
　人を採用してから退職するまで、いろいろなシチュエー
ションで、社会保険の手続きや案内が必要になります。た
とえば、入社時には健康保険、厚生年金保険や雇用保険
に加入する手続き、扶養家族がいればその加入手続きが
必要となりますし、在職中に病気やケガで仕事ができなく
なった時には、その原因によって、健康保険や労災保険の
説明もすることになります。また、定年前後の社員には年
金を説明したり、逆に、年齢に関わらず社員から質問され
ることもあるでしょう。社会保険や年金の知識や情報は、
今後ますます必要とされる、高齢者雇用の処遇制度の構
築にも大きな役割を果たすことになります。さらに度重な
る法や仕組みの改正も世の中の動きを反映するもので、こ
の情報も社会保険や年金の動きに無縁ではありません。

　これらの知識や経験は一日で習得できるものではあ
りません。まずは社会保険そのものを正しく理解するこ
と、世の中の動きや法や仕組みの変化を知ることが重
要です。
　まずはその一歩として、是非このセミナーをご活用くだ
さい。（昨年まで「わかる！社会保険セミナー」として開催
していたものを、より丁寧に講義する講座にリニューアル
しました。もちろん、法改正など最新情報も解説します。）
　社会保険業務の新任担当者の方を始め、人事労務全
般の仕事をされる方、他部署からの異動で新しく管理者
になられる方、高齢者処遇を構築する担当の方、年金や
社会保険の知識をしっかりと身に着けたい方にお勧めの
講座です。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

お申し込み
お問い合わせ

基礎から学ぶ
社会保険セミナー
基礎から学ぶ
社会保険セミナー

講  師

場　所
日　時

＊ 同業者の方のご参加はご遠慮いただいております。

参 加 費 用

参加対象者

年間購読会員　48,000円（税込）
一　　　　般　56,000円（税込）

社会保険の新任担当者、新任の管理・監督者渡 辺  葉 子 氏
特定社会保険労務士

特 色特  色

わた なべ    よう   こ

植村  保 子 氏
特定社会保険労務士

①当日会場受講：2023年４月24日（月）10：00～16：30、４月25日（火）10：00～16：30
   （録画配信特典付き）  ※申込・入金期日は2023年４月13日（木）まで

   全国町村会館 ホールA
   東京都千代田区永田町1-11-35 （地下鉄永田町駅より徒歩１分、地下鉄赤坂見附駅より徒歩５分）

②当日オンライン受講：2023年４月24日（月）10：00～16：30、４月25日（火）10：00～16：30
   （録画配信特典付き）※申込・入金期日は2023年４月19日（水）まで

③録画受講：2023年５月15日（月）～６月30日（金）
   ※申込・入金期日は2023年６月23日（金）まで

うえ むら    やす   こ

社会保険
新任担当者向け

従来の「わかる！ 社会保険セミナー」を
超入門講座にリニューアル

従来の「わかる！ 社会保険セミナー」を
超入門講座にリニューアル

TEL：03-5860-9779
FAXフリーダイヤル：0120-73-3641
E-mail：cnt01@sanro.co.jp〒100-0014  東京都千代田区永田町1-11-1三宅坂ビル３Ｆ

産労総合研究所付属  日本賃金研究センター  セミナー事務局

※当日会場受講・当日オンライン受講・録画受講は同額です。
※当日会場受講の場合には、テキスト代、昼食代を含みます。

※年間購読会員とは、産労総合研究所発行の
　定期刊行誌（申込書参照）ご購読者。

専用FAX  Ⓡ0120-73-3641
〔申込受付欄〕参 加 申 込 書

お申込日：　　月　　日

参加を申込みされる場合は、下記の申込書に必要事項をご記入のうえ、本面をFAXで送信願います。

企業名
団体名

電　話

ＦＡＸ

参 加 者
eメール
［※必須］

所在地
〒

業　種
従業員数
組合員数

人

参加者
氏　名

ふりがな

ご希望の場合のみ発行いたします。必要な方はチェックをしてください。　□ 請求書　□ 領収書

通信欄

※プライバシーポリシーにより個人情報をお取扱いいたします。
　個人情報保護方針については、産労総合研究所ホームページ（https://www.e-sanro.net/）をご覧ください。

所　属
役　職

購読誌名（○印）
賃金事情・労務事情

人事の地図（『人事実務』改め）
労働判例・企業と人材・医事業務

病院羅針盤

＊チェックして
  ください。

②③でテキスト送付希望の場合はテキスト送付先
　　　　　　　　　　 　 （上記所在地と異なる場合のみ）□  ②当日オンライン受講　  □  テキスト送付希望

□  ①当日会場受講

□  ③録画受講　  □  テキスト送付希望

基礎から学ぶ社会保険セミナー 2023年4月24･25日

お申込みについて

https://www.e-sanro.net/WEBサイト

ホ ー ム ペ ー ジ で の お 申 込 み 　

F A X で の お 申 込 み 　

必要事項をご入力のうえ「入力の確認」ボタンをクリック入力と確認❶
内容をご確認後「申し込む」ボタンをクリック申　　   込❷
正しく送信された場合は、《自動返信メールが》届きます
※《自動配信メール》が届かない場合は、お手数ですが再度
　「申込フォーム」から行ってください。

受 付 完 了❸

※請求書をご希望の方には、別途メールでお送りいたします。
　また領収書をご希望の方は、入金確認後に郵送いたします。　

受付完了後、申込御礼・受講料振込先のご連絡❹

※『セミナー・録画受講者専用ページ』では、受講に関する案内を
　ご覧いただけます。受講前に、必ずご確認ください。

入金確認後、『セミナー・録画受講者専用ページ』のご連絡❺

セミナーの受講❻

下記の申込用紙に記入❶
必要事項を記入して、0120-73-3641まで送信くださいFAX送信❷
正しく送信された場合は、返信FAXが届きます受付完了❸

※テキストは、当日会場受講の方は当日渡し、当日オンライン受講・
録画受講の方は『セミナー・録画受講者専用ページ』からダウン
ロードとなります。ダウンロードの準備が整いましたら、メールでご
連絡いたします。
※録画視聴開始のご連絡は、メールでご連絡いたします。

１． お申し込みは、下記の「参加申込書」でのFAX送付、当社HPでの申込みの
2種類がございます。お電話での申込みは受け付けておりません。

２．お申し込みの際には、受講者のメールアドレスを必ずご記入ください。請求
書及び受講票、受講上の注意事項、配信のURL、パスワード等は、その
メールアドレス宛にお送りします。申込者と受講者が異なる場合で、申込
者に送付してほしい場合などは、「通信欄」」にその旨をご記入ください。な
お、同じメールアドレスで複数人のお申込みはできないシステムとなって
おりますのでご注意ください。

３． 参加費用は、入金期日までに指定銀行にお振込みください。入金確認後の
受講票送付、受講上の注意事項、配信URLのご連絡となりますので、ご注
意ください。社内手続きの関係で、入金期日までのお振込みが難しい場合
は、必ずご連絡ください。

４． 参加費用の請求書・領収書は、ご希望の方のみ発行いたします。必要な方
は、申込の際にご記入ください。

５． ご入金を確認いたしましたら、ご入金確認メールとして「セミナー・録画受

講者専用ページ」のＵＲＬとパスワードをお送りします。　
６． テキストは、「セミナー・録画受講者専用ページ」にてダウンロード（ＰＤＦ）
可能です。テキストのアップが完了しましたら、ご連絡いたします。当日オ
ンライン受講・録画受講の方で、紙ベースでのテキストをご希望の方は、
申込の際にご記入ください。なお発送は、当日開催終了後となりますの
で、ご了承ください。

【申込期限、変更、キャンセル等について】
７． 当日会場受講から当日オンライン受講・録画受講へのご変更、当日オンラ
イン受講・録画受講から当日会場受講へご変更をされる場合は、開催日の
2日前（土日・祝日を除く）まで受け付けております。

８． 当日会場受講・当日オンライン受講・録画受講のご入金後のキャンセルは
できませんのでご注意ください。

９． 講師の病気、地震等の天災などによりやむを得ず開催を延期または中止す
る場合がございます。その際には、受講者の方へお電話及びメールでご連
絡いたします。受講料は返金いたします。



１　社会保険とはなにか

●社会保険とは…セイフティネットとは

●労働保険と社会保険とは

●労働・社会保険の種類　　など

２　労働・社会保険の役割と加入する人など

●それぞれの保険とその役割

●加入する人・しない人

    ※雇用保険マルチジョブホルダー制度

●健康保険の扶養家族になれる人・なれない人

●「103万円の壁・106万円の壁・130万円の壁」とは

３　健康保険の基礎を知る

●健康保険制度とは（国民皆保険とは／全国どの医療

　機関でも健康保険証が使えるのか）

●どんなときにどんな給付がもらえるか(全体像)

●退職後にもらえる給付は

●退職後の医療保険への加入　　など

４　労災保険の基礎を知る

●労災事故とは何か

●業務災害とは・通勤災害とは

●通勤とは

●どんなときにどんな給付がもらえるか(全体像)

※健康保険と労災保険の違い
※損害賠償と給付との調整

５　雇用保険の基礎を知る（失業等給付(失業保険)と育児
      休業給付・介護休業給付及び高年齢雇用継続給付を
     中心に）

●どんなときにどんな給付がもらえるか(全体像)

●失業等給付（失業保険）の種類

●どんな人がいつまで(期間)にどのくらい失業等給付

　をもらえるか

●失業等給付を受給するまでのフロー

●育児休業を取得したときにもらえる給付

●介護休業を取得したときにもらえる給付

●60歳以降賃金が低下したときにもらえる給付

●教育訓練給付とは

●その他の給付　など

※育児・介護休業法（概要）
※高年齢者雇用安定法（概要）　
※学び直し・リスキリングとは？

６　年金のしくみを知る（老齢の年金を中心に）

●日本の公的年金制度とは(2階建ての年金とは)

●国民年金の被保険者の種類と特徴

●厚生年金と国民年金との関係

●どんな時に年金がもらえるか？

●老齢基礎年金と老齢厚生年金

●老齢の年金について

①どんな人が・いつから・どんな年金を・どのくらい

もらえるか

②配偶者や子がいた場合の加給年金とは

③早くからもらう・遅くからもらう、どちらが得か

④ねんきん定期便のみかた

⑤厚生年金に加入中の人が老齢厚生年金を受給す

るとどういうことが起こるのか

⑥雇用保険の給付との調整　　など

プ ロ グ ラ ム（予 定）プ ロ グ ラ ム（予 定）プ ロ グ ラ ム（予 定）プ ロ グ ラ ム（予 定）

１日目　4月24日（月）10:00～16:30

７　入社から退社までの労働・社会保険の実務

入社から退社までの労働・社会保険の実務の全体像

①主な異動と労働・社会保険の手続き(届出)

・社員が入退社する(離職票の交付)

・扶養家族が増えた(減った)

・健康保険の被扶養配偶者の国民年金への加入

・60歳以上の社員を継続雇用(再雇用)または

　採用した

・社員が70歳になった

・社員や健康保険の扶養家族が75歳になった

・社員が転勤した

・社員が出向した　　など

②ケース別　労働社会保険の保険給付

・傷病に罹った

・療養費を立て替えた(やむを得ず保険医以外に

　かかったときなど)

・傷病で休んだ

・療養費が高額になった

・産前産後休業を取得する

・本人や扶養家族が出産する

・介護休業を取得する

・出生時育児休業（産後パパ育休）や育児休業を

　取得する

・死亡した

・入院した

・65歳以上の人が入院した(生活療養を受ける）

・移送される

・訪問介護を受ける

・労災事故が起きた

・派遣社員が労災事故に遭った

・60歳台前半で賃金がダウンした　など

　③代表的な異動や給付の届出書類や申請書の書

　　き方

８　労働・社会保険の担当者のルーティン仕事と保険料
　　の仕組み

労働保険と社会保険の保険料／担当者のルーティン仕

事／月間フロー・年間フロー／賃金と報酬

①労働保険の保険料の仕組み

（保険料がかかる）賃金となるもの・ならないもの

・雇用保険の保険料

・労災保険の保険料　　

②社会保険の保険料の仕組み

(保険料の計算の基となる)報酬となるもの・なら

ないもの

・社会保険の保険料（厚生年金・健康保険・介護

　保険）

・保険料はいつからいつまでかかるのか

・保険料を免除されるケースと免除される保険料は

・現物給与とは　その扱い

・社会保険料を見直す時期と仕組みの概要（２つ

　の決定と3つの改定、及び特例）

９　社会保険担当者が知っておくべきマイナンバーの
　   基礎知識と情報

●マイナンバーとは

●労働・社会保険でのマイナンバーの扱いと留意すべき

　事項

●担当者として知っておくべきマイナンバーの基礎知識

　と最新情報（マイナンバーカードによる失業認定の

　手続きなど）

●社会保険に関連するマイナンバーカードの利活用

10　世の中の流れや法改正を知る(概要)

●副業・兼業の推進とそれに伴う昨今の法改正やルール

　変更

●高齢者雇用の促進と高年齢者雇用安定法

●年金の改正

●健康保険の改正

●労災保険の改正

●雇用保険の改正

●DCやDB,iDeCoの基礎知識と改正（概要）

●多様な働き方や世の中の動きを知っておこう

11助成金の基礎知識（概要）

助成金の基礎知識と種類

２日目　4月25日（火）10:00～16:30


