
一般財団法人 神奈川県厚生福利振興会 

新規会員募集のご案内 

【加入申込書提出先】 
 

＜郵送の場合＞ 〒���-���� 
横浜市中区山下町１ シルクセンター４階 

 （一財）神奈川県厚生福利振興会  宛 
＜逓送の場合＞ ・総務局 職員厚生課（振興会） 宛 

・教育局  厚生課（厚生福利振興会）宛

【問い合わせ先】 
 

 ���-���-����・����

ご加入いただいた皆様 

全員に 

 東京ディズニーリゾート・ 

コーポレートプログラム

利用券 

（1,000円相当） 

をプレゼントいたします 

新規採用職員、未加入職員の皆様へ 

※６月頃に加入申込書に記載の

住所へ送付予定 



神奈川県厚生福利振興会とは？ 
 一般財団法人神奈川県厚生福利振興会は、神奈川県等ˠで働く皆様の福利厚生の増進を目的とし平
成元年に神奈川県が設立した団体です。会員の皆様のニーズに合わせ、充実した福利厚生サービスを
実施しています。【会員数： 約������名（令和２年３月現在）】 
 職員、再任用職員・再雇用職員（短時間勤務者を含む）、臨時的任用職員・契約職員、会計年度任
用職員・非常勤職員（週�日または週��時間以上勤務の方）の方々がご加入いただけます。 
ˠ神奈川県、神奈川県立病院機構、神奈川県立産業技術総合研究所、神奈川県立保健福祉大学 

神奈川県厚生福利振興会ホームページ 
ホームページにはお得な最新情報を掲載中⽑ 
各事業の詳細や加入申込書のダウンロード等、ぜひご覧ください。 
下記ユーザー名、パスワードにて会員ページにログインいただけます。 

ユーザー名：kkf  パスワード：shokuin 

【PC】 【スマートフォン】 

https://www.k-kfukuri.or.jp/ 

 

ポイント１ 

結婚や出産、お子様の小中学校入学、ご家族がお亡くなりになったとき等に保険金を給付します。 
【平成��年度給付実績】結婚保険金�����件 ���万円、出産祝金:���件 ���万円、入学祝金����件 ���万円 他 
ポイント２ 

提携の宿泊施設、映画館、日帰り温泉、旅行代理店、テーマパーク等で利用できる厚生活動利用選択
券（�����円×５枚）が付いた厚生活動冊子を毎年配付します。 
ポイント３ 

提携の宿泊施設やスポーツクラブ等を法人会員料金でご利用いただけます。また、指定施設を割引料
金でご利用いただけます。 
ポイント４ 

横浜'H1$ベイスターズや横浜)・マリノス等の県内スポーツチームのシーズンシート観戦チケットを
抽選でプレゼントします。 
ポイント５ 

住宅を購入等する際の住宅建設資金の貸付、自動車保険等の団体割引制度をご利用いただけます。 

１ 



会費について 

 会費額は … 

     給料月額の9/1,000  
 （現職会費 2/1,000、継続会費 7/1,000） 
                      
ˠ給料月額＝給料月額、教職調整額 
ˠ会費は毎月の給料から控除いたします。（会計年度任用 
 職員は口座振替またはクレジットカード決済） 
ˠ臨時的任用職員・契約職員、再任用職員・再雇用職員は 
 現職会費のみ。 
ˠ会計年度任用職員、非常勤職員は月額���円。(令和２年 
 年��月より会費の改定を予定しています。） 
 
 

 

 例えば…給料月額を18万5千円とした場合 

 毎月の会費額は… 

  現職会費 370円 

  継続会費 1,295円  

  合計1,665円になります。 
 

 毎年、指定施設等で使える5,000円相当の厚生   

 活動利用選択券を配付します。 
 

＜現職会費を1年間納めた場合＞ 

 毎月 370円×12月分             

 合計 4,440円 
�����円券 × 5枚 ➡ 

・現職会費は、慶弔金等保険金の給付や厚生活動利用選択券、施設の法人会員利用等の現職事業のための会費で 
 す。 
・継続会費は、退職後に「退職会員総合保険ˠ」の加入に充当する会費と、定年退職後に年金として受け取る「積立 
 年金総合保険」の会費です。(継続会費(�������相当)は退職時に全額返還します。) 
 ˠ「退職会員総合保険」は退職後の医療費の負担軽減を目的とする保険です。また、この保険に加入されない場合 
  は会費を全額返還します。 
    

結婚や出産等のときにʞ 

各種保険金の給付 

  ＜主な保険金＞ 

 ・結婚祝金 
  会員が結婚したときに、������円を給付します。 
 

 ・出産祝金 

  会員又は会員の配偶者が出産したときに、������円を給付します。 
 

 ・入学祝金 
  会員の子又は会員の被扶養者が小学校、中学校(特定支援学校を含む)へ入学したときに、����� 
��������円を給付します。 
 

 ・死亡保険金 

  会員、配偶者、実(養)父母、実(養)子、同居の義父母等が死亡したときに ������円～������� 
  円を給付します。 
 

 ・退会保険金 
     会員が退会したときに、加入期間１年につき�����円を給付します。 
 

 ・永年会員リフレッシュ祝金（※職員のみ） 

  加入期間１年以上の会員が、勤続期間��年以上、かつ、年齢が��歳以上となったときに、 
        ������円を給付します。 

 結婚や出産、お子様の小中学校ご入学、ご家族とのお別れな
ど、さまざまなライフイベント時に保険金を給付します。 
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福利厚生施設の利用料金を助成！ 

厚生活動利用選択券 

 毎年４月に�����円相当(�����円券×�枚�の厚生活動利用選択券が付いた厚生活動冊子を会員の皆様
へ配付します。厚生活動利用選択券は提携している日本全国の宿泊施設、旅行代理店、温泉施設、ス
ポーツ観戦チケットやテーマパーク等でご利用いただけます。 

また、割引料金の適用により更にお得になります。(一部対象外施設あり) 

・ラフォーレ倶楽部
・セラヴィリゾート泉郷
・星野リゾート
・四季倶楽部
・プリンスホテル
・ダイワロイヤルホテル
・ホテルハーヴェスト 他

宿泊施設 チケット購入

・ローソンチケット
・横浜'H1$ベイスターズ主催試合チケット
・神奈川県民ホール
・.$$7神奈川芸術劇場
・横浜能楽堂
・横浜にぎわい座 他
ˠ一部対象外の公演等があり

ます。 

＜主な提携施設＞ 

・横浜みなとみらい万葉倶楽部
・スカイスパ<2.2+$0$
・箱根小涌園ユネッサン
・港北天然温泉 ゆったり&RFR
・江の島アイランドスパ
・シーサイド・スパ 八景島
・モダン湯治 おんりーゆー　他 

映画館 

・横浜ブルク��
・イオンシネマ

(みなとみらい、港北ニュータウン、
新百合ヶ丘、海老名、茅ヶ崎)

・小田原コロナシネマワールド
・029,;橋本
・シネプレックス平塚 他

日帰り温泉施設 

・-7% 
・日本旅行 
・東武トップツアーズ 
・名鉄観光サービス 
・近畿日本ツーリスト首都圏 
・+�,�6ベネフィットセクション       

他 

旅行代理店 

・横浜・八景島シーパラダイス 
・新江ノ島水族館 
・マクセル アクアパーク品川 
・富士急ハイランド 
・江の島１GD\パスポート 
・ゴルフ場 
（プリンスホテル系列・東急リゾートサービス系列等） 

他 

水族館・テーマパーク 
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 伊東温泉 湯の庭 

イルカショー コツメカワウソ

主な提携施設 

＜ラフォーレ倶楽部＞ 

ラフォーレ修善寺＆カントリークラブ

＜新江ノ島水族館＞ 

＜横浜みなとみらい万葉倶楽部＞ 

展望足湯庭園 露店風呂 

＜富士急ハイランド＞ 

マッスルモンスター

４ 

＜さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト＞ 

絶叫アトラクション 



大変お得な会員料金等で利用可能！ 

法人会員施設 

★特典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券を抽選で

プレゼント！

パークチケットを購入の際に助成が受けられ東京ディズニーリゾート・コーポレート
プログラム利用券�����円相当（�����円券×２枚）を抽選でプレゼントいたします。
ˠパークチケット１枚につき、利用券１枚をご利用いただけます。
（新規加入者へのプレゼントとは異なります。）

★特典②

サンクスフェスティバル期間中は特別料金で利用可能！

年２回の期間中、「東京ディズニーランド」または「東京ディズニーシー」の 
いずれかのパークを、�日ご利用になれるパークチケットを特別価格でご購入い
ただけます。

★その他にもコーポレートプログラム限定の東京ディズニーリゾート・

バケーションパッケージプランや東京ディズニーセレブレーションホテル

の宿泊割引をご利用いただけます。

横浜DeNＡベイスターズﾞ(横浜スタジアム) 

nマリーンシート ４席 	�ベイツインシート ２席|

横浜F・マリノス(日産スタジアム)

nバックスタンド ４席|

川崎フロンターレ(等々力陸上競技場) 

 nバックスタンド ４席| 

横浜ビ－・コルセアーズ(横浜国際プール) 

nアッパーデッキ �席| 

横浜港クルーズ船 ロイヤルウイングの 

乗船料が無料 

※要予約、乗船料に食事は含まれていません。

乗船料が無料でご利用いただけます。 

ロイヤルウイングは横浜
港内を�時間弱かけて運航
するエンターテイメントレ
ストラン船。船内の厨房で
調理された出来立ての本格
中国料理、生演奏やバルー
ンアート等を堪能しながら
のクルーズが楽しめます。

コナミスポーツクラブ

 ダイドースポーツクラブ 

ルネサンス淵野辺

各スポーツクラブを 

法人会員料金でご利用可能 

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム特典 

プロ野球･Ｊリーグ･Ｂリーグのシーズン

シートでの試合観戦を抽選でご招待
ラフォーレ倶楽部

「マリオット・ホテル」や「コート
ヤード・バイ・マリオットホテル」など
国内��カ所に展開する森トラストグルー
プのリゾート施設を、一般料金よりお得
な会員料金でご利用いただけます。

セラヴィリゾート泉郷

高原のホテルや海近くのホテル、ゆっ
たりと寛げるコテージやわんちゃんと一
緒に泊まれる宿泊施設など��施設を、一
般料金よりお得な会員料金でご利用いた
だけます。 

法人会員宿泊施設 

５ 



 会員ご自身が居住する住宅を自己名義で新築、購
入、建替、修理、増改築、住宅の敷地の購入や他の
金融機関等住宅ローンの借換に利用できます。  
 借入に際し、手数料がかからず、抵当権の設定や
連帯保証人が不要、返済金は給料等からの控除など
メリット豊富で大変おすすめです。

・貸付利率 1.80％

（特例貸付利率 1.24％）

・貸付上限額 2,000万円

※会員期間3年以上の方が対象
（再任用職員・再雇用職員、臨時的任用職員・契約職員、 

 会計年度任用職員・非常勤職員等は除く） 

まだまだあります！ 
その他の福利厚生事業 

振興会住宅ローン 指定店割引制度 

 会員証を提示することで、指定施設でお得な割引
を受けられます。 

＜主な指定施設＞ 

（百貨店） 

  高島屋、京急百貨店、小田急百貨店 
 (洋服等） 

コナカ、洋服の青山、$2.,、メガネスーパー 他
（家具） 

ルームズ大正堂、村内ファニチャーアクセス 他
（住宅販売） 

住宅情報館、一条工務店、三井不動産レジデンシャル 
他 

 (引越）

アート引越センター、サカイ引越センター 他
（結婚相談） 

ツヴァイ、オーネット、芙蓉ファミリークラブ、
官公庁マリッジ 他

自動車保険、損害保険 

＜自動車保険＞ 

大口団体割引適用により保険料が最大約��％
割安になります。

＜各種損害保険＞ 

・団体傷害保険
・団体総合生活保険
・公務員賠償責任保険
・団体長期障害所得補償保険

会員向けセミナー 

 会員を対象とした、教養講座等のセミナーにご
参加いただけます。 

＜過去の開催事例＞

・公務員のための資産運用

・イデコにおける資産運用

・若者向け資産形成

・好感の持たれる服装術

 自動車保険、損害保険等の各種保険にご加入い
ただけます。保険料は給料からの控除、また団体
割引等の適用により大変割安です。 

� 




