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から　お知らせ日 本 年 構金 機 の

電子申請のメリットって何ですか？

お金はかかりますか？

電子申請のやり方がわかりません。

24時間365日いつでもどこでも申請可能です。
郵送費などのコスト削減も期待できます。

GビズIDを使うと手数料なしで電子申請を
始めることができます。

日本年金機構ホームページに利用手順を掲載していま
す。あわせて利用手順の説明動画も掲載しています。
ぜひ、ご覧ください。

電子申請とは、申請・届け出を紙やCD・DVDではなく、インターネットを利用して行うことです。
なお、2020年4月から特定の事業所について電子申請の義務化が始まっています。

※詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

◎電子申請なら、紙や電子媒体で申請されたものよりも早く処理がされます。
　たとえば、保険証は紙で申請されるより電子申請の方が３～４日早く届きます。
　ぜひ電子申請をご利用ください！

日本年金機構ホームページでは、電子申請に関するよくあるお問い合わせに自動でお答え
する電子申請相談チャットを開設しています。
24時間いつでも対応していますので、ぜひご利用ください。

社会保険手続きは
電子申請でカンタンに!

電子申請がいちばん早い!

ご提出にあたりご不明な点は、「電子申請相談チャット」へ！

https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/index.html 日本年金機構　電子申請  検 索

お電話での
電子申請のご利用に関する
お問い合わせ先はこちらです

【ねんきん加入者ダイヤル（日本年金機構電子申請・電子媒体申請照会窓口）】
0570-007-123（ナビダイヤル）→「2番」をお選びください
050から始まる電話でおかけになる場合は、03-6837-2913→「2番」をお選びください
＜受付時間＞　月〜金曜日：午前8時30分〜午後7時　　第2土曜日：午前9時30分〜午後4時
　　　　　　　※祝日（第2土曜日を除く）、12月29日〜 1月3日はご利用いただけません。
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協会けんぽに加入されている事業所様へのご案内です
から　お知らせ協 会 け ん ぽ の
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協会けんぽ神奈川支部まで https://www.kyoukaikenpo.or.jp
〒220-8538　横浜市西区みなとみらい4-6-2　みなとみらいグランドセントラルタワー ９階

☎045-270-8431（代表） 電話のお掛け間違いにご注意ください。前後の番号は協会けんぽの番号ではありませんので、お掛けにならないようお願いします。

照会先
 検 索協会けんぽ

保険料率はどう決まるのか

参考：令和元年度神奈川支部のインセンティブ制度の実績

加入者のみなさまの医療と健康を支えるため、保険料のご負担につきまして、
なにとぞご理解をいただきますようお願い申し上げます。

保険料率にはインセンティブ制度の結果も反映されます

協会けんぽ神奈川支部の保険料率は、令和3年3月分(4月納付分）から改定されます。

＊40歳から64歳までの方（介護保険第2号被保険者）には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。
＊賞与については、支給日が3月1日分から変更後の保険料率が適用されます。

　協会けんぽの保険料率は、加入者のみなさまの医療費にもとづき、都道府県ごとに算出されます。都道府
県別に保険料を設定しているのは、都道府県ごとに必要な医療費（支出）が異なるためです。疾病の予防な
どの取組により、都道府県の医療費が下がれば、その分都道府県の保険料率も下がることになります。
　また、都道府県ごとの保険料率は、年齢構成の違いに伴う医療費の差や所得水準の差を、都道府県間で相
互に調整したうえで設定されています。

　インセンティブ制度とは、健診の受診やジェネリック医薬品の使用など、みなさまの取組が5つの指標で
評価され、その結果に応じてインセンティブ（報奨金）が付与される仕組みです。このインセンティブを得
ることによって、保険料率を引き下げることができます。

①制度の財源として、全支部の保険料率の中に、0.01%※が盛り込まれて計算されます。
②各支部の評価指標の実績に応じて得点がつけられます。その得点をランクづけし、47支部中上位23支部に
　①を財源とした報奨金が充てられることによって、保険料率を引き下げることができます。

※この0.01％は段階的に導入されています。

★令和元年度のインセンティブ制度の実績は、令和3年度の保険料率に反映されています。

令和3年度
保険料率改定のお知らせ

令和3年3月（4月納付分）から令和3年2月（3月納付分）まで

給与・賞与の9.99％
給与・賞与の1.80％

給与・賞与の9.93％
給与・賞与の1.79％

特定健診等
受診率

30位
総合順位

44位
（47支部中）

特定保健指導
実施率

34位
特定保健指導
対象者減少率

42位
要治療者

医療機関受診率

34位
ジェネリック医薬品

使用割合

30位

●健康保険料率

●介護保険料率

制度の
概要
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資格関係
被保険者資格取得届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届　被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳
以上被用者不該当届　被扶養者（異動）届/国民年金第3号被保険者関係届
二以上事業所勤務に係る各種届書

      標準報酬・
      賞与関係

被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届
被保険者賞与支払届/厚生年金保険70歳以上被用者賞与支払届
被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届

適用事業所関係 適用事業所名称・所在地変更（訂正）届　事業所関係変更（訂正）届　適用事業所全喪届
再交付・

諸変更関係 年金手帳再交付申請書　被保険者氏名変更（訂正）届　被保険者生年月日訂正届　被保険者住所変更届

育児休業関係

産前産後休業取得者申出書/変更（終了）届　
産前産後休業終了時報酬月額変更届/厚生年金保険70歳以上被用者産前産後休業終了時報酬月額相当
額変更届
育児休業等取得者申出書（新規・延長）/終了届　
育児休業等終了時報酬月額変更届/厚生年金保険70歳以上被用者育児休業等終了時月額相当額変更届
養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届

＊郵送先　〒220-8557　横浜市西区北幸2-8-29　東武横浜第3ビル　日本年金機構　神奈川事務センター

日本年金機構　神奈川事務センターへ（または管轄する年金事務所へ）

日本年金機構　管轄する年金事務所へ

全国健康保険協会（協会けんぽ）神奈川支部へ

資格関係 船員保険に係る各種届書

適用事業所関係 一括適用承認申請書

保険料関係 厚生年金保険料・健康保険料の納付に関すること　厚生年金保険料率、子ども・子育て拠出金に関す
ること

その他 被保険者資格証明書交付申請書　資格取得・資格喪失等確認請求書　健康保険被保険者適用除外承認
申請書

年金の給付 老齢厚生年金・遺族年金・障害年金等の相談および請求手続き等に関すること

お問い合わせ先
管轄の日本年金機構年金事務所
　　なお、各年金事務所（担当課）については、日本年金機構ホームページ
　　「全国の相談・手続き窓口→神奈川県」から検索できます。

資格関係 任意継続被保険者資格取得申出書　任意継続被保険者資格喪失申出書　任意継続被扶養者（異動）届

再交付・
諸変更関係

被保険者証再交付申請書　高齢受給者証再交付申請書
※健康保険証の発行は、日本年金機構にて資格取得届などの処理を行ったのち情報提供を受けて発行
します。

任意継続被保険者氏名・住所・性別・生年月日・電話番号変更（訂正）届

認定証関係 限度額適用認定申請書　限度額適用・標準負担額減額認定申請書　特定疾病療養受療証交付申請書

保険料関係 任意継続健康保険の納付に関すること　健康保険料率・介護保険料率に関すること

健康保険
給付関係

高額療養費　傷病手当金　出産手当金　出産育児一時金　埋葬料（費）　療養費（立替払等・治療用装
具・海外）などの申請書　高額医療費貸付金貸付申込書　出産費貸付金貸付申込書
出産育児一時金に関する健康保険被保険者資格喪失等証明書交付申請書

その他 特定健康診査受診券（セット券）申請書
第三者行為（交通事故など）による傷病届　負傷原因届

お問い合わせ先 全国健康保険協会　神奈川支部　☎ 045-270-8431(代)
　　※お電話のお掛け間違いにご注意ください。

健康保険組合にご加入の事業所様につきましては「被保険者証に記載の保険者」にお問い合わせください。

電子申請もご利用ください

電子申請もご利用ください

社会保険社会保険の の 主主なな届出書届出書  ・・  申請書等 申請書等 のの提出先提出先
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初夏のさわやかウォーキング参加申込書

一般財団法人　神奈川県社会保険協会長　あて
郵便番号　〒　　　　−　　　　　　　　

事業所所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業所電話番号　　　　−　　　　−　　　　　　　　

協会会員番号 （6ケタ）　　　　　　　　　　　　　　　  

参加代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

参加代表者の電話番号または携帯番号（緊急時の連絡先）

　　　　　　　−　　　　　−　　　　　　　　　　　 

令和　　年　　月　　日

キリトリ

氏　　　名 被保険者・被扶養者
（○で囲んでください）

区分
（○で囲んでください）

健康保険証の記号・番号または
厚生年金保険事業所の整理記号・被保険者番号

１ 被保険者・被扶養者 大人・高校生・中学生・小学生・幼児

２ 被保険者・被扶養者 大人・高校生・中学生・小学生・幼児

３ 被保険者・被扶養者 大人・高校生・中学生・小学生・幼児

４ 被保険者・被扶養者 大人・高校生・中学生・小学生・幼児

５ 被保険者・被扶養者 大人・高校生・中学生・小学生・幼児

【注意事項】
◦この申込書に記入された情報は、本事業以外の目的には使用いたしません。
◦必ず参加される方の氏名等をご記入ください。
◦協会会員番号は、 「社会保険かながわ」 を送付している封筒の宛名または

協会費の「振替払込請求書兼受領証」に記載されている６ケタの番号です。
◦健康保険証の記号・番号または厚生年金保険事業所の整理記号・被保険者

番号欄には、
　　　＊例　健康保険証の記号・番号　21140214-123
　　　　　　厚生年金保険事業所の整理記号・被保険者番号　21　ABC-11
　　　　　　等をご記入ください。
◦募集人員に達した後にお申し込みをされた方にはご連絡いたします。
◦お申し込みはFAX（045-662-8441）にてお願いいたします。

川崎支部（川崎区・幸区）
高津支部（中原区・高津区・多摩区・宮前区・麻生区）
川崎市営桜川球場
川崎市川崎区桜本1-14-3
令和3年4月24日（土）・25日（日）
令和3年5月  8日（土）・  9日（日）
令和3年5月22日（土）・23日（日）
令和3年5月29日（土）　予備日
令和2年度社会保険協会費を納入いただいている事業
所または令和3年度社会保険協会費を納入いただける
事業所の川崎支部・高津支部の管轄事業所に勤務する被
保険者

約100ヘクタールの広大な「こどもの国」を自由に散策してみませんか？
ご家族でのご参加をお待ちしております。

軟式野球大会 参加チームを募集いたします

令和3年6月5日（土) 小雨決行
こどもの国正面入口　横浜市青葉区奈良町700
JR横浜線「長津田」駅よりこどもの国線「こどもの国」駅
下車徒歩3分
午前9時30分〜午前10時30分スタート（順次受付）
こどもの国内を各自自由探索
※閉会式・ゴール時間の制限はありませんので、自分のペースで歩けます。
県内の事業所で令和2年度社会保険協会費を納入いただ
いている事業所または令和3年度社会保険協会費を納入

共
催

1チーム　5,000円（主将会議のときにお支払いください）
先着16チーム
事業所ごとに編成されたチームとし、１事業所１チーム
とします。
登録者は監督・主将・マネージャーを含めて1チーム20名
以内とします。
トーナメント方式
令和3年3月23日（火）〜4月7日（水）
優勝・準優勝・第三位（第三位決定戦は行いません）
・主将会議の日程等については、参加チームに後日ご連

絡します。
・組み合わせは、主将会議で行います。

いただける事業所の被保険者およびその被扶養者
先着200名（※1事業所5名まで）
参加賞があります。入園料は当協会で負担します。
昼食・水筒・雨具・ウォーキングができる靴と服装
令和3年3月23日（火）〜5月20日（木）
※お車でお越しの方は、駐車場代（1日1,000円）が実費

となります。
※新型コロナウイルス感染拡大状況により、中止となる

場合はご連絡いたします。

開 催

開 催 日

球 場

集合場所

日 程

集合時間

参加資格

参加資格

チーム編成

持 参 品

参 加 料

募集人員

募集チーム

参加賞等

登録人員

申込期間
コ ー ス

試合方法
申込期間
表 彰
そ の 他

そ の 他

「初夏のさわやかウォーキング」 ～こどもの国探索～
参加費
無料
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●各事業の詳細については、当協会ホームページ（http://www.kanagawa-syahokyo.jp）をご覧ください。また、ご参加・ご利用希望の方は、
当協会ホームページより申込書をダウンロードしていただき、必要事項を記入のうえ、FAX（045-662-8441）にてお申し込みください。
●さわやかウォーキング、いちご狩りの申込書は、そのままFAXもできますのでご利用ください。

申込方法

箱根小涌園ユネッサンパスポート利用券をお持ちのみなさまへ
　「箱根小涌園ユネッサンパスポート利用券」については、令和3年3月31日までの利用期間となっておりますが、令和3年6月30日まで利
用期間が延長となりました（お持ちの利用券はそのまま使用できます）。
　「春の日帰りバスハイク」については緊急事態宣言再発令により開催を見合わせました。みなさまにはご理解のほどお願い申し上げます。

一般財団法人　神奈川県社会保険協会長　あて
郵便番号　〒　　　　−　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事業所所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事業所電話番号　　　　−　　　　−　　　　　　　　　　　　
協会会員番号 （6ケタ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
連絡責任者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
連絡責任者の電話番号または携帯番号
　　　　　　　−　　　　　−　　　　　　　　　　　　　　　

令和　　年　　月　　日

キリトリ

氏　　　名 被保険者・被扶養者
（○で囲んでください）

大人（中学生以上）・小人（３歳～小学生）
（○で囲んでください）

健康保険証の記号・番号または
厚生年金保険事業所の整理記号・被保険者番号

１ 被保険者・被扶養者 大人　・　小人

２ 被保険者・被扶養者 大人　・　小人

３ 被保険者・被扶養者 大人　・　小人

４ 被保険者・被扶養者 大人　・　小人

５ 被保険者・被扶養者 大人　・　小人

6 被保険者・被扶養者 大人　・　小人

【注意事項】
◦この申込書に記入された情報は、本事業以外の目的には使用いたしません。
◦お申し込みは被保険者とその被扶養者をあわせて１事業所６名までとさせ

ていただきます。
◦該当欄に必要事項を記入し、○印をしてください。
◦協会会員番号は、 「社会保険かながわ」 を送付している封筒の宛名または

協会費の「振替払込請求書兼受領証」に記載されている６ケタの番号です。
◦健康保険証の記号・番号または厚生年金保険事業所の整理記号・被保険者

番号欄には、
　　　＊例　健康保険証の記号・番号　21140214-123
　　　　　　厚生年金保険事業所の整理記号・被保険者番号　21　ABC-11
　　　　　　等をご記入ください。
◦募集人員に達した後にお申し込みをされた方にはご連絡いたします。
◦お申し込みはFAX（045-662-8441）にてお願いいたします。

富津アクアファーム
千葉県富津市鶴岡449　☎ 0439-66-1540
※JR佐貫町駅よりタクシーで5分
※館山自動車道富津中央インターから国道127号線で1分
章姫・紅ほっぺ
先着400名（1事業所大人・小人あわせて6名まで）
※募集人員に達し次第、受付を締め切らせていただきます。
令和2年度社会保険協会費を納入いただいている事業所または
令和3年度社会保険協会費を納入いただける事業所の被保険者
およびその被扶養者
令和３年３月23日（火）〜４月16日（金）
令和３年４月１日（木）〜 ５月 ６日（木）

午前10時〜午後４時
補助券（700円：大人・小人共通）を発行します。

期　間 大人（中学生以上） 小人（3歳～小学生）
4月1日～4月5日 2,000円 1,800円
4月6日～5月6日 1,400円 1,200円

ご家族や職場のみなさまでいちご狩りを楽しみませんか？場 所

品 種
募集人員

参加資格

入園時間
利用方法
入園料金

利用期間
申込期間

※入園料金より補助券料金（700円：大人・小人共通）を差し引いた
金額をお支払いください。

※いちごのでき具合 ･ 入園期間 ･ 混雑状況などにつきましては、お
出かけ前に「富津アクアファーム」ホームページの「ブログ」欄を
ご確認ください。

 場 所  江川漁業協同組合「江川海岸」
 千葉県木更津市江川576-6　☎0438-41-1960（潮干狩り場）
 募集人員  先着1,000名（1事業所10名まで）
 利用期間  令和３年４月11日（日）〜７月11日（日）
 申込期限  令和３年４月20日（火）

 利用方法  入場補助券（大人1,000円・小人850円）を発行します。
  利用料金  区　分 個人料金 団体料金 利用者負担金

大人（中学生以上） 1,800円 1,700円 700円
小人（4歳～小学生） 900円 850円 0円

※採貝は大人2kg･小人1kgまで、お持ち帰り無料

職場のみなさまにもお知らせください

ただ今募集中です

入園料を助成いたします

潮干狩り

いちご狩り

お知らせ

入場料を助成

いちご狩り参加申込書


