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●電子申請を利用してみませんか？
●限度額適用認定証をご活用ください！
●施設利用会員証
●契約保養施設のご案内／サンリオピューロランド特別割引券のご案内
　／各種小冊子
●社会保険事務講習会

『秋風～三溪園～』（横浜市中区）　前川隆敏
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から　お知らせ日 本 年 構金 機 の

3

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

賞与支払届の時期です！
　　　電子申請を利用してみませんか？
　電子申請にて賞与支払届を提出した場合は、紙で提出した場合と比べて処理結果が早く通知されます。また、多くの
事業所が賞与支払届の提出を行うため、年金事務所窓口の混雑も予想されます。郵送代等のコスト削減も期待できます
ので、この機会に電子申請を導入いただきますようお願いいたします。
◎	電子申請とは、書面やCD・DVDで行っていた申請・届出を会社や自宅のパソコンからインターネットを利用して行え

るサービスです。令和2年4月からは、無料で取得可能なID・パスワード（GビズID）で電子申請が可能になりました。

「届書作成プログラム」または、自社システム、労務管理ソフトで
申請データを作成し、電子申請をします。

 https://gbiz-id.go.jp

❶「GビズID」のホームページから「gBizIDプライム作成」のボタンをクリックして、申請書を作成・ダウンロード

❷ 必要事項を入力し、作成した申請書と印鑑証明書を「GビズID運用センター」に送付

❸ 申請が承認されると、メールが送られてきます（審査に2週間程度要します）
❹ メールに記載されたURLをクリックし、パスワードを設定したら手続き完了！

「届書作成プログラム」は日本年金機構ホームページ
から無料でダウンロードできます。

申請可能種類

届書作成プログラム 7種類
自社システム、労務管理ソフト 最大30種類

「GビズID」のアカウント取得

申請データ（CSV）の作成と申請

Step❶

Step❷

 検 索GビズID 

電子申請のメリット

① 24時間365日、いつでも申請が可能です。
② 年金事務所に行かなくても、職場や出先などから申請が可能です。
③ 移動時間や交通費、郵送費などのコスト削減が期待できます。

「GビズID」のご利用方法は、2Step

電子申請での届出が義務となっている企業もあります。お早めの電子申請導入が
おすすめです。電子申請の導入でお困りの場合は、日本年金機構ホームページ・
専用ナビダイヤル・管轄の年金事務所にお問い合わせください。

※専用ナビダイヤルの番号は、日本年金機構ホームページにてご確認ください。

11月は「ねんきん月間」、11月30日は「年金の日」
　日本年金機構では、国民のみなさまに公的年金を身近に感じ年金制度への理解を深めていただけるよう、厚生労
働省の協力のもと11月を「ねんきん月間」・11月30日（いいみらい）を「年金の日」と位置づけて、周知・啓蒙活動を行っ
ています。「ねんきん月間」の主な取り組みとして、恒例の「わたしと年金」エッセイの募集や優秀作品の発表、年金
委員の表彰等を実施しています。
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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

限度額適用認定証をご活用ください！

標準報酬月額の改定により
限度額適用認定証の区分が変わることがあります

　1ヵ月（その月の1日から末日まで）の医療費が高額になりそうなとき、事前に限度額適用認定証の交付を
受けて医療機関の窓口に提示すると、自己負担額が一定額までとなります。

②限度額適用認定証が
　交付されます。

③受診の際に、保険証とあわせて
　限度額適用認定証をご提示ください。

①限度額適用認定申請書を
　ご加入の協会けんぽ支部に
　ご提出ください。

　すでに限度額適用認定証の交付を受けている方でその有効期限内に所得区分が変更になった
場合、新しい区分の限度額適用認定証を自動的にお送りしております。到着しましたら、新しい
区分の限度額適用認定証をご利用ください。

　算定基礎届や月額変更届により、標準報酬月額が改定されることで、限度額適用認定証の区分が変わること
があります。日本年金機構より標準報酬月額の決定通知が届いた際は、従業員様に必ずお知らせください。

70歳未満の方の自己負担限度額（払い戻しの基準額）
被保険者の所得区分 自己負担限度額

ア
標
準
報
酬
月
額

83万円以上 252,600円＋（総医療費－842,000円）×1％

イ 53万～79万円 167,400円＋（総医療費－558,000円）×1%

ウ 28万～50万円   80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％

エ 26万円以下 57,600円

オ ※低所得者（住民税非課税者等） 35,400円
※区分オの方は「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」でご申請ください。

注意！

　　　　　　標準報酬月額が上がった場合

変更前 → 変更後
標準報酬月額 26万円 → 30万円
区分 エ → ウ

ケース① 　　　　　　標準報酬月額が下がった場合

変更前 → 変更後
標準報酬月額 53万円 → 44万円
区分 イ → ウ

ケース②

1週間～
　10日程度

限度額
適用
認定証

限度額
適用
認定証

健 康 保 険
被保険者証

本人（被保険者）

記号  00000000　番号00
氏名

生年月日

性別

資格取得年月日

事業所名称　　株式会社協会けんぽ
保険者番号　　01140012
保険者名称　　全国健康保険協会　神奈川支部
保険者所在地　神奈川県横浜市西区みなとみらい4-6-2

協会　太郎
平成2年1月1日
男
令和2年4月1日

キョウカイ　タロウ

00000
令和2年4月10日交付

（枝番）00

印

QR見本
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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  令和5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。
そ の 他

優　待　施　設 ◦クア・アンド・ホテルグループ（山梨県・長野県・静岡県4施設）

◦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。
※「プリンスホテル優待プラン」のウェブパスワードが変更となりましたので、すでに会員証をお持ちの

方でご利用される際は当協会までお問い合わせください。

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％～引き
※各施設により割引率が異なります

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人あたり施設宿泊料金から通年500円引き（大人のみ）
※1室あたり施設室料の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

クア・アンド・ホテルグループ
（山梨県・長野県・静岡県4施設）

各施設により割引が異なります。
※直接施設へお問い合わせください

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
※さくら祭り、ねぷた祭り期間は除く

ホテル神の湯温泉
山梨県甲斐市竜地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

※ピンク色のものです。

「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。

施設利用会員証 神奈川県

NEW！
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契約保養施設のご案内

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。

お気軽にご利用ください

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
利用資格

補助内容

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

令和3年度版

◦社会保険事務・必携
◦わかりやすい健康保険と年金のしおり
◦はじめての年金

社会保険制度解説小冊子 健康づくり小冊子
◦60歳以後の年金額調整のしくみ
◦年金マニュアルシート
◦年金制度改正のポイント

※冊数に限りがありますので、1事業所各種1冊ずつとさせていただきます。
各種小冊子をご用意しております

◦健診結果のわかる本
◦症状別受診ガイドvol.4
◦健診結果を生かした生活改善のすすめ

「健康保険の早わかり」・「厚生年金保険の早わかり」・「症状別受診ガイドvol.3」・「働き方マイルール100」は在庫切れと
なっておりますのでご了承ください。

購入資格　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
購入方法　同封している「特別割引券」のチラシを切り取り、チケット窓口に提示して購入いただけます。
利用期間　　　　　　　　　　　　令和3年12月10日（金）～令和4年1月11日（火）
　　　　　　　　　　　　　　　　即日～令和4年1月31日（月）（休館日を除く）

割引料金 ☆アフタヌーンパスポート特別割引券（午後2時～の入場）☆パスポート特別割引券

アフタヌーンパスポート
パスポート

区分 通常料金 割引料金休日 平日

大　人（18歳～ 64歳） 3,900円 3,600円 2,600円
小　人（3歳～17歳・高校生）

2,800円 2,500円 2,300円
シニア（65歳以上）

区分 通常料金
休日・平日 割引料金

大　人（18歳～ 64歳） 2,400円 2,200円
小　人（3歳～17歳・高校生）

2,200円 2,000円
シニア（65歳以上）

サンリオピューロランドサンリオピューロランド
パスポート特別割引券・アフタヌーンパスポート特別割引券のご案内

サンリオピューロランドを下記期間中、特別料金でご利用いただけます。

※サンリオピューロランドでは入場制限を行っておりますので、お出かけ前に、同封のチラシよりQRコードを読み取り、
サンリオピューロランドホームページで予約をしてからお出かけください。

（QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です)

1枚5名まで。コピー可

●施設利用会員証、契約保養施設、各種小冊子、社会保険事務講習会の詳細については、当協会ホームページ(https://
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)にてお申し込みください。

●サンリオピューロランド特別割引券ご利用の方は、同封のチラシにて購入してください（コピー可）。
●社会保険事務講習会の申込書は、そのままFAXもできますのでご利用ください。

申 込 方 法

お早めに！
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職場のみなさまにもお知らせください

無料無料社 会 保 険 事 務 講 習 会社 会 保 険 事 務 講 習 会 ののお 知らせお 知らせ 参 加 費

キリトリ

＊希望される講習会を○で囲んでください
講習会：海老名（12/9）　横浜市保土ケ谷区（1/12）　相模原市緑区（1/19）　平塚（1/26）
郵便番号　〒　　－　　　　　　　事業所所在地

事業所名

社会保険協会会員の有無　会員（会員番号　　　　　　　　　　　）  ・   会員ではない  ・  わからない 

参加者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　男 ・ 女 　参加者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　  男 ・ 女

参加者の連絡先電話番号または携帯番号　　　　　　　　－　　　　　　　　－
※�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。
※該当欄に必要事項を記入し○印をお願いいたします。
※��事務講習会の参加者は1事業所1名までとさせていただきます。
※��事務講習会の参加者には文書による通知はいたしませんが、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。

※新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、間隔をあけて着席していただきま
す。また、感染拡大状況により中止とする場合はご連絡いたします。
※�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。
※お申し込みはFAX（045-662-8441）にてお願いいたします。
※お車でのお越しはご遠慮ください。

令和　　年　　月　　日一般財団法人　神奈川県社会保険協会長　あて

 神奈川県内の社会保険適用事業所の事務担当者（1事業所1名まで）
 ①勧めていますか？がん検診（神奈川県健康医療局保健医療部がん・疾病対策課職員）
   ②  健康保険・厚生年金保険資格取得・被扶養者・標準報酬等の届出と事務手続きについて／老齢厚生年金等について
 　（日本年金機構年金事務所職員または社会保険労務士）
 ③健康保険の給付等届出と事務手続きについて（全国健康保険協会神奈川支部職員または社会保険労務士）
 テキストは無償配布します。

※募集人員に達し次第、受付を締め切らせていただきます。

　神奈川県内の新規社会保険適用事業所および新任社会保険事務担当者を対象に、社会保険制度を理解していただくための
事務講習会を開催いたします。

そ の 他

参加資格

内　　容
（講師）

地区 日時 会場 最寄り駅 募集人員 申込開始 申込期限

海老名 令和3年12月9日（木）
午後1時30分～午後4時30分

海老名市文化会館 大ホール棟3階351多目的室
海老名市めぐみ町6-1
☎046-232-3231

JR相模線・小田急線・相鉄線
「海老名」駅下車徒歩5分

先着先着
25名25名

令和3年
10月22日（金）

令和3年
11月30日（火）

横浜
（保土ケ谷区）

令和4年1月12日（水）
午後1時30分～午後4時30分

横浜市保土ケ谷公会堂 1階1号会議室
横浜市保土ケ谷区星川1-2-1
☎045-331-0497

相鉄線「星川」駅北口下車
徒歩3分

先着先着
25名25名

令和3年
11月25日（木）

令和3年
12月28日（火）

相模原
（緑区）

令和4年1月19日（水）
午後1時30分～午後4時30分

杜のホールはしもと 8階セミナールーム2
相模原市緑区橋本3-28-1 ミウィ橋本7・8階
☎042-775-3811

JR横浜線・相模線・京王相模原線
「橋本」駅北口下車徒歩3分

先着先着
20名20名

令和3年
11月25日（木）

令和4年
1月7日（金）

平塚 令和4年1月26日（水）
午後1時30分～午後4時30分

平塚商工会議所 2階第2会議室
平塚市松風町2-10
☎0463-22-2510

JR東海道線「平塚」駅南口下車
徒歩7分

先着先着
25名25名

令和3年
11月25日（木）

令和4年
1月14日（金）

社会保険事務講習会参加申込書
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