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適用関係

７月末数

事業所数(件)
加入員数
(人)

No.１１５

項
男子
女子
計

平均標準 男子
給与月額 女子
（円）
計
受 給 者 数（人）
平均年金額（円）

変更・訂正手続きについて

被保険者(加入員)の方の氏名や生年月日、異動日等に変
更・訂正があった場合には、年金事務所・健康保険組合・
厚生年金基金に届出をお願いいたします。
■ 氏名変更・訂正 ■
氏名が変更になったり、取得時に届出た氏名に誤りがあっ
た場合には、「氏名変更(訂正)届」が必要になります。
年金事務所へ届出る際には年金手帳の添付は必要ありませ
んが、健康保険組合には「健康保険被保険者証」が、厚生
年金基金には「加入員証」の添付が必要となります。
(健康保険組合にはこの他に添付書類が必要な場合があり
ます。)
■ 生年月日訂正 ■
生年月日に訂正があった場合には「生年月日訂正届」をご
提出ください。届出用紙は日本年金機構のホームページか
ら印刷できます。
〔http://www.nenkin.go.jp/index.html→申請・届出様式
→健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧→
被保険者関係届書〕
【添付書類】
◇年金事務所 ･･･年金手帳
◇健康保険組合･･･健康保険被保険者証
◇厚生年金基金･･･厚生年金基金加入員証
■ 異動日訂正 ■
資格取得日や資格喪失日に訂正が生じた場合も届出が必要
となります。
届出の際は「異動日訂正届」と赤で記入し、資格取得日の
訂正をする場合は取得届に、資格喪失日の訂正をする場合
は喪失届に訂正内容を記入します。記入は誤った異動日を
赤で、正しい異動日を黒でご記入ください。
添付書類は取得日訂正のときのみ、健康保険組合へ「健康
保険被保険者証」が、厚生年金基金へ「加入員証」の添付
が必要となります。
■ 種別訂正 ■
種別(性別)の訂正をする場合には取得届の用紙をご利用く
ださい。「種別訂正届」と赤で記入し、誤った種別を赤
で、正しい種別を黒でご記入ください。
添付書類は健康保険組合には「健康保険被保険者証」を、
厚生年金基金には「加入員証」をお願いいたします。
◆種別訂正・異動日訂正共に年金事務所へ届出る際に、
年金手帳の添付は必要ありません。
厚生年金保険・厚生年金基金では将来ご本人様に年金の
手続書類をお送りしますので、氏名の変更・訂正があっ
た場合には必ず届出をお願いいたします。また、年金の
支給開始年齢は生年月日や性別によって異なり、加入月
数は年金計算にも影響してきますので、該当事項の訂正
があった場合には速やかに届出をお願いいたします。
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■ 住所変更について ■
被保険者(加入員)の方のご住所が変更になった場合に
は、住所変更届をご提出ください。届出用紙は年金事
務所・健康保険組合・厚生年金基金で様式が異なりま
すので、届が必要なときは各所へお問合せください。
◆当基金では市区町村の合併による変更を除き、住所
の一部が変わった場合(番地の変更や部屋番号の変
更等)にも届出が必要となります。
◆当基金の加入員で年金受給権者にもなられている方
は、加入員としての住所変更届とは別に、ご本人様
から受給権者としての届出も必要となります。加入
員としての住所変更届ご提出時に受給権者の届出が
されていない場合は、基金より受給権者本人へ「受
給権者異動届」を送付しております。
■ 資格喪失後の変更・訂正について ■
当基金の資格を喪失された方が氏名や住所の変更等を
する場合は、ご本人様にお申出いただく必要がありま
す。「加入員届出事項変更(訂正)届(退職者用)」に必
要事項を記入し、印鑑を押印の上ご提出ください。届
出用紙が必要なときは当基金までご連絡ください。当
基金のホームページから印刷もできます。
〔http://www.glskkn.com/index.html→各種届出様式
→適用関係→加入員届出事項変更届〕
以下の項目の変更・訂正が行えます。
①氏名の変更・訂正
②住所の変更
③生年月日の訂正
④基礎年金番号の訂正
⑤性別の訂正

①③⑤の変更・訂正
を行う場合には加入
員証の添付をお願い
いたします。

■ 加入員証の再交付について ■
当基金の加入員証を紛失されたときは、申請により再
交付ができます。
【現加入員の方の場合】
再交付の申請は「加入員証再交付申請書」により、事
業主様を通じてお申出ください。申請書は当基金の
ホームページより印刷できます。
〔http://www.glskkn.com/index.html→各種届出様式
→適用関係→加入員証再交付申請書〕
【加入員資格を喪失された方の場合】
当基金の資格を喪失された方が加入員証を紛失された
場合は、直接当基金へご連絡ください。ご本人様宛て
に「加入員証再交付申請書(退職者用)」をお送りいた
します。(基金ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからの印刷はできません。)
◆加入員証は各種訂正届のご提出時や将来当基金の年
金をご請求いただく際に必要となりますので、大切
に保管してください。
◆資格喪失後の各種手続きはご本人様による手続きの
ため、事業所の証明等は不要です。
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主要事業の推移
【慶弔金の種類】
◇ 弔 慰 金（加入期間５年以上の加入員が死亡したとき）
◇ 結婚祝金（加入期間３年以上の加入員が結婚したとき、
または加入期間３年以上の女子加入員が資格
喪失後３ヶ月以内に結婚したとき）

36,867

7,406

7,498

【給付金額】
◇ 弔 慰 金（遺族へ支給）
加入期間 ５年以上１０年未満・・・５万円
加入期間１０年以上・・・１０万円
◇ 結婚祝金（加入員本人へ支給）
加入期間 ３年以上・・・１万円

【請求手続】
事業主を通じて当基金所定の請求書により請求（請求書は
当基金のホームページからダウンロードできます）

7,209

加入員数（人）

加 7498 7406
5,709
2311
給 232830,473
5,526
受 5526 5709
年 2628 2772
受給権者数（人）
信 36867 30473

7209 7224
5,848
2222 2140
5848 6120
2893 3090

掛金は完納しましょう
掛金の納付は便利な口座振替をご利用ください。
毎月、月末に自動引き落としとなります。
納め忘れもなく、振込手数料もかからず、手続きも簡単
です。
≪口座振替銀行≫
みずほ銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、
りそな銀行、東京都民銀行、東京東信用金庫
このほか、りそな決裁サービスを利用することにより、
他の都市銀行、信託銀行、地方銀行、第二地方銀行、信
金、労金、ゆうちょ銀行、信用組合(※)、農業協同組合
(※)などの金融機関からでも口座振替を行うことができ
ます。(振替日は２８日となります。) (※)一部の金
融機関は除きます。
詳しくは当基金までお問合せください。
＊８月分の掛金納入期限は、平成２３年９月３０日と
なりますので、ご協力お願いいたします。

９ 月 の 予 定
１５日 告知書（８月分）発送
１３日 理事会（午後1時～ガラス会館）
２１日 代議員会（午後3時～ガラス会館）
※９月分の適用関係書類の〆切は１０月６日です。

6,287

信託資産額（百万円）

24,086

年金総額（百万円）

2,328

2,772

2,893

2,311

2,222

3,090

3,192

3,227

2,140

2,067

1,991

21年度末

22年度末

給与総額（百万円）
18年度末

19年度末

20年度末

23年7月末

年金資産の運用状況・修正総合利回り＜平成23年度＞

1.03%

1.26%

国内債券 国内 外国 外国 資産合計
0.38%
4月1日
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

4月末 0.0041

-0.0192 0.0131 0.0226 0.0027

5月末 0.0079

-0.0313 0.0098 0.0012 -0.0054

-0.81%

6月末 0.0103 -0.019 0.0038

-0.0235 -0.0081

-1.90%
0.0103 -0.019 0.0038

-0.0235 -0.0081

第1四半期末

従来、電話でもお答えしておりました年金額などのご相談につきま
して、個人情報を保護する目的から書面にて回答させていただい
ております。事業所のご担当者の方など第３者の方からお問合せ
いただく場合には、お手数ですが委任状をご提出ください。

6,241

25,361

2,628

年金相談についてのお願い

6,120
6,583
6842
2067 1991
6241 6,287
3192 3227

26,568

＊ 詳しい内容につきましては、当基金へご確認ください

住所や氏名の変更があった場合、当基金や連合会へご
連絡が無い場合、裁定請求書がご本人に届かず、年金
支給ができないことがあります。この様なことを防
ぎ、年金を確実に支給するために、ご退職される方へ
住所や氏名に変更があった場合は当基金や連合会に必
ずご連絡する様、お知らせ願います。
事業主の皆様、加入員の皆様にはご協力の程よろし
くお願い申し上げます。（将来、連合会から年金支給
される方の住所・氏名変更につきましても、当基金へ
ご連絡いただいても結構です。）

6,583

23015 26568 25361 24086

23,015

年金の確実な支給のために

6,842

18年度末 19年度末 20年度末 21年度末 22年度末 23年7月末

【権利の消滅】
慶弔金を請求する権利は、その支給事由が発生した日から
２年以内に行使しないときは消滅します

7,224

7月末 0.0126

-0.0271 -0.029 -0.0843 -0.028

8月末 0.0281

-0.1773 -0.0816 -0.1808 -0.1013

9月末 0.0307

-0.1415 -0.0565 -0.0949 -0.0647

-2.76%

-2.35%

第1四半期末

0.0103 -0.019 0.0038 -0.0235 -0.0081

第2四半期末

0.0307 -0.1415 -0.0565 -0.0949 -0.0647

-2.71%
-2.92%

10月末 0.0319 -0.1558 -0.0869 -0.0923 -0.0714
11月末 0.0234 -0.1028 -0.0932 -0.0785 -0.0536
12月末

0.031

第1四半期末

0.0103 -0.019 0.0038 -0.0235 -0.0081

第2四半期末

0.0307 -0.1415 -0.0565 -0.0949 -0.0647

第3四半期末

-0.1177 -0.0415 -0.0301

-0.0618 -0.1177 -0.0415 -0.0301

資産合計
0.031 -0.0618
国内債券
0.0289 -0.0483
1月末
国内株式
0.0296 -0.0074
2月末
外国債券
0.0302 -0.0708
3月末
外国株式

第1四半期末

-0.1062 -0.0095 -0.017

-8.43%

-0.1008 0.0193 0.0053
-0.0745 0.0341 -0.0128

0.0103 -0.019 0.0038 -0.0235 -0.0081

第1四半期末

第2四半期末

0.0307 -0.1415 -0.0565 -0.0949 -0.0647

第3四半期末

0.031

第4四半期末

0.0302 -0.0708 -0.0745 0.0341 -0.0128

7月末

-0.0618 -0.1177 -0.0415 -0.0301

【お願い】

当「基金情報」を 加入員の方々が閲覧いただけるよう
ご配意方お願いいたします

ホームページでもご覧いただけます
当「基金情報」をホームページに掲載しています
創刊号から直近号までご覧いただけます
加入員の方も職場や家庭でぜひお読みください

http://www.glskkn.com

設立事業所の異動（規約変更関係等）・７月処理分
異動区分

事業所名

異動内容（新）

適用年月日

