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から　お知らせ日 本 年 構金 機 の

事業所の管轄の年金事務所まで照会先 ◎日本年金機構ホームページ　https://www.nenkin.go.jp
 検 索日本年金機構

　総務省から今年1月に公表された「令和2（2020）年平均の全国消費者物価指数」を踏まえ、令和3（2021）年度
の年金額は、法律の規定により、令和2年度から0.1％の引き下げとなります。新しい年金額は、通常、4月分の年
金が支払われる6月から適用されます。また、令和3年度の在職老齢年金の支給停止調整変更額等については、令和
2年度からは変更ありません。

　令和3（2021）年度および令和4（2022）年度の国民年金保険料（月額）が改定されます。令和3年4月分の国民年
金保険料から、下記の新しい額に変更となります。

令和3年度
国民年金保険料額

定額保険料 4分の3保険料（※） 半額保険料（※） 4分の1保険料（※）

16,610円 12,460円 8,310円 4,150円

（※）国民年金保険料免除・納付猶予申請書を提出し承認された場合の保険料額

国民年金保険料額 令和2年度 令和3年度 令和4年度

実際の定額保険料額
（前年度の保険料との比較） 16,540円 16,610円

（＋70円）
16,590円
（▲20円）

令和3年度の新規裁定者（67歳以下）の年金額の例

【月額】 令和2年度 令和3年度

国民年金
【老齢基礎年金（満額）：1人分】

65,141円 65,075円
（▲66円）

厚生年金
【夫婦2人分の老齢基礎年金を
含む標準的な年金額（※）】

220,724円 220,496円
（▲228円）

（※）平均的な収入：平均標準報酬（賞与を含む月額換算）43.9万円で40年間就業した場合に受給し始める年金：老齢厚生年
金と2人分の老齢基礎年金（満額）の給付水準です。

令和3年度の年金額の改定

在職老齢年金に関する詳細は日本年金機構ホームページから　　　　　　　　　　　　　　　でご確認ください。在職中の年金  検 索

令和３年度　国民年金保険料について
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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

3

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？

　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。加入者の
みなさまの健康や生活を支え、今後も安心して医療を受けられるよう、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。

＊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、3月1日支給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、地域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ます。

令和3年度

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％

●健康保険料率

●介護保険料率

神奈川支部の保険料率が変わります

　　協会けんぽの出張窓口終了のお知らせ
横浜中年金事務所・川崎年金事務所内の協会けんぽの出張窓口は、
令和3年5月14日（金）をもって終了いたします。窓口をご利用のみなさまには
ご不便をおかけしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

令和3年2月分
（3月納付分）まで

令和3年3月分
（4月納付分）から
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から　お知らせ社 会 保 会険 協 の

対象施設 優待内容 対象施設 優待内容

申込資格  令和3年度社会保険協会費を納入いただいている県内の事業所で施設利用会員証を申し込まれていない事業所
有効期間  2023年3月31日まで
利用資格  会員事業所の被保険者およびその被扶養者
発行枚数  1事業所3枚まで
申込方法  当協会のホームページより申込書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ FAX（045-

662-8441）にてお申し込みください。

「施設利用会員証」を提示することにより、
　　　　　宿泊料等を優待料金でご利用いただけます。

そ の 他

◦高輪・品川プリンスホテルグループ ◦八戸パークホテル（青森県）
　（高輪・新高輪・東京・品川） ◦グランドサンピア八戸（青森県）

◦プリンスホテル優待プラン ◦ホテルニューキャッスル（青森県）
　（全国のプリンスホテル・スキー場・ゴルフ場等） ◦ホテル神の湯温泉（山梨県）
◦ホテル法華クラブグループ（全国19施設） ◦ニュー・グリーンピア津南（新潟県）
◦センポスの宿（箱根・三崎・鳴子・焼津） ◦じょんのび村　萬歳楽（新潟県）
◦湯快リゾート（全国29施設） ◦湯多利の里　伊那華（長野県）
◦ダイワロイヤルホテル（全国27施設） ◦お宿山翠（長野県）
◦HMIホテルグループ（全国42施設） ◦奈良パークホテル（奈良県）
◦かんぽの宿（全国35施設） ◦信貴山観光ホテル（奈良県）

※各施設への申込方法、ご利用方法については当協会のホームページでご確認ください。
※予約で必要な予約先電話番号・専用ウェブサイトのIDおよびパスワードは、「施設利用会員証」送付時
にお知らせします。

※優待から除外される商品および除外期間・料金等については、各施設のホームページをご確認いただ
くか、または直接施設にお問い合わせください。

※他の割引サービスとの併用はできません。ただし、「センポスの宿」は従来の補助と併用可能です。

高輪・品川プリンスホテル
グループ

（高輪・新高輪・東京・品川）

コーポレート料金により正規料
金の最大60％引き
※その他宿泊特典としてレストラ
　ン利用割引あり

プリンスホテル優待プラン
（全国のプリンスホテル・
スキー場・ゴルフ場等）

専用ウェブサイトの優待プラン

ホテル法華クラブグループ
（全国19施設）

一般料金の10％以上値引き
※各施設によって割引率が変わります。

センポスの宿
（箱根・三崎・鳴子・焼津）

公式ホームページで案内して
いる１泊２食付きプラン
※一般料金から平日1,000円引き
※土曜日・祝前日500円引き

湯快リゾート
（全国29施設）

公式ホームページに掲載されてい
る宿泊プラン（割引プランは除く）
※1人あたり料金の施設
　宿泊料金から通年500円引き（大人のみ）
※1室あたり料金の施設
　室料の10％引き（除外日あり）

ダイワロイヤルホテル
（全国27施設）

公式ホームページ専用サイトに
掲載されている優待プラン

HMIホテルグループ
（全国42施設）

専用ウェブサイト法人会員優待プラン
※一般プラン料金の3～15％引き

（一部対象外あり）

かんぽの宿
（全国35施設）

公式ホームページで案内され
ている１泊２食付きプランの
み適用（割引除外プランあり）
※１泊につき500円引き

八戸パークホテル
青森県八戸市吹上1-15-90

宿泊料金の15％引き
（除外期間あり）

グランドサンピア八戸
青森県八戸市東白山台1-1-1

１泊２食付き1,000円引き
１泊朝食付き500円引き

（除外日・除外期間あり）
ホテルニューキャッスル
青森県弘前市上鞘師町24-1

正規室料の10％引き
※さくらまつり、ねぷたまつり期間は除く

ホテル神の湯温泉
山梨県甲斐市龍地17

宿泊・宴会・日帰り温泉利用
料の10％引き（除外期間あり）

ニュー・グリーンピア津南
新潟県中魚沼郡津南町秋成12300

宿泊料金の10％引き
じょんのび村　萬歳楽
新潟県柏崎市高柳町高尾10-1
湯多利の里　伊那華
長野県下伊那郡阿智村智里503-294

宿泊・日帰りプランの10％引き
お宿山翠
長野県下伊那郡阿智村智里290-1
奈良パークホテル
奈良県奈良市宝来4-18-1

宿泊料金の10％引き
信貴山観光ホテル
奈良県生駒郡三郷町信貴山西2-40

神奈川県

※ピンク色のものです。

施設利用会員証

NEW!

NEW!

優待施設
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　令和3年度版各種小冊子につきましては、現在作成中です。申し込み開始時期・申込方法に
つきましては、「社会保険かながわ 6月号」および神奈川県社会保険協会ホームページでご案
内いたしますので今しばらくお待ちください。

 京急油壺マリンパーク
 三浦市三崎町小網代1082　☎046-880-0152
 県内の事業所で、令和3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7月17日（土）～令和4年2月28日（月）
 特別利用券を発行いたします。
 1,500名
 ※1事業所5名まで
　　　　　※募集人員を超えたときは抽選となります。

（抽選にもれた方についてはご連絡いたします）

入園料を助成いたします

令和3年度版各種小冊子のお知らせ

京急油壺マリンパーク京急油壺マリンパーク

 令和3年5月25日（火）
 令和3年6月8日（火）
 特別利用券は、7月上旬に発送します。

区分 一般料金 利用者窓口支払金額

大　人 1,800円 500円

中学生 1,300円 200円

小学生    900円      0円

幼児（3歳以上）    500円      0円

場　　所

利用資格

利用方法
利用期間

募集人員

申込開始
申込期限
そ の 他

入園料金

▲大迫力のシロワニ

▼かわいいコツメカワウソ

契約保養施設のご案内
サンポートみさき

鳴子やすらぎ荘

〒238-0243
神奈川県三浦市三崎5-3806
☎046-882-2900

〒989-6832
宮城県大崎市鳴子温泉字星沼18-2
☎0229-87-2121

◉予約申し込み・利用料金等の詳細については、各施設へ直接お問い合わせください

箱根嶺
れ い な ん そ う

南荘

やいづマリンパレス

〒250-0405
神奈川県足柄下郡箱根町大平台442-1
☎0460-82-2898

〒425-0022
静岡県焼津市本町1-6-3
☎054-629-1011

▲アシカの笑顔に
　癒されよう！

令和3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納入いただける事業所の被保険者および
その被扶養者
1名1泊、2,000円（中学生以上）補助します（連泊の場合も1泊分のみです）。
※1事業所につき1回6名まで、年2回ご利用いただけます。　※施設利用会員証と併せてご利用いただけます。

利用資格

補助内容

お気軽にご利用ください
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入館料を助成いたします

横浜・八景島シーパラダイス横浜・八景島シーパラダイス

区分 一般料金 利用者窓口支払金額

大人・高校生 3,000円 1,600円

シニア(65歳以上) 2,500円 1,150円

小・中学生 1,800円    500円

幼児（4歳以上）    900円 　　 0円

区分 一般料金 利用者窓口支払金額

大人・高校生 5,500円（5,000円） 3,700円

シニア(65歳以上) 3,900円（3,600円） 2,300円

小・中学生 3,900円（3,600円） 2,300円

幼児（4歳以上） 2,200円（2,000円） 　900円

◀ふれあいラグーン
イルカがこんなに近くに！

 横浜・八景島シーパラダイス　横浜市金沢区八景島
 ☎045-788-8888（テレフォンインフォメーション）
 県内の事業所で、令和3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7月17日（土）～令和4年2月28日（月）
 施設割引利用券を発行いたします。
 3,500名
 ※1事業所5名まで
　　　　　※募集人員を超えたときは抽選となります。※募集人員を超えたときは抽選となります。
 (抽選にもれた方についてはご連絡いたします） (抽選にもれた方についてはご連絡いたします）
 令和3年5月25日（火） 令和3年5月25日（火）
 令和3年6月8日（火） 令和3年6月8日（火）
 施設割引利用券は、7月上旬に発送します。 施設割引利用券は、7月上旬に発送します。

◎アクアリゾーツパス（水族館4施設パス） ◎ワンデーパス（アクアリゾーツパス+プレジャーランドパス）

※カッコ内は冬季料金です（令和3年12月1日～令和4年2月28日）。

場　　所

利用資格

利用期間
利用方法
募集人員

申込開始

利用料金

申込期限
そ の 他

▲アクアスタジアム
　海の動物たちのショーを
　楽しもう！

施設利用会員証、契約保養施設、京急油壺マリンパーク、横浜・八景島シーパラダイス、地引き網の詳細については、
当協会ホームページ（http://www.kanagawa-syahokyo.jp）をご覧ください。
また、利用ご希望の方は、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、必要事項をご記入のうえ
FAX（045-662-8441）にてお申込みください。

申  込  方  法

鶴見支部・港北支部・横浜中支部
横浜西支部・横浜南支部

平塚支部・横須賀支部・小田原支部
相模原支部・厚木支部・藤沢支部

日 時 令和3年7月3日（土）　午前9時40分集合、午前10時開始 令和3年7月17日（土）　午前9時40分集合、午前10時開始

場 所 鵠沼海岸網元「堀川網」藤沢市鵠沼海岸4　※鵠沼海浜公園スケートパーク隣り

募集人数 各支部30名(1事業所5名まで）

参加資格 上記管内の事業所で、令和3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納入いただける事業所の被保険者
およびその被扶養者　※募集人員に達し次第締切らせていただきます。

申込期限 令和3年6月11日（金）

地引き網

職場のみなさまにもお知らせください

▲アシカの笑顔に
　癒されよう！

ただいま募集中です
参加費
無料


