいいます。一般的に、次のようなものがあげられます。

標準賞与額の決め方

健康保険、厚生年金保険それぞれに標準賞与額の上限が設定されており、健康保険では年度（毎年 4月 1日から
翌年 3月 31 日）累計で 573 万円（573 万円を超える額は 573 万円とみなす）、厚生年金保険では 1ヵ月につき（同じ
月に 2回以上支給されたときは合算して）150 万円（150 万円を超える額は 150 万円とみなす）が上限とされています。
標準賞与額が上限を超えているかどうかにかかわらず、届書には、実際に支払われた賞与額（1,000 円未満切り捨て）
を記入してください。

賞与の支給 = 年3回以下支給されるもの

▼
事業主が

賞与支払届を提出 = 1,000円未満の端数を切り捨て5日以内に賞与支払届を提出

賞与支払届の提出

事業主は、賞与を支給したら「被保険者賞与支払届」に被保険者ごとの賞与支払額などを記入して、支給日から
5日以内に、「被保険者賞与支払届総括表」と併せて提出します。
あらかじめ賞与支払月と届出方法を年金事務所等に届け出ておくと、支払月の前月までに、賞与支払届用の被保

険者氏名等が印字された届出書（またはターンアラウンド CD）が送付されます。それに被保険者ごとの賞与支払
額などを記入（または収録）し、被保険者賞与支払届総括表とともに提出します。
なお、賞与支払予定月に、賞与を支払わなかった場合でも、被保険者賞与支払届総括表②欄の 1. 不支給に○を記

入し、届け出なければなりません。

賞与の対象となるもの
賞与の対象とならないもの

金銭によるもの 現物によるもの

賞与、ボーナス、期末手当、年末手当、
決算手当、夏期手当、冬期手当、繁忙
手当、もち代、年末一時金、期末一時
金など賞与性のもの（年に3回以下支
給されるもの）、その他定期的でなくと
も一時的に支給されるもの

賞与等として自社製品など金銭以外で
支給されるもの（金銭に換算）

年4回以上支給される賞与等（この場
合は、標準報酬月額の対象となります）
結婚祝金や大入袋など、労働の対償と
ならないもの

保険料額は標準賞与額×保険料率で計算
各被保険者の標準賞与額に保険料率をかけて算出した金額が賞与の保険料額となります（「標準報酬月額・保険料月額表」

を使用するのではなく、標準賞与額に直接、保険料率をかけて計算します）。
保険料率は毎月の保険料の場合と同様、健康保険（協会けんぽ滋賀支部の場合）は1000分の97.9【9.79％】、厚生年金保険　

は1000分の183【18.3％】で、事業主と被保険者が折半で負担します。子ども・子育て拠出金は1000分の3.6【0.36％】で事業主が負担
します。
　なお、介護保険料を納める期間（40歳到達月から65歳到達月の前月まで）に支払われた賞与については、健康保険料に併せて介
護保険料1000分の17.9【1.79％】も事業主と被保険者が折半で負担します。
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社会保険の実務社会保険の実務

「賞与支払届」の提出を！ボーナスを
支払われたら



（一財）滋賀県社会保険協会からのご案内

　YMITアリーナで開催される『滋賀レイクスターズ 対 千葉ジェッツ』の観戦チケットをプレゼントします。
　●令和3年2月6日（土）　ペアチケットを2名さま
　●令和3年2月7日（日）　ペアチケットを3名さま
　応募方法は、申込者の住所・氏名・連絡先電話番号をご記入の上、下記までFAXでお申し込みください（任
意様式で可）。申込み締切りは、12月25日（金）です。応募者多数の場合は、抽選といたします。なお、抽選
結果はチケットの発送をもってかえさせて頂きます。（チケットは1月8日（金）発送予定）
　（一財）滋賀県社会保険協会　FAX 077-522-3424

B.LEAGUEの観戦チケットをプレゼント！
■ 「滋賀レイクスターズ」を応援しましょう。

（一財）滋賀県社会保険協会では会員事業所に勤務される被保険者とそのご家族の皆さまの健康づくりをお
手伝いする「健康啓発事業」を行っております。下記の健康啓発 DVDを貸出ししておりますので、お気軽
にお問い合わせください。　　　TEL.077-522-3458 

健康啓発DVDの貸出しについて

家庭常備薬等の斡旋について

白石薬品株式会社 大阪支社 滋賀県社会保険協会係　　TEL 072-961-7471（平日9：00～17：00）

申込書が足りない場合等の問合わせ先

■今回の冬号では、かぜ・花粉対策商品、季節商品、お薬を中心にお買い求め易い価格でご案内させていただきます。さら
に、特価品（今回限りのお得な価格）商品も掲載しておりますのでぜひご利用ください。

（一財）滋賀県社会保険協会では、会員事業所に勤務されている被保険者、並びにご家族の皆様の疾病
予防や健康管理にお役立ていただけるよう安価でお薬をお買い求めできる家庭常備薬等の斡旋をご案
内しています。
※申込締切日等については同封のご案内をご確認ください。

事業主様へ

かぜ・花粉の流行る季節に備えましょう！

医療費のお知らせは○○○○から順次お送りします。?QUIZ
かん
たんクイズ

「かんたんクイズ」応募時における個人情報の取扱いについて
　「かんたんクイズ」応募時にいただきましたお客様の個人情報は、「当選者」の決定及び「記念品」のお引渡しを行うために利用させていただいた後、
すみやかに廃棄します。
「かんたんクイズ」に係る個人情報保護に関するお問い合わせは…（一財）滋賀県社会保険協会 〒520-0802 大津市馬場3-2-25ワカヤマビル3F TEL 077-522-3458 FAX 077-522-3424

たくさんのご応募、ありがとうございました。発表は記念品の発送をもってかえさせていただきました。

応募方法
ハガキに答えをご記入の上、右の宛先までどしどしご応募ください。正解者の中か
ら抽選で5名様に記念品をお送りします。応募締め切りは、12月25日（金）必着
です。前回号の答えは 32等級635,000円以上  でした。

○に文字を入れてください。
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夏の熱中症・冬のヒートショックに気をつけよう1
ちょちょいのちょいトレ2.0毎日筋活部
筋肉を育ててメタボを予防しよう2
トータル・ヘルスプロモーションのための
健康サポート体操3
元気な職場をつくるメンタルヘルス5
自分でできるストレス・コントロール4

5 元気な職場をつくるメンタルヘルス6
ストレス•コーピングによるセルフケア

6 元気な職場をつくるメンタルヘルス7
ストレスチェックを活用したセルフケア

7 元気な職場をつくるメンタルヘルス7
部下が休職する前にできること

試合時間は未定のため、『滋賀レイクスターズ』のホームページでご確認願います。
新型コロナウィルスの感染状況により、日程等に変更がある場合がありますので、
ご了承ください。

参加団体：大津市、草津市、栗東市、甲賀市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、竜王町、多賀町、彦根市、長浜市、近江八幡市、
　　　　  滋賀県、全国健康保険協会滋賀支部、滋賀県市町村職員共済組合

滋賀レイクスターズ

P6 社会保険しが　2020年冬号 P7SYAKAIHOKEN SHIGA WINTER


