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●年頭のごあいさつ
●日本年金機構「ねんきんサテライト青葉台」を開所します
●「医療費のお知らせ」をお届けします！
●健康に良い料理教室／東京ディズニーリゾートⓇ・コーポレート
　プログラム／いちご狩り
●社会保険事務講習会／年金とライフプランセミナー

『吾妻山からの夕景』（二宮町）　前川隆敏
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　新年あけましておめでとうございます。
　みなさまには、つつがなく新しい年をお迎えのこととお慶び申
し上げます。旧年中は、全国健康保険協会（協会けんぽ）の事業に
格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、年始にあたり、気持ちも新たに「売上を倍増させる」とい
った仕事の目標や「日本百名山を踏破する」といった趣味の目標な
どを立てた方も多いと思います。
　当支部では、今年も「加入者のみなさまの健康増進」を目標のひ
とつに掲げて健康保険事業を推進してまいります。
　新年早々、縁起でもない話で恐縮ですが、一昨年来のコロナ禍

の影響により、感染が不安という理由で健診を受けない方が増え
た中で、医療機関を受診した時には病気が進行していたという例
が少なからず見られるようです。健診を受けることの重要性が、
図らずもコロナ禍において再確認された次第です。
　今年から2025年にかけて、いわゆる「団塊の世代」が後期高齢者
である75歳以上になっていくことから、医療費が急増することが
懸念されています。医療費の増加を抑制するため、さらには国民
皆保険制度を堅持していくためにも、すべての国民が病気の予防・
早期発見を心がけることが重要です。
　みなさまには、「今年も健診を受ける」あるいは「今年こそ健診
を受ける」といった目標を新年の目標に加えていただくようお願
いいたします。
　その目標を早々に達成し、晴れ晴れとした気持ちで、健やかな
一年を過ごされることを心から祈念申し上げ、年頭のごあいさつ
といたします。

　新年あけましておめでとうございます。
　事業主並びに被保険者のみなさまにおかれましては、お健やか
に新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。また、旧年中は公
的年金事業の円滑な運営に対し、格別なご理解とご協力を賜り、
厚く御礼を申し上げます。
　新型コロナウイルス感染状況については、ワクチン接種も進み
落ち着きを見せており、徐々に経済・社会活動に回復の兆しが見
え始めたところですが、日本年金機構では、引き続き、全国統一
した感染予防対策の徹底に努めてまいります。
　私ども日本年金機構は、平成22年1月に発足し今年で13年目を
迎えており、公的年金制度を適正に運営する組織として、お客様

のため、そして日本の年金制度の維持・発展のために存在すると
いう原点に立ち返り、お客様の期待する未来を追求し実現するた
めに策定した「未来づくり計画」に取り組んでおります。引き続き、
お客様である国民を向いた直接的なアプローチによるお客様の安
定した生活や安心の実現、また、今般の新型コロナウイルス感染
症による環境変化も踏まえ、各種手続きの電子申請の利用促進や
Web会議サービスを活用したセミナー・説明会の実施などオンラ
インビジネスモデルの推進に向け、取組みを進めてまいります。
　本年も当機構は、年金制度を公正かつ適切に運営し、制度を維
持・発展させるとともに、国民のみなさまからより信頼される組
織となるよう、職員が一丸となって取り組んでまいりますので、
一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　結びにあたりまして、神奈川県社会保険協会の益々のご発展と、
会員のみなさまのご健勝とご多幸を心から祈念申し上げ、新年の
ごあいさつとさせていただきます。

　新年あけましておめでとうございます。
　みなさまには、健やかに新春をお迎えになられたこととお慶び
申し上げます。
　長引くコロナ禍で、日常生活が一変し、すべてのみなさまが様々
なご苦労をされていることと存じます。とりわけ医療関係者、エッ
センシャルワーカーのみなさまには心から感謝申し上げます。
　「第６波」の到来を警戒しつつ、ワクチンの３回目接種が始まっ
ています。各種規制も緩和され、経済の活性化、景気の好転化が
急がれております。日々健やかに暮らせることの大切さを痛感し
たウィズコロナ生活でございますが、改めて、医療・年金・介護
といった社会保険制度の重要性を認識し、更なる制度の充実と安

定した運用を期待いたします。
　神奈川県社会保険協会は、日本年金機構並びに全国健康保険協
会と連携しながら、機関誌『社会保険かながわ』の発行や社会保険
事務講習会等を開催し、社会保険制度の周知と広報に努めてまい
る所存でございます。
　また、職場のみなさまやご家族の健康づくりや福利増進のため
の事業を引き続き推進してまいりますので、ご利用いただければ
幸いでございます。
　今年は十二支の「寅年」。寅年は、植物が根や茎を成長させ伸び
始める状態を表し、成長や始まりの年だそうです。冬の寒さが厳
しいほど力強く新芽を伸ばす草木のように、新しい年が希望溢れ
る年となることを願っております。
　今後とも、当協会の事業運営にみなさまのより一層のご支援と
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　新年にあたり、会員事業所さまのご繁栄と、みなさまのご多幸
をご祈念申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。

年頭のごあいさつ
一般財団法人　神奈川県社会保険協会

　会長　飯田　昌興

日本年金機構　南関東地域第二部

　部長　山下　幸一

全国健康保険協会　神奈川支部

支部長　吉原　利夫

鶴　見支部長 松浦企業株式会社
港　北支部長 株式会社テクノキャリア
横浜中支部長 上野グループホールディングス株式会社
横浜西支部長 特定医療法人社団鵬友会湘南泉病院
横浜南支部長 日本飛行機株式会社
川　崎支部長 泉企業株式会社
高　津支部長 東京応化工業株式会社

平　塚支部長 日産車体株式会社
横須賀支部長 東京ガスライフバル飯田株式会社
小田原支部長 箱根登山鉄道株式会社
相模原支部長 株式会社オハラ
厚　木支部長 厚木瓦斯株式会社
藤　沢支部長 江ノ島電鉄株式会社

本年もよろしく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
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から　お知らせ日 本 年 構金 機 の
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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

年金相談および年金請求等の手続きは、事前のご予約をお願いします。
ご連絡の際は、基礎年金番号のわかる年金手帳や年金証書をご準備ください。

　　　　　 【予約受付専用電話】※令和3年12月13日（月）より受付開始

0570-05-4890  （ナビダイヤル）
＊050で始まる電話でおかけになる場合は03-6631-7521 （一般電話）

　　　　　 【受付時間】
月～金曜日（平日） 午前8時30分～午後5時15分（土日祝日、年末年始を除く）

来 訪 相 談 の ご 予 約

◆ 年金相談および年金請求書等の受付
◆ 厚生年金保険・国民年金関係の相談および届書等の受付

あなたの身近に相談窓口が増えます
日本年金機構
　「ねんきんサテライト青葉台」

（港北年金事務所  青葉台分室）  　　を開所します

令和4年2月1日（火）  午前10時〜
開所日時

場　　所

業務内容

受付時間

午前8時30分〜午後5時15分
（土日祝日、年末年始を除く）
※開所日初日は午前10時から受付

神奈川県横浜市青葉区
つつじが丘36-10
◦東急田園都市線「青葉台」駅より徒

歩11分、JR 横浜線「十日市場」駅
より徒歩13分

◦東急バス・横浜市営バス・神奈川
中央交通「しらとり台停留所」下車
徒歩1分

※専用駐車場がないため、付近の駐車
場または公共交通機関のご利用をお
願いします。

N

至 長津田 至 東神奈川

至 渋谷

● みずほ銀行

しらとり台停留所

しらとり台停留所

● 三菱UFJ銀行
青葉台
東急スクエア ●

スーパー ライフ ●

下台

東急田園都市線

至 中央林間

JR横浜線北口

東名高速道
路

国道246号
線

青葉台駅

十日市場駅

ねんきんサテライト青葉台
（第 8進栄ビル1階）

環
状
４
号
線

青葉台

青葉台駅西側
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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階照会先

 検 索協会けんぽ
☎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。

令和2年10月診療分〜令和3年9月診療分

令和4年1月下旬から順次発送（事業所様宛）

Q

Q

A 

A 

令和3年12月4日時点で協会けんぽにご加入の方
（被保険者および被扶養者の方）

対象期間

送付時期

対 象 者

「医療費のお知らせ」は医療費控除の申告手続きに使用可能です！
「医療費のお知らせ」に記載されていない令和3年10月～12月診療分は、
医療機関からの領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を
確定申告書に添付する必要があります。

退職した従業員の「医療費のお知らせ」が届いたのですが…？

なぜ、「医療費のお知らせ」に載っている支払額と、
医療機関で発行された領収書の支払額が違うのでしょうか？

令和3年12月4日時点の情報に基づき作成をしているため、すでに退職された方の
「医療費のお知らせ」が届く場合があります。
お手数ですが、開封せずに同封の返信用封筒に入れて協会けんぽへご返送ください。

「医療費のお知らせ」は健康保険で受診等をした診療分を記載しています。
健康保険適用外の費用（入院時の個室料や食事の費用、歯科の差額材料費など）は
含まれていないため、領収書の金額と異なる場合があります。

事業主様へ：重要な個人情報ですので、開封せずに従業員様へお渡しください。

　協会けんぽでは年に一度、加入者のみなさまに「医療費のお知らせ」をお送りしています。
　診療を受けた医療機関や医療費の確認をしていただくとともに、健康や医療について関
心を深めていただくことが目的です。ぜひ今後の健康づくりにお役立てください！

「医療費のお知らせ」を「医療費のお知らせ」を
お届けします！お届けします！

確定申告（医療費控除）については税務署へお問い合わせください。
詳細は国税庁のホームページをご確認ください。
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から　お知らせ社 会 保 会険 協 の

●健康に良い料理教室、いちご狩りの詳細については、当協会ホームページ（https://www.kanagawa-syahokyo.jp）をご覧
ください。また、参加ご希望の方は、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。

●東京ディズニーリゾートコーポレートプログラム「サンクス・フェスティバルパスポート」の購入は直接専用サイト (dcp.
go2tdr.com)にアクセスして購入してください。

●社会保険事務講習会、年金とライフプランセミナーの申込書は、そのままFAXもできますのでご利用ください。

申込方法

参加者を募集いたします健康に良い料理教室

令和4年3月5日（土）　午前9時30分～正午
ウィリング横浜
横浜市港南区上大岡西1-6-1
ゆめおおおかオフィスタワー 10階　☎045-847-6666
京浜急行線・横浜市営地下鉄「上大岡」駅下車徒歩3分
先着20名（1事業所2名までとし、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3年度社会保険協会費を納入いただいている事
業所の被保険者およびその被扶養者（中学生以上）

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
令和4年3月4日（金）までの期間で、平日かつ価格設定が8,400円の日限定
令和4年2月26日（土）まで

・キャンセル、払い戻しはできません。
・パークおよび日付・年齢区分の変更は、実施期間

中の対象日であれば変更可能です。ただし、変更
できるのは変更したい日の6日前までで、希望日
が完売の場合は変更できません。

・現地での変更対応はできません。
・有効期限を過ぎたパスポートは無効となりますの

で、必ず実施期間中にご利用ください。

年齢区分 特別料金 一般料金
大人（18歳以上） 7,900円 8,400円

中人（中学・高校生：12歳～ 17歳） 6,600円 7,000円

小人（幼児・小学生：4歳～ 11歳） 4,700円 5,000円

・ガパオライス風　　　・いちごのタルト
・春野菜の塩昆布あえ　・あさりのスープ
※料理内容について、当日変更する場合もありますのでご了承ください。

薬膳健康づくり研究会　青木直子氏（栄養士・国際薬膳師）

1,000円（当日、受付にてお支払いください）
エプロン・三角巾・布巾・手拭きタオル・筆記用具
令和4年1月24日（月）～ 2月14日（月）

日　　時

場　　所

募集人員

参加資格

料理内容

講　　師
教 材 費
持 ち 物
申込期間

①「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム」利用者専用サイトにアクセス（URL：dcp.go2tdr.com）
②「サンクス・フェスティバル」詳細画面より、『パスポートのご購入はこちらから』のボタンをクリック
③「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」の専用トップ画面にリンクするので、下記の条件を入力
　★契約団体番号：1555
　★プランパスワード：thankswin21（サンクスウィンニジューイチ）
※「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」以外での販売はありません（窓口で購入することはできません）。
※サイト利用には、ご利用者個人によるユーザー登録が必要となります。
※お支払いはクレジットカード決済のみとなります。コーポレートプログラム利用券をご使用の場合は、利用券の見開き中面に記載の「個

券番号（数字14ケタ）」と「オンライン用コード（英数字8ケタ）」を入力してください。
※1回のアクセスで5枚まで購入可能です（転売禁止）。
※購入は来園日の6日前まで可能です。

東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーを1日ご利用いただける「サンクス・フェスティバルパスポート」のご案内です。
下記期間中、特別料金でご利用いただけます。

身近なハーブ・スパイスを使う春の薬膳　　みなさまの参加をお待ちしております。

購入資格

実施期間

購入方法

販売期間

留意事項 パスポート料金

午前10時～午後４時
補助券（1,000円：大人・小人共通）を発行します。

令和4年3月4日（金）
※入園料金より補助券料金を差し引いた金額をお支払いください。

富津アクアファーム
千葉県富津市鶴岡449　☎ 0439-66-1540
章姫・紅ほっぺ・黒いちご・おいCベリー・かおり野
先着800名（1事業所大人・小人あわせて6名まで）
令和3年度社会保険協会費を納入いただき、まだ申
し込みをされていない事業所の被保険者およびその
被扶養者
令和4年1月22日（土）～ 3月27日（日）

区分 一般料金 窓口支払金額
大人（中学生以上） 2,000円 1,000円

小人（3歳～小学生） 1,800円    800円

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 申込期限

いちご狩り ただいま募集中です入園料助成

東京ディズニーリゾートⓇ・コーポレートプログラム
サンクス・フェスティバルパスポートのご案内
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社会保険協会事業等につきましては
https://www.kanagawa-syahokyo.jp でご覧ください。

 検 索一般財団法人 神奈川県社会保険協会

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

無料無料年金とライフプランセミナー年金とライフプランセミナーののお知らせお知らせ 参 加 費

 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

川崎
（幸区）

令和4年2月16日（水）
午後1時30分～午後4時30分

ミューザ川崎シンフォニーホール ホール１F（建物4F）研修室1
川崎市幸区大宮町1310
☎044-520-0300

JR 南武線・東海道線・京浜東北線「川
崎」駅西口下車徒歩3分
京浜急行線「京急川崎」駅下車徒歩8分

先着先着
30名30名

令和3年
12月22日（水）

令和4年
2月4日（金）

横浜
（西区）

令和4年3月8日（火）
午後1時30分～午後4時30分

横浜市西公会堂　2階1号会議室
横浜市西区岡野1-6-41
☎045-314-7733

JR線・相鉄線・東急東横線・みなと
みらい線・京浜急行線・横浜市営地
下鉄「横浜」駅西口下車徒歩10分

先着先着
40名40名

令和4年
1月24日(月)

令和4年
3月1日（火）

横浜
（中区）

令和4年3月22日（火）
午後1時30分～午後4時30分

かながわ労働プラザ　4階第3会議室
横浜市中区寿町1-4
☎045-633-5413

JR 根岸線「石川町」駅中華街口（北口）下
車徒歩3分・「関内」駅南口下車徒歩8分
横浜市営地下鉄「伊勢佐木長者町」駅出
口2・「関内」駅出口1下車ともに徒歩12分

先着先着
35名35名

令和4年
1月24日(月)

令和4年
3月11日（金）

キリトリ

＊希望される講習会・セミナーを○で囲んでください
講習会：川崎幸区（2/16）　　横浜西区（3/8）　　横浜中区（3/22）　　セミナー：横浜（3/16）
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　　　　　　　　－　　　　　　　　－

令和　　年　　月　　日一般財団法人　神奈川県社会保険協会長　あて

社会保険事務講習会・年金とライフプランセミナー参加申込書

 令和4年3月16日（水）　午後1時20分～午後4時30分
 横浜市西公会堂 2階1号会議室　横浜市西区岡野1-6-41
 JR線・相鉄線・東急東横線・みなとみらい線・京浜急行線・

横浜市営地下鉄「横浜」駅下車徒歩10分
 先着40名（1事業所2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4年1月24日（月）～ 3月4日（金）
 神奈川県内の社会保険適用事業所に勤務する50歳以上の

被保険者およびその配偶者

 ※配偶者だけの参加もできます。
 ※職域型年金委員・健康保険委員の方も参加できます。
 ※ライフプラン等に興味のある事務担当者の方も参加できます。
 ①老齢厚生年金・失業等給付と年金の調整・退職後の健康
 　保険等について（社会保険労務士）
 ②相続と遺言の基礎知識（司法書士）
 ③ライフプランと生きがいについて（ライフプランコンサ
 　ルタント）
 テキストは無償配布します。

　神奈川県内の社会保険適用事業所に勤務する被保険者のみなさまに定年退職後、豊かで健康的な生きがいのある生活を
過ごしていただくためのセミナーを開催いたします。ご夫婦での参加をお待ちしております。
日　　時
会　　場
最寄り駅

募集人員

申込期間
参加資格

内　　容
（講師）

そ の 他

※�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、年金とライフプランセミナーは1事業所2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。

※��年金とライフプランセミナーのお申し込みをされた方には通知いたします。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、間隔をあけて着席していただきます。
※�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。


