
岐阜県美術館の活動／アートコミュニケーター（愛称：～ながラー）
「～ながラー」は、2020 年から岐阜県美術館を拠点に、アートを介して人と人、人と作品、人と場所をつなぐ活動に取り組んでいます。
写真は、庭園にある彫刻《風の影　No.1》（大成浩、1982 年）を鑑賞して、感じたことを音で表現するワークショップの様子です。
12月から1月にかけて、新メンバーを募集中！詳細は岐阜県美術館Webサイト（https://kenbi.pref.gifu.lg.jp）にて。 　　

ホームページからも「社会保険ぎふ」がご覧いただけます。https://www.gishakyo.or.jp/

■日本年金機構ホームページ https://www.nenkin.go.jp/　■全国健康保険協会ホームページ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

発行／一般財団法人岐阜県社会保険協会

●協会けんぽの申請書の様式が変わります
●「医療費のお知らせ」をお送りします
●年金の通知書がマイナポータルで受け取れます
●年金委員・健康保険委員功労者表彰

社会保険
健康で安心できる暮らしのために…

SHAKAIHOKEN Gifu
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医療費のお知らせに関するお問合せ先

協会けんぽ岐阜支部レセプトグループ ☎058-255-5158

国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから、スマートフォンやパソコンで医療
費控除の確定申告ができます。以下のものがあれば、マイナポータルと連携して医療費の
情報を取得でき、「医療費控除の明細書」に自動入力することができます。

　  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
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。

新様式の申請書（届出書）は、

協会けんぽのホームページよりダウンロードいただけます。

また、郵送をご希望の場合は、協会けんぽ岐阜支部へお電話ください。

新様式の申請書のご使用をお願いします

◆令和5年1月以降に現在使用している申請書等（旧様式）で申請された場合、
　事務処理等に時間を要してしまうことがございます。
◆給付金のお振込先は、原則として被保険者（ご本人）様の口座となります。

令和５年１月からは

ポイント！

「医療費のお知らせ」をお送りします

マイナンバーカー
ド

令和５年１月中旬～下旬

協会けんぽでは、健康保険で診療を受けられたご加入者の皆様に、
健康保険に対する関心を高めていただくことを目的とし、
年に１回「医療費のお知らせ」を発行しています。

対象期間
記載内容

●
●

主に令和３年１０月～令和４年９月に診療を受けた分

受診者名、診療年月、医療機関名、医療費支払額　など

医療費のお知らせ

健康太郎様

○○株式会社

健康太郎

診療を受けた方年月 医療機関名 支払い額04 1 □□病院 3,560円

医療費のお知らせに関するご質問について、AIを活用し、
会話形式でご案内いたします！
24時間365日、手軽にスマートフォンやパソコンからご利用いただけます！

便利なチャットボットをご利用ください！
「医療費のお知らせ」に関するお問合せには

「医療費のお知らせ」
在中

協会けんぽ

個別に封入した状態で事業所にお送りします。

開封せずに、
各従業員様にお渡しください。

チャットボット

・・・・・・・・・・・

・・・・・
・・・・・

・・・・・・・・
・・・・・・・・

協会けんぽでは、より分かりやすくすること、より記入しやすくすること、
より迅速に給付金をお支払いすること等を目的として、
令和5年1月に各種申請書（届出書）の様式を変更します。

ご理解とご協力をお願いいたします。

▲スマートフォン等で二次元コードを読み取り、ご利用ください。

チャットボットの
ご利用は
こちらから

ただし、「医療費のお知らせ」には、令和４年10月分から令和４年12月分の医療費の
記載はされていないため、該当期間については医療機関等からの領収書に基づき、
ご自身で医療費控除の明細書を作成し、確定申告書に添付する必要があります。

□マイナンバーカード
□マイナンバーカード読取対応のスマートフォン（またはICカードリーダライタ）
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e-Tax

マイナポータル
電子データ受け取り
↓

利用できます

ねんきんネットと
マイナポータルを
つなげましょう！

国税に関する各種手続きを、インターネット等を利用して電子的に行える
システム。e-Taxとの連携については、令和５年１月から開始予定。
社会保険料（国民年金保険料）控除証明書
公的年金等の源泉徴収票

＊1

＊2
＊3

で受け取れます！

マイナポータルで電子データを受け取るには、

これまで書面により交付していた控除証明書等を、
e-Tax（＊1）での確定申告等で利用できるように、

マイナポータルで電子データの受け取りが可能となりました。
国民年金保険料を納めている方は、控除証明書（＊2）を令和４年10月から、

老齢年金を受け取っている方は、源泉徴収票（＊3）を令和５年１月からご利用いただけます。

ねんきんネットで電子送付希望の登録をすると、毎年送付される確定申告等に必要な
年金の通知書を電子データで受け取れます。

　  で電子データを受け取れなかった方も、ねんきんネットからの再交付の申請により
電子データを受け取れます。

マイナポータルで電子データの受け取り

（注） 令和３年以前分の電子データは確定申告で使うことはできません。

年金委員及び健康保険委員活動を通じて年金事業及び健康保険事業の円滑な運営に
特に功績のあった方に対して表彰が行われました。

順不同・敬称略

令和４年度

１

１

２

令和４年度は、控除証明書を令和4年9月までに、マイナポータルからねんきんネットをご利
用いただいているすべての方に電子送付します。また、源泉徴収票は令和４年12月までに、
マイナポータルからねんきんネットをご利用いただいているすべての方に電子送付します。
令和５年度からは、電子送付希望の登録をされた方に対して、毎年電子送付します。

●

●

step1

確定申告書に自動入力
（通知書の内容が簡単に取り込めます）

step2

受け取った電子データは、e-Taxで利用できます。

マイナポータル

▲マイナポータル（スマホ版）での表示画面のイメージ

オンラインでの  に必要な が

必要があります。ねんきんネットとマイナポータルをつなげておく

確定申告 年金の通知書

受賞おめでとうございます祝
本年度受賞された年金委員及び健康保険委員功労者の方々は次のとおりです。

山本　章裕

杉山　幹夫

日幸製菓 株式会社

株式会社 日本タクシー

大塚　博文

玉谷　正幸

清水　一昭

兼松　朝子

井谷　佳子

東海重工 株式会社

株式会社 高峰楽器製作所

矢橋工業 株式会社

株式会社 テクノ・ライン

株式会社 柳組

橋本　茂弘

水野　一人

高橋　一樹

松髙　英樹

西本　泉

榎本ビーエー 株式会社

岐阜愛知電機 株式会社

西濃建設 株式会社 

株式会社 カケフホールディングス

坂上建設 株式会社

遠藤　光彦

戸川　浩　

沼田　淳史

棚瀬　博史

三木　永洋

水野　英明

株式会社 安部日鋼工業

岐阜倉庫運輸 株式会社

岐阜県厚生農業協同組合連合会

株式会社 パールイデア

協和電機化学 株式会社

岐阜県陶磁器工業協同組合連合会

成瀬　康高

長谷川　実

澤下　俊弘

纐纈　淳　

山下　勇一

中田　基　

カイ インダストリーズ 株式会社

株式会社 KVK

高山水産青果 株式会社

株式会社 小川屋

アルプス薬品工業 株式会社

株式会社 駿河屋魚一

吉村美津子 東清 株式会社

浅野　潤　

山田　清美

長沼　尚美

厚見建設工業 株式会社

株式会社 中日AVシステム

特定非営利活動法人 サン・はぎわら

国民年金
保険料

控除証明書

電子データ

老齢年金
源泉徴収票

電子データ

日

本年金機構

Japan Pension Se
rvi

ce



社会保険ぎふ 2022.12 ５   ４ 社会保険ぎふ 2022.12　  社会保険ぎふ 2022.12 ５  

e-Tax

マイナポータル
電子データ受け取り
↓

利用できます

ねんきんネットと
マイナポータルを
つなげましょう！

国税に関する各種手続きを、インターネット等を利用して電子的に行える
システム。e-Taxとの連携については、令和５年１月から開始予定。
社会保険料（国民年金保険料）控除証明書
公的年金等の源泉徴収票

＊1

＊2
＊3

で受け取れます！

マイナポータルで電子データを受け取るには、

これまで書面により交付していた控除証明書等を、
e-Tax（＊1）での確定申告等で利用できるように、

マイナポータルで電子データの受け取りが可能となりました。
国民年金保険料を納めている方は、控除証明書（＊2）を令和４年10月から、

老齢年金を受け取っている方は、源泉徴収票（＊3）を令和５年１月からご利用いただけます。

ねんきんネットで電子送付希望の登録をすると、毎年送付される確定申告等に必要な
年金の通知書を電子データで受け取れます。

　  で電子データを受け取れなかった方も、ねんきんネットからの再交付の申請により
電子データを受け取れます。

マイナポータルで電子データの受け取り

（注） 令和３年以前分の電子データは確定申告で使うことはできません。

年金委員及び健康保険委員活動を通じて年金事業及び健康保険事業の円滑な運営に
特に功績のあった方に対して表彰が行われました。

順不同・敬称略

令和４年度

１

１

２

令和４年度は、控除証明書を令和4年9月までに、マイナポータルからねんきんネットをご利
用いただいているすべての方に電子送付します。また、源泉徴収票は令和４年12月までに、
マイナポータルからねんきんネットをご利用いただいているすべての方に電子送付します。
令和５年度からは、電子送付希望の登録をされた方に対して、毎年電子送付します。

●

●

step1

確定申告書に自動入力
（通知書の内容が簡単に取り込めます）

step2

受け取った電子データは、e-Taxで利用できます。

マイナポータル

▲マイナポータル（スマホ版）での表示画面のイメージ

オンラインでの  に必要な が

必要があります。ねんきんネットとマイナポータルをつなげておく

確定申告 年金の通知書

受賞おめでとうございます祝
本年度受賞された年金委員及び健康保険委員功労者の方々は次のとおりです。

山本　章裕

杉山　幹夫

日幸製菓 株式会社

株式会社 日本タクシー

大塚　博文

玉谷　正幸

清水　一昭

兼松　朝子

井谷　佳子

東海重工 株式会社

株式会社 高峰楽器製作所

矢橋工業 株式会社

株式会社 テクノ・ライン

株式会社 柳組

橋本　茂弘

水野　一人

高橋　一樹

松髙　英樹

西本　泉

榎本ビーエー 株式会社

岐阜愛知電機 株式会社

西濃建設 株式会社 

株式会社 カケフホールディングス

坂上建設 株式会社

遠藤　光彦

戸川　浩　

沼田　淳史

棚瀬　博史

三木　永洋

水野　英明

株式会社 安部日鋼工業

岐阜倉庫運輸 株式会社

岐阜県厚生農業協同組合連合会

株式会社 パールイデア

協和電機化学 株式会社

岐阜県陶磁器工業協同組合連合会

成瀬　康高

長谷川　実

澤下　俊弘

纐纈　淳　

山下　勇一

中田　基　

カイ インダストリーズ 株式会社

株式会社 KVK

高山水産青果 株式会社

株式会社 小川屋

アルプス薬品工業 株式会社

株式会社 駿河屋魚一

吉村美津子 東清 株式会社

浅野　潤　

山田　清美

長沼　尚美

厚見建設工業 株式会社

株式会社 中日AVシステム

特定非営利活動法人 サン・はぎわら

国民年金
保険料

控除証明書

電子データ

老齢年金
源泉徴収票

電子データ

日

本年金機構

Japan Pension Se
rvi

ce



６  社会保険ぎふ 2022.12

委員インタビュー

長谷川 和正さん
■2002年委員就任
■1987年入社　総務部長
■下呂市在住

当社は木製コンテナの製造で創業し、現在
は、大手ハウスメーカーなどのOEMで住宅用
内装ドアを中心に内装部材や建具の製造・販
売を手がけています。「快適な住環境を提案
できる企業」であり続けるため、中期経営計
画のスローガン「拓こう幸せの扉」や期毎の
目標を全社で共有。技術力を高め改善を繰
り返し、高品質で環境と人に優しい製品をタ
イムリーにお届けできるよう努めています。
また、木材の恩恵を受けてきた企業として、
環境保全にも力を注いでおり、技術力で資
源の有効活用の推進や、地元の森林保全
のため2001年に植林し、毎年下草刈り作
業の実施、社内のペットボトル削減など、多
角的に取り組んでいます。

入社後は当時の電算室、製造現場、生産管
理、総務部、海外の工場長などを経験させ
ていただきました。社訓の後半「・・・共に向
上する様 力を合はせ前進しよう」は、入社
以来、大切にしている言葉で、総務部長と
なって改めて心に刻んでいます。会社の要
は「人」。社員の誰もが成長を感じながら心
身健康に働け、幸せな人生となるように！そ
のために業務の効率化、資格取得や研修の

充実、評価制度の見える化などを推進して
います。そして、採用を含めた雇用の確保に
つながることを願っています。
委員会では下呂支部長をしておりますが、
異業種交流の場としていろんなことを学ば
せてもらっています。地球環境・世界情勢・
産業社会、全てにおいて激動する大変に厳
しい時代ですが、次世代のため、地域社会
のため、私たち世代が視野を広げてチャレ
ンジしていかなくてはと強く感じています。

休日の楽しみは、妻と遠方の大型商業施設
に出かけることです。このエリアは景色がよ
くてドライブには最適！行った先で買い物
をしたり美味しいものを食べたり映画をみ
たり、小旅行気分ですね。以前は、ゴルフや
鮎釣りをしたり、YouTubeで流行りの筋トレ
をやっていたこともあります。この先、夫婦
共に元気に暮らすためにも、また、何か運動
を始めたいと考えているところです。

Q1.事業内容など会社概要を教えてください。
付加価値の高い内装ドアを完全受注生産

Q3.健康の秘訣や趣味など教えてください。
妻との日帰りドライブでリフレッシュ

Q2.長谷川さんのお役目は？
社員皆が幸せな人生を送れますように！
「共に向上する様 力を合はせ前進しよう」

技術力による高品質な内装ドアを通して「快適な住環境」を提案。
誰もが生き生きと働ける職場づくりで、次世代・地域にも貢献を！

事業所概要　
■住所：下呂市少ケ野423
■設立：1956年（昭和31年）8月
■従業員数：478名
■事業：大手ハウスメーカーや住宅設
備メーカーからの完全受注生産によ
り、住宅用内装ドア・システム収納・建
具・内装部材の製造と販売を行う。東
北から関西まで全国各地、中国とイン
ドネシアに事業所と関連会社を展開。

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。

⃝ハラスメント対策セミナー
　� 〜職場でのハラスメントと事業主が講ずべき措置について〜
� ［開催日の1週間前締切］

1月17日（火） 高山市民文化会館
1月19日（木） 大垣市民会館
1月24日（火） OKBふれあい会館
1月25日（水） セラトピア土岐
1月27日（金） OKBふれあい会館
2月  8日（水） 可児市福祉センター

⃝施設利用会員証［通年］

岐阜県社会保険協会ホームページをご覧ください。

⃝健診に関する図書のご紹介［令和5年1月31日締切］
社会保険ぎふ10月号にも掲載しております

「さあ、確認! 健診結果アドバイス集」サンライフ企画刊
会員特別価格で購入できます。
⃝日帰り温泉助成券［通年］
⃝温泉宿泊助成券［通年］
⃝ボウリング利用補助券［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］

年会費年会費の口座振替口座振替のご案内
［申込期限　令和5年1月31日］

年会費の口座振替をご希望される会員事業所様は、岐阜県社会保険協会（☎058-233-8166☎058-233-8166）まで
ご連絡いただければ、「預金口座振替依頼書」をお送りします。
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地域貢献／地域活性化 応援ページ

お年寄りもしょうがいを持つ方もあったかサービス

ひなたぼっこは、お年寄りもしょうがいを持つ方もたすけあって暮らせる地域をめざし、
お役に立てることを願っています。

●賛助会員募集
　年会費　1口　2,000円～

●郵便振込　口座番号　00870-1-50163
　　　　　　口 座 名　特定非営利活動法人ひなたぼっこ

　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）。

◀お茶の袋詰め
作業をし、農薬
をかけない茶の
販売を行ってい
ます。


