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皆様の職場に
お届け
します

旬な宿
Petit 秋号

プチ

9月14日から
28日までの間に
発送を予定して
います

スポーツクラブルネサンス
秋の新規入会キャンペーン

モデル
年金額
モデル
年金額

　退職等年金給付の「基準利率」（毎月の付与額に付与される利子を計算する利率）は、国債の利回り等を勘案して
毎年9月末までに見直し、10月から翌年9月までの間、適用されます。令和元年度における10年国債応募者利回り
の動向をみると、直近１年の平均利回りが「△0.1031％」となり、直近5年の平均利回りが「0.0611％」となりまし
た。「基準利率」は、これらの平均利回りのうち低いほうを使用することとされているため、「年利△0.10％」となると
ころですが、財務省令の規定により「基準利率は零を下回らないもの」とされていることから、令和2年10月からは
0.00％（現在は0.06％）になります。（過去には、平成29年10月から平成30年9月までの間も0.00％でした。）
　また、基準利率の変更に伴い、「年金現価率」（給付算定基礎額を年金額に換算するための率）も同様に毎年9月
末までに見直し、10月から翌年9月までの間、適用されます。

加入から年金受給までの全期間の基準利率が0.00％である場合の年金額（月額）
前提
条件

平均標準報酬月額：40.5万円　　加入期間：40年（20歳から60歳まで。平成27年10月以降の期間）　
受給開始：65歳

●モデル給付算定基礎額　　　 ：  3,843,576円
●モデル年金月額 〈65歳時点〉 ： A+B（ただし、有期退職一時金の受給は1回限り）
A終身退職年金 A+B

+ ＝ 6,950円

有期退職一時金を選択 1,921,800円

（20年）14,958円
（10年）22,966円

1,928,750円

B有期退職年金
　20年の受給期間を選択
　10年の受給期間を選択

8,008円
16,016円

令和2年１０月からの令和2年１０月からの 退職等年金給付の退職等年金給付の
『基準利率』・『年金現価率』について『基準利率』・『年金現価率』について

■基準利率・年金現価率（現行・令和2年10月～）
令和元年10月～

令和2年9月

基 準 利 率

終身年金
現価率〈a〉

有期年金
現価率〈b〉

（参考）保険料率・付与率 1.5％（平成27年10月～令和6年3月（予定））

65歳

75歳

0.06％ 0.00％

22.851867

14.695827
19.879521

9.969571

23.033747 

14.775829 
20.000000 

10.000000 
240月

120月

令和2年10月～
令和3年9月

年
金
現
価
率

※１．具体的な基準利率、終身・有期年金現価率及び保険料率（掛

金率＋負担金率）・付与率は、連合会の定款で定めています。 

※２．年金現価率は、給付算定基礎額を終身、20年又は10年に分割

して1年分の年金額を算定するための数値ですが、その間の利子

分も考慮して設定されます。主な年金現価率を左記に記載してい

ますが、終身年金現価率の年齢別、有期年金現価率の支給残

月数別の詳細については、ＫＫＲホームページをご覧ください。

［退職等年金給付制度］
終身退職年金

積 立 時

制度
加入時

退職時
(積立終了)

受給権
発生時

〈例：65歳〉

受 給 時
◆給付算定基礎額の半分が終身退職年金、
残り半分が有期退職年金の財源となります。

給付算定
基礎額

終身退職年金
算定基礎額

1/2
終身退職年金算定基礎額
終身年金現価率〈a〉年金額 ＝

1/2
有期退職年金
算定基礎額

利子

付与額
有期退職年金算定基礎額
有期年金現価率〈b〉年金額 ＝

年金額

年金額

有期退職年金

※20年受給・10年
受給・一時金の
いずれかを選択

付与額×基準利率（複利計算）利子 ＝

標準報酬の月額等×付与率（1.5％）付与額 ＝

kkr基準利率 検索検索

ＫＫＲ終活セミナー開催案内

●入会金、年会費永年無料
●退職後もそのまま使えます

●ゴールドカード並みの付帯サービス
●KKRオリジナル特典も充実

充実のクレジットカード付帯サービス
kkrカード 検索検索

★詳しい情報、入会申込書の請求は

※カードの発行には1か月程度の期間がかかります

ETCカードも
年会費無料

最大２か月
特典 2 入会時の手数料→0円
特典 3 レンタル用品 →0円

9/10 13:00 ～ 9/23 13：00までキャンペーン期間
キャンペーン料金（税込）年会員

コース 11,500円
通常料金（税込）

３０,０００円

いいご縁キャンペーンいいご縁キャンペーン

詳細はこちら

▲

検索kkrブライダルネット

16周年
記念

開催地区開催日 会　　　場
10月27日（火）
10月31日（土）
11月13日（金）
11月14日（土）
11月28日（土）

KKRホテル東京
TKPガーデンシティPREMIUM秋葉原
電気文化会館
電気文化会館
TKPガーデンシティ博多新幹線口

東京(1)
東京(2)
名古屋(1)
名古屋(2)
福　岡

※その他各セミナー・フェアの年間スケジュール、
　詳細内容は、KKRホームページ又は本紙４月号をご覧ください。

・インターネット予約
・KKR終活セミナー受付専用ダイヤル０１２０-０８８-５５６

東京：10/12(月)～ 名古屋・福岡：10/19(月)～

要事前予約

予約受付
検索kkr予約申込

検索kkr終活

（通話料無料）平日9：00～ 17：00（他のセミナーの受付はできません）

※一定期間クレジットカードの
ご利用が無い場合は、更新
カードが発行されません

■特典を受けるにはKKRメンバーズカードが必要です

入会当日

Monthly コーポレート会員 ご不明な点はお電話ください１Dayコーポレート会員

kkr ルネサンス 検索検索
平日／ 10:00～ 17:30※特典は新規でコーポレート会員にご入会の方のみ　

※レンタル用品のお取り扱いがない店舗もございます

☎03-5600-5399レンタル用品 →0円特典 1 月会費ひと月分→0円

9/12㊏～10/18㊐

組合員料金からさらに1泊につき
2,000円割引夏のKKR

宿泊割引券は 3面へ
泊まっ得

全国年金相談会の開催について
4月から休止しておりました年金相談会について、10月以降の開催地から
予約申込を開始いたしました。

なお、今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況及び参加予約申込人数の
状況等によっては、止むを得ず中止する場合がありますので、あらかじめ
ご了承願います。

ご予約は開催日の1週間前まで
承りますが、定員になり次第締
め切らせていただきますので、
お早めにご予約ください。

開催地 開催日 開催会場

10月  2日（金）
10月  8日（木）
10月16日（金）
10月22日（木）
10月23日（金）
10月30日（金）
10月30日（金）

仙台ガーデンパレス
ＫＫＲホテル名古屋
沖縄県青年会館
ＫＫＲホテル博多
ＫＫＲ京都くに荘
ホテルライフォート札幌
広島ガーデンパレス

仙 台 市
名 古 屋 市
那 覇 市
福 岡 市
京 都 市
札 幌 市
広 島 市

詳しくは
KKRホームページをご覧ください

検索検索kkr年金相談会

▲

年金相談会は事前の予約が必要です

☎03-3265-9708予約受付
専用電話

受付時間　9：30～17：30（土日祝日・年末年始を除く）

電話での
ご予約

※11月は金沢市・高松市・大阪市・熊本市・松江市・鳥取市で開催予定です。

新型コロナウイルス
感染拡大防止対策（お願い）
○相談会場で検温を実施させ
ていただきます。
○発熱等の症状が見られる方
の相談はご遠慮願います。
○相談会場に来訪の際にはマ
スク着用をお願いいたします。
○年金部職員はマスクを着用
させていただきます。

ＫＫＲホテルズ＆リゾーツの新型コロナウイルス対策ＫＫＲホテルズ＆リゾーツの新型コロナウイルス対策
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国家公務員共済組合連合会広報紙

No.9052020.9　　　　

連合会 令和元年度決算の概要 ……２、７

　　　　  KKR宿泊割引券の利用は
9/30チェックアウトまで………… ３～６
令和2年10月からの退職等年金給付の
「基準利率」・「年金現価率について」… ８

※ＰＤＦ版の頁順は、１、２、７、８、３～６となっています

お越しいただくお客様に安心してご利用いただける様にガイドラインに基づき、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止に取り組んでいます。

お席のレイアウトは、対面にならないよう横並びでのご
用意。グループごとのテーブル間隔を十分に空けてお客
様同士の十分な距離を確保。

●お子様BBQ ……1,000円
●ジンギスカン……4,950円
●スタンダード ……5,500円
●神奈川県産
やまゆり牛………6,500円

●日本三大和牛
近江牛 …………8,000円
※各オードブル、焼き野菜付
※そのほか枝豆、当施設自慢の
　横濱黒カレーなどお替りし放題
★医療従事者の方は上記料金から
2,000円引

ＫＫＲポートヒル横浜
飲み放題付BBQ

★ソーシャルディスタンスの確保
すべての従業員がマスクを着用して接
客対応いたします。
　神奈川県感染防止対策取組書登録済。

★従業員の取り組み

ＫＫＲポートヒル横浜
ＢＢＱビアガーデンの場合

9/27
まで

https://www.kkr.or.jp/nenkin/zenpan/zaisei/taisyokutounenkin/riritusuii.html
https://www.kkr.or.jp/nenkin/zenpan/zaisei/taisyokutounenkin/riritusuii.html



