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●育児休業等期間中の社会保険料免除要件の改正
●被保険者加入要件の一部変更
●健診後 早期受診のお願い
●始めることが大切です！健康経営

社会保険
健康で安心できる暮らしのために…

SHAKAIHOKEN Gifu

令和4年 8-9月
82022.
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改正後

現在は、2か月以内の期間を定めて雇用される方は社会保険の適用除外とさ
れていますが、令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2か月以内であっても、
以下のいずれかに該当する方は契約当初から社会保険の加入となります。

この度、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康
保険法等の一部を改正する法律（令和3年法律第66号）の公布
にともない、令和4年10月から育児休業等期間中の保険料の
免除要件が改正されます。主な改正内容は次の2点です。

育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合
に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除されます。

日

本年金機構

Japan Pension 
Se
rv

ic
e

免除要件が改正されます。
育児休業等期間中における社会保険料の 法律改正により、被保険者の育児休業等期間中における社会保険料の

加入要件が一部変更になります。
法律改正により、被保険者の

令和4年10月から

就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または
「更新される場合がある旨」が明示されている場合。

1.雇用期間が2か月以内の場合における取扱いが変更になります

育児休業等を1月超（暦日で計算）取得した場合のみ免除されます。②賞与保険料

改正前
月末

育休期間
3日

▼

月末
▼

育休期間
14日

月末

育休期間
3日

▼

2か月契約
（契約更新条項あり）

12/1契約更新
▼

10/1入社
▼

月末

育休期間
14日

▼

月末

育休期間
3日

▼

月末

育休期間
3日

▼

月末

N月の10日～N+1月の24日まで育児休業

▼

ア）

一般の被保険者と同様の勤務期間要件となり、
例えば以下のケースなどは適用対象

【短時間労働者の適用要件】
①週労働時間 20 時間以上
②月額賃金 8.8万円以上
③勤務期間1年以上見込み
④学生は適用除外

□雇用期間の見込みが2か月を超える場合
□雇用期間は 2か月を超えないが、契約書等に
「更新される旨」等が明示されている場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　etc　

同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が更新等により最初の雇用契約の
期間を超えて雇用された実績がある場合。

イ）

令和4年10月に、短時間労働者の適用要件の一つである「勤務期間1年以上」の要件
が撤廃されます。これにより、短時間労働者の勤務期間要件は一般の被保険者と同様
になり、例えば、雇用期間の見込みが2か月超の場合などは適用対象となります。

2.短時間労働者の勤務期間要件が一般の被保険者と同様になります

▼

2か月契約
（契約更新条項あり）

12/1契約更新
▼

10/1入社
▼

▼

＜例＞

改正後
届出様式も
変わります！

①月額保険料

雇用期間が
2か月以内の方も
ご確認ください。

短時間労働者も
雇用期間の見込みが
2か月を超えると
適用対象です。

1か月超える場合
のみ免除

月末を含まなくても
14日以上で免除されます

ご不明な点はお電話でお尋ねください▶ ねんきん加入者ダイヤル ☎ 0570-007-123

被保険者から育児休業または育児休業に準ずる休業を取得す
ることの申し出があった場合に事業主からの届出により、育児
休業の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月
までの社会保険料が免除となる制度です。

令和4年10月に
撤廃
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医療機関への受診が必要な方へお知らせ

健診の結果、要治療・要精密検査と判定されても、
とくに気になる症状がない、忙しいなどの理由で受診せず、

放置してしまうケースが多く見られます。
病気が進行すると取り返しのつかない事態を招くこともあります。

該当の従業員様には早期の受診をお勧めください。

「健康経営」とは『従業員の健康』を重要な『経営資源』ととらえ、積極的に従業員の健康増進に
取り組む経営スタイルのことです。「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

まずは健康経営に取り組むことを社内外に発信しましょう。
岐阜県の「清流の国ぎふ健康経営宣言」、岐阜労働局の「新はつらつ職場づくり宣言※」を活用して、
「健康宣言」をしましょう。　　

　  058-255-5155（代表）
【電話受付時間】8：30～17：15（土・日・祝日 年末年始を除く）

岐阜支部

〒500-8667 岐阜市橋本町2-8 濃飛ニッセイビル 14階

【受付時間】平日9：30～20：00　土・日・祝日9：30～17：30 ＊紛失・盗難によるマイナンバーカードの利用停止は24時間365日受付

お知らせの対象となる方（❶❷両方該当する方）
　❶生活習慣病予防健診を受診した方で、以下の基準のうち、いずれかひとつでも該当する方
　

　❷健診受診後３か月以内に医療機関への受診が確認できない方

※労働局HPの「健康経営に取り組む宣言例」を参考にしましょう。

高血圧 高血糖

協会けんぽ　岐阜 検索

※各種申請手続きは郵送で受け付けています。

●多言語による閲覧ができるようになりました。
●申請書のダウンロードもできます。

協会けんぽのホームページもご覧ください。

優良企業認定
（表彰）

健康宣言

STEP
!

JUM
P!

詳しくはこちら

忙しい
から・・・

特に
症状は
ないし・・・

この段階で
早期に受診する
ことが大切です！

放置すると・・・

重症化の流れ（例）

協会けんぽからも

をお送りしています

★協会けんぽ岐阜支部「ぎふ健康経営認定事業所」

収縮期血圧

160mmHg以上

拡張期血圧

100mmHg以上

空腹時血糖

126mg/dL以上

HbA1c

6.5%以上（NGSP値）

※今後はLDLコレステロール値180mg/dL以上という基準も追加になる予定です。

どれくらい取り組みができているか確認するために、一度申請してみましょう！
経済産業省「健康経営優良法人」認定申請前の確認に！

★経済産業省「健康経営優良法人」
申請受付は例年9～10月です。今年度の認定を目指すなら、ご準備はお早めに！

協会けんぽの保健師や健診機関等から、
受診に関してご本人様にお電話  させていただくことがあります。

STEP1 まずは「健康宣言」をしよう

健康経営を推進する組織、取り組みの中心となる責任者・担当者等の体制を整えましょう。

STEP2 実施できる環境・体制を整えよう

健診結果等から自社の健康課題を見出し、目標を決めて取り組みをしましょう。
出来ることから、取り組みやすいことから始めるのがポイントです。

取り組んだことを振り返り、効果を確認しましょう。評価をして、次の取り組みに活かしましょう。
取り組み状況を確認するため、「優良企業認定」にチャレンジしましょう。

STEP4 取り組みを評価しよう進行後に
後悔しても
取り返しが
つきません！

優良企業認定

健診の結
果

＊要治療

●●●
●様

＊要精密
検査

早期受診
しましょう！

岐阜県における
健康経営の仕組み

HOP
!

STEP3 具体的な対策をしよう

詳しくはこちら
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渋沢栄一氏が設立した日本商工会議所の
傘下にある公益法人で、多治見市の中小企
業や小規模事業者様を支援し、地域経済を
元気にするために様々な活動をしています。
例えば、経営・融資相談、起業支援やセミ
ナー等の開催。各種補助金などのご相談
もお受けしています。一般の方に馴染み
がある事業としては、簿記などの各種検定
も行っています。今年は、3年ぶりに合同
の新入社員歓迎会を開催することができ
て嬉しく思っています。
本当に変化の激しい時代ですが、地域社会
を支えている中小企業が安心して経営を続
けていけるよう、職員は常に最新情報を収
集し、企業の皆さんに寄り添い丁寧な対応
を心がけています。些細なことでも気軽に
立ち寄ってお話ししていただきたいですね。

総務課を経て、長年、商工相談所で企業様
の相談を受けてサポートをする仕事をし
ていました。数年前に振興課に異動し、主
に会員様に向けてのサービスを行ってい
ます。事業主様と話をする機会も多く、少
しでも皆様のお役に立てるよう日々努め
ています。
当所は、元々働きやすい環境でしたが、さ

らに性別関係なく誰もがやりがいを感じ、
ワークライフバランスよく働けるよう健康
経営にも力を入れています。私は勤続30
年近くになりますが、その間、通信制大学を
卒業、18年前職場で初めて出産後職場復帰
し、今は二人の子どもの母親でもあります。
そうした経験も生かしながら、企業の皆さ
んの相談はもちろん、職員の悩みも受け止
められる存在でありたいと思っています。

小学校のクラブでトロンボーンを始め、中
学・高校ではブラスバンド部、今もレッスン
に通いながら多治見市交響楽団で活動して
います。秋には3年ぶりに演奏会を予定して
おり楽しみです。楽器の演奏はストレスの
解消になり、心身の健康のためにもずっと続
けていきたいですね。
夫と息子二人と暮らしていますが、子どもた
ちが健やかに成長することと、将来も暮らし
やすい多治見市であることを願っています。

委員インタビュー

多治見市の中小企業をサポートして、地域経済を元気に！
健康経営推進でより働きやすい環境を整え、実務サービスも向上。

城下 真由美さん

多治見商工会議所

■2014年委員就任
■1992年入所　振興課長
■多治見市在住

多治見社会保険委員会

Q1.事業内容など会社概要を教えてください。
中小企業に寄り添い多様な支援を実践。

Q3.健康の秘訣や趣味など教えてください。
今もオーケストラでトロンボーンを演奏。

Q2.城下さんのお役目は？
悩みを受け止めることができる存在に！毎月発行している会員様向け広報誌「商工たじみ」

「令和4年 新入社員就職歓迎の夕べ」には27社80名が参加

事業所概要　
■住所：多治見市新町1-23
■設立：1946年
■職員数：13人
■事業：多治見市内の法人・個人・団体
約1,800の会員をもつ地域経済団体。 
市内の中小企業・小規模事業者への経
営支援、地域経済の活性化や街づくり
支援業務などの活動を行う。
健康経営優良法人2022認定。

社会保険協会 事 業 の ご 案 内 只今受付中！ ［　］は申し込み期間

本誌と同封の案内チラシをご覧ください。
⃝フリータイムコンペ式ボウリング大会
開催期間　9月1日〜11月30日
お好きな日時にプレイできます。ボウリング利用補助券をご利用ください。
⃝日帰り温泉助成券　［通年］

温泉施設名 大人入浴料 小人入浴料
明宝温泉湯星館 700円⇒400円 350円⇒250円

養老温泉ゆせんの里「本館」 平　日　720円⇒420円
土日祝　820円⇒520円 410円⇒310円

うすずみ温泉四季彩館 850円⇒550円 450円⇒350円
付知峡倉屋温泉おんぽいの湯 700円⇒450円 400円⇒250円
南飛騨馬瀬川温泉美輝の里 700円⇒350円 400円⇒250円
平湯温泉ひらゆの森 600円⇒400円 400円⇒200円

⃝温泉宿泊助成券　［通年］
下呂温泉　長良川温泉　
1泊につき500円割引／他の割引や特別料金との併用ができます。
⃝ボウリング利用補助券　［通年］
2ゲーム以上のプレイで1ゲーム無料（プレイビーは、1ゲーム料金500円→400円）

⃝各支部の事業
所属支部の会員事業所の方が対象となります。
▪岐阜北・岐阜南支部／岐阜県美術館観覧補助券�［9月14日締切］
▪中濃支部／テニス大会� 9月25日（日）開催　［9月�6�日締切］
▪飛騨支部／
　ソフトミニバレーボール大会� 10月23日（日）開催　［9月13日締切］
▪岐阜北支部／
　　　　健康ウォーキング� 10月�2�日（日）開催　［9月�8�日締切］
▪岐阜南支部／
　　　　健康ウォーキング� 10月�9�日（日）開催　［9月12日締切］
▪中濃支部／
　　　　健康ウォーキング� 10月16日（日）開催　［9月12日締切］

岐阜県社会保険協会ホームページをご覧ください。
⃝施設利用会員証［通年］
⃝健康づくりアドバイザーの無料派遣［通年］
⃝健康づくりDVD無料貸出サービス［通年］
⃝紙上ウォーキング［通年］
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地域貢献／地域活性化 応援ページ

認定NPO法人制度とは
市民や企業等の寄付によるNPO法人の活動への支援が一層大きくなることを目的とした
制度です。
認定NPO法人は、運営組織および事業活動が適正で、公益性が一定の基準に適合している
として、所轄庁より認定されます。認定NPO法人になると、その法人へ寄付をした市民や
企業等が、税制上の優遇を受けることができます（寄付金控除）。

5つの事業

ご支援について

ペット産業が、社会的責任を果
たし、業界内部から改善を行う
ことができるように、積極的な
提言・助言を行っています。

詳しくはHP（https://human-animal.jp/）をご覧ください

野良猫の過剰繁殖、多頭飼育崩
壊を未然に防ぐべく、社会福祉
団体等と共に、社会課題解決へ
の活動に取り組んでいます。

人と動物の共生大学では、実際に
大学で教鞭を執る講師や獣医師、
動物支援活動を行っている実践
者を招き、様々な分野のオンライ
ン講義やゼミを開催しています。

●参加方法
「人と動物の共生大学 Facebook
グループ」にご参加ください。
（参加無料の非公開グループです。）
※参加時には3つの質問への回答に
ご協力ください。

人と動物の共生大学

飼い主が学ぶしつけ教室「ONElife」

ぎふ動物行動クリニック

『犬を訓練する』のではなく『人が学ぶ』を
コンセプトとした教室です。

犬猫の問題行動の改善・治療を行う
専門の動物病院です。

「とものわ」
飼い主に万一のことが起こる
前に引き取り先として契約
する互助会です。

https://www.facebook.com/groups/kyouseidai

適正飼育の普及適正飼育の普及 ペット後見互助会

ペット産業のCSR 過剰繁殖対策

ペット防災

月々 1,000円からご支援いただけるともいきマ
ンスリーの会費（ご寄付）は、特に「人と動物の共
生大学」の運営資金に充当させていただきます。
月額：1,000円～

賛助会費は活動の中でも『ペット防災』『野外繁
殖抑制』の分野に利用させていただきます。
年会費：3,000円／口（複数口も承っております）

ご寄付いただけます場合は、下記口座まで
お振込みのほどよろしくお願いいたします。

【郵便振替口座記号番号】
00800-6-123387
【口座名義】
特定非営利活動法人
人と動物の共生センター

▲QRコードから
クレジット決済できます

活動内容


