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原口鴻巣市長  就任
2月26日理事長選挙実施

市町村長側組合会議員の理事に

大橋加須市長  就任

新 理 事 長 に

　去る2月26日、理事長選挙が行われ、その結果、新理事長に鴻巣市長
の原口和久氏が選出され、同日付けで理事長に就任されましたので、お
知らせいたします。
　また、理事長職務代理者には、熊谷市長の富岡 清氏が再任されました。

　市町村長側理事の欠員が生じたことにより、去る2月26日、理事の補欠選挙が
行われ、その結果、加須市長の大橋良一氏が選出され、同日付けで理事に就任
されましたので、お知らせいたします。

理事長就任あいさつ
　組合員及びその家族の皆様におかれましては、益 ご々健勝のこととお慶び申し上げます。
　このたび、私は、理事長にご推挙いただき、その重責を担うことになりました。
　本組合は、組合員及び被扶養者を合わせ、11万2千人を擁する全国最大規模の組合であり、各
種事業について、充実した内容で運営されておりますが、これもひとえに組合員皆様方のご協力の
賜物と感謝を申し上げる次第です。
　共済事業を取り巻く情勢は年々厳しい状況ではありますが、共済組合の円滑な運営と発展のため、
組合会議員のお力添えをいただき、最善の努力を尽くす所存でございますので、今後とも組合員の
皆様のご支援、ご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

理事長　原口和久
（鴻巣市長）
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　今年度の収入については、給料総額の減少により掛金・負担金の減収が見込まれますが、高齢者医療制度への拠出
金等の支出が前年度より減少したことから、財源率の引き上げを行なわず総額（介護分は除く。以下同じ）は、350億
3,100万円程を見込んでおります。
　また、支出では医療費と高齢者医療制度への拠出金等で総額350億6,200万円程を見込み、収支の結果3,100万
円の当期短期損失金を見込んでおります。
　短期財政の安定した運営には、医療費の削減
が必須となってまいりますので「平成26年度医療
費適正化対策事業」（18ページ参照）を実施し、医
療費の適正化に努めるとともに、健康にお過ごし
いただくため保健事業と連携し疾病予防・健康保
持に取り組むこととしております。組合員と被扶
養者の皆様には厳しい財政状況をご理解いただ
き引き続きご協力をお願いいたします。
　なお、平成26年度における特定保険料率（組
合員の給与総額に対する高齢者医療制度への支援割合を千分率で表したもの）は、41.35‰となります。

平成
２６年度

　去る2月26日第194回組合会において、平成26年度
の事業計画及び予算が議決されました。
　3月号では改正内容の概要をお知らせしましたが、今月
号は各経理の予算収支を中心にお知らせします。

事業計画及び
予算決まる

富岡理事長職務執行者（熊谷市長）
第194回組合会にて

保健給付等
16,302,881

掛金・負担金
30,735,887

当期短期損失金
30,898

その他
1,799,845

前年度繰越
支払準備金
2,495,674

その他
2,186,359

次年度繰越支払準備金
2,472,004退職者給付

拠出金
1,394,754

老人保健
拠出金
180

前期高齢者納付金
後期高齢者支援金
12,706,126

支 出 35,062,304 収 入 35,031,406

総 則 事 項

●組合員と被扶養者の皆様の医療費等の給付を行う経理です。 短期経理

（単位：千円）

　平成26年度の事業計画及び予算編成にあたっては、総務省が示す基準
に沿って編成をしております。
　平成26年度の主な内容について、お知らせいたします。
　まず、短期経理です。
　短期経理の財源率については、高齢者医療制度への拠出金の負担増等
により、6年連続で引き上げて参りましたが、26年度は前期高齢者納付金
が減少し、また、組合員の減少傾向が緩和されるなどの要因もあり、財源率は25年度と同様とさせていただきました。
　次に長期経理です。
　長期経理の財源率につきましては、8月までは平成21年度に行われた年金財政の再計算において決定されております
が、9月以降の率については、今年度が5年に1度の再計算の時期であるため、例年並みの引き上げ率で算定した率を掲げ
ており、正式な決定は後日、地方公務員共済組合連合会より示されることになりますので、あらかじめご承知おきください。
　保健経理につきましては、引き続き、財源率は据え置くこととしますが、平成25年度より実施しているインフルエンザ予
防接種助成の対象範囲を被扶養者まで拡大することといたします。
　その他、短期事業及び貸付事業において、改正する事業がありますが、その内容につきましては、9～11及び14ページ
に記事を掲載させていただきましたので、そちらでご確認ください。
　なお、事業計画と予算編成の基礎となる組合員数等の推計値については、上表のとおりです。

◆共済組合の概況
所 属 所 数 111所属所

組 合 員 数 53,966人

任意継続組合員数 2,556人

被 扶 養 者 数 54,479人

平 均 給 料 月 額
短期 316,346円

長期 318,636円

平均期末手当等
短期 1,419,691円

長期 1,417,101円
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　年金給付については、平成19年度より全国市町村職員共済組合連合会で
支給を行っていることに伴い、年金給付のための掛金・負担金を収納し、これ
らを全て連合会へ払い込むことになっております。
　平成26年度については、掛金・負担金の総額は753億4,000万円程を見込
んでおり、これらは全て連合会へ払い込むことになります。
　なお、平成26年度は、財政再計算が行われる年であり、9月からの保険料率については、財政再計算の結果により決定
される予定です。このことについては、情報が入り次第お知らせすることといたします。
　また、平成26年度の共済年金額については、4月より0.7％引き下げの改定が行われます。詳しくは11ページをご参照ください。

　全国市町村職員共済組合連合会で管理・運用を行っている年金資金の一部につい
て、連合会から預託されて運用を行っており、平成26年度の運用額については、預金
3億5,200万円、市町村債の引き受け104億8,700万円及び貸付経理への長期貸付
金131億7,100万円を合計した240億1,000万円程を見込んでおります。
　収入については、運用益として利息及び配当金4億4,200万円程を見込んでおります。
　支出については、運用益の利息及び配当金の全額を支払利息として連合会へ払い込むこととなります。

　業務経理に要する費用のうち、一部は短期経理（組合員一人当たり1,910円）から繰り入れる措置が講じられ
ております。
　また、従来の長期経理からの繰り入れについては、平成19年度からの全国市町村職員共済組合連合会の長期給付事
業の一元的処理による年金給付事務の移管により、連合会交付金に含まれて交付されることになります（長期経理から繰
入相当額組合員一人当たり3,060円）。
　地方公共団体負担金については、地財計画措置額に相当する額（年額10,320円）をお願いすることとなります。
　収入については、事務費負担金、連合会交付金及び短期経理より繰入金が中心となります。
　支出の主なものとして、共済組合事務局の事務
室等の賃借料1億2,300万円、委託費9,300万円
及び事務費5,300万円等必要最小限の費用を見
込んでおりますが、平成26年度においては、全国市
町村職員共済組合連合会基幹システムの更新作
業費、組合員証の検認作業費、消費税増税に伴う費
用等やむを得ない要因もあり、年度末には2,500
万円の当期損失金が生じる見込みとなっておりま
す。今後なお一層の経費削減に努力してまいります
のでご理解のほどよろしくお願いいたします。

（単位：千円）

支出 掛金・負担金払込金 75,340,762

収入 掛金・負担金 75,340,762

（単位：千円）

支出 支払利息 442,447

収入 利息及び配当金 442,447

支 出 866,358 収 入 841,002

事務費
負担金
払込金
247,521

職員給与
251,372

負担金
557,002

短期経理
より繰入
103,089

連合会
交付金
178,151

賃借料
123,596

委託費 93,984

事務費 
53,878

その他 96,007
その他 2,760

当期損失金 25,356

●共済年金の掛金・負担金を収納し、連合会へ払い込む経理です。 長期経理

●共済組合業務の事務費・人件費及び共済組合運営の諸経費を賄う経理です。業務経理

●連合会で管理・運用を行っている年金資金の一部について、
　連合会から預託されて運用を行っている経理です。預託金管理経理

（単位：千円）

原口議員（鴻巣市長） 高田議員（川島町長） 石津議員（北本市長） 清水議員（さいたま市長）
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　今年度の利用率は２5年度決算見込みに、運営努力を加味し、63％と推計し、施設収入を約２億8,100万円と見込ん
でおります。支出につきましては、利用者のサービス低
下にならない経費を削減し、飲食材料費等アルペンロー
ゼの運営に必要な経費として総額約３億5,200万円を見
込み、年度末には、約240万円の当期損失金が生じる
見込みとなっております。今後も「春の特別企画」・「秋・
冬の特別企画」等普及宣伝活動等を引き続き積極的に実
施し、利用率向上に努めてまいります。
　また、保健経理からの繰入金（減価償却費及び租税公
課の一部に充当）については、5,060万円を見込んでお
ります。

　今年度の利用率を54%と推計し、収入総額を約1
億7,640万円と算出しました。
　一方、支出については、会館管理等の委託費及び
設備保守点検費用等の委託管理費、減価償却費、光
熱水料など会館維持管理に必要な経費を中心に見込
ませていただき算出したところ、支出総額は約1億
6,700万円となり、収支の結果、年度末には約940万
円の当期利益金が生じる見込みとなっております。
　今後も引続き、利用率向上を目指し、運営努力をし
てまいります。

　主な支出として、人間ドック等の疾病予防対策費に
約6億8,300万円、草津保養所・契約保養所等の利用
助成に約１億5,700万円、スポーツ大会、レクリエーショ
ン助成等に約１億7,500万円などの支出を見込んでい
ます。
　なお、特定健康診査・特定保健指導に要する費用
については、約5,100万円を計上しています。
　また、保健事業の内容については、7ページに掲載
しておりますので、ご参照ください。

疾病予防
対策費
682,642

掛金・負担金
1,337,694

施設利用助成費
157,204

保健体育
奨励費等  
175,400

その他
480,347

その他
112,939

当期損失金
44,960

支 出 1,495,593 収 入 1,450,663

支 出 352,472 収 入 350,062

施設収入
282,835

商品
売上
12,312

その他 4,315保健経理
より繰入
50,600

当期損失金
2,410

その他
84,873

光熱水料及び燃料費
34,120

事業用
消耗品費
16,530

商品仕入
10,620

減価償却費
48,164

委託費及び
委託管理費
95,965

飲食
材料費
62,200

当期利益金
9,382

支 出 166,981 収 入 176,363

委託費及び
委託管理費 
36,941

光熱水料 13,365

その他
76,210

修繕費
8,951

減価
償却費  
31,514

施設収入
57,654

賃貸料
117,542

その他 1,167

●組合員と被扶養者の皆様の疾病予防と健康の保持・増進に関する
　事業を実施している経理です。保健経理

●草津保養所アルペンローゼを運営する経理です。宿泊経理（草津保養所）

●さいたま共済会館を運営する経理です。宿泊経理（会館）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

持田議員（小川町） 島田議員（鴻巣市） 田中議員（所沢市） 國分議員（さいたま市）
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　共済預金については、市中金利が依然として低金
利の状況ではありますが、欠損金補てん積立金（不測
の事態に備える積立金）を法定所要額（貯金額の5%）
以上保有しておりますので、現行の利率1.8%を維持
し、組合員の皆様に還元いたします。
　今年度は、貯金額が25億5,800万円増加すること
を見込んでおり、年度末貯金残高は4,152億円程とな
り、組合員にお支払いする支払利息は約73億3,500
万円の支出を見込んでおります。

　貸付経理の資金は、毎月長期掛金として納めてい
ただいている年金資金の一部が充てられており、こ
の資金を「預託金管理経理からの借入金」といい、平
成26年度においては、30億円程返済する予定です。
　今年度は、貸付全体が減少する見込みとなってお
り、主な収入である組合員貸付金利息は、4億2,000
万円程を見込み、主な支出である預託金管理経理へ
の支払利息は3億4,900万円程を見込んでおります。

利息及び配当金
7,873,783

その他
199,738

当期利益金
384,743

その他
46,111

支払利息
7,335,413

支 出 7,535,151 収 入 7,919,894

組合員貸付金利息
422,180

その他
115,979

支払利息
349,247

支 出 465,226 収 入 423,904

その他
1,724

当期損失金
41,322

高橋議員（八潮市） 田村議員（川口市） 寺山学識経験監事

松本議員（新座市） 中村議員（東松山市） 前林議員（熊谷市）

●組合員の皆様からお預かりした貯金を安全かつ効率的に運用し、
　有利な利息を支払うことを目的とした経理です。貯金経理

●住宅建築資金、生活必需物資の購入資金、被扶養者等の入学及び非常災害等により、
　臨時に資金を必要とする場合に貸付を実施する経理です。貸付経理

（単位：千円）

（単位：千円）

金田議員（越谷市）
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──保健事業の内容──
項　目 対　象　者 事　業　内　容 手　続　き　等

特定健康診査 40歳以上75歳未満の組
合員及び被扶養者 生活習慣病予防に着目した特定健康診査を実施

任意継続組合員及び被扶養者は受診券により受診
（人間ドック及び併診ドック受検者を除く）組合員
は所属所が行う健康診断及び人間ドックまたは併診
ドックで受検する

特定保健指導
保健指導の必要な40歳
以上75歳未満の組合員
及び被扶養者

特定保健指導を実施 保健指導対象者は利用券により医療機関等で指導
を受ける

人間ドック 30歳以上の組合員
及び被扶養配偶者

25,000円を限度に助成、乳がん検診等のオプシ
ョン検査は検査料の8割を助成

・ 予防検診申込書を事前に提出し予防検診利用証明
書の交付を受ける
・ 任意機関のときは受検後、予防検診補助金交付申
請書を提出する
・ 人間ドック、脳ドック及び併診ドックいずれかの
選択制

脳ドック 30歳以上の組合員
及び被扶養配偶者 30,000円を限度に助成

併診ドック 30歳以上の組合員
及び被扶養配偶者

40,000円を限度に助成､乳がん検診等のオプシ
ョン検査は検査料の8割を助成

成人病検診 組合員及び被扶養
配偶者 胃検診・大腸検診の自己負担分を助成 職場で受検または居住市区町村で受検した場合は

共済事務担当課で手続きする

婦人検診 組合員及び被扶養
配偶者 乳検診・子宮検診の自己負担分を助成 居住市区町村で受検し共済事務担当課で手続きす

る
カウンセリング助成 組合員及び被扶養者 面接により実施し、70,000円を限度に助成 指定機関に予約し面談する

インフルエンザ助成 組合員及び被扶養者
（任意継続組合員除く）

インフルエンザ予防接種を受けた場合に、1年度
内1回1,000円を限度に助成

インフルエンザ予防接種助成金請求書に領収書等
を添付して提出する

在宅介護助成 組合員及び被扶養者
在宅での介護機器のレンタル料（月50,000円
限度）又は購入費用（機器ごとの購入費用の
1/2で最高100,000円限度）を助成

介護機器レンタル料等助成に伴う承認申請書を提
出する

妊婦保健助成 組合員及び被扶養者
出産費（家族出産費）を受給できる者で、医師
の健康診断を受けた場合に、10,000円を限度に
助成
※双児の場合も10,000円限度

出産費（家族出産費）請求書を提出する

草津保養所利用助成 組合員及び被扶養者
草津保養所1泊6,000円（朝食付3,200円・素
泊り2,700円）を助成
※3歳以上を対象

保養施設利用券交付依頼書を提出する

委託保養所及び
契約保養所利用助成 組合員及び被扶養者

委託保養所及び契約保養所 (3泊限度 )1人1泊
3,500円を助成
※それぞれ3歳以上を対象

利用券交付依頼書を提出する

さいたま共済会館
利用助成 組合員及び被扶養者 会館利用の際に1人100円を助成 さいたま共済会館利用助成券を提出する

共同主催の球技大会 組合員 野球・バレー・サッカー・ソフトテニス・卓球・
ソフトボール大会　※隔年開催 幹事市町村が委託金交付申請書を提出する

共済主催の大会 組合員及び被扶養者 弓道・ゴルフ・硬式テニス大会    ※隔年開催

『共済だより』に掲載する申込書を提出する各種スポーツ教室 組合員及び被扶養者 親子スキー・ゴルフ・スキー・弓道教室、スノー
ボード講習会　※ゴルフ・弓道教室は隔年開催

囲碁・将棋大会 組合員及び被扶養者 囲碁将棋大会　※隔年開催

写真展 組合員及び被扶養者 写真展　※隔年開催 『共済だより』に掲載する申込書を添付して作品を
応募する

レクリエーション
施設利用助成 組合員及び被扶養者

遊園地等の入場料を1人 1回につき1,500 円
を限度に助成（それぞれの施設につき、
1年度内 1人 1回が限度　日帰り温泉、映画館
は3回が限度）

共済事務担当課で交付する利用券を施設窓口に提
出する

健康保養奨励 組合員及び被扶養者 草津保養所利用者に係る周辺施設の
利用助成

草津保養所フロントで利用券の交付を受け施設窓口
に提出する

健康づくり事業 組合員及び被扶養者 健康講座（県内2会場） 『共済だより』に掲載する申込書を提出、もしくは、
本組合ホームページから申込をする

　自動車融資にかかる資金は、貯金経理からの借入金が
充てられています。
　平成26年度の融資については、前年度とほぼ同数の融資
件数を見込んでおります。また、貯金経理からの借入金を3
億円程借入れ、1億円程返済する計画となっております。
　この結果、主な収入である融資金償還利息は7,600
万円程を見込んでおります。また、主な支出である貯金
経理への支払利息については6,300万円程を見込んで
おります。

●自動車購入資金の融資を中心とした、物資の供給をする経理です。 物資経理

融資金償還利息
76,353

その他
10,584

当期利益金
9,176

支 出 74,017 収 入 83,193

販売
手数料
5,035

その他
1,805

支払利息
63,433

（単位：千円）
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地方公務員共済制度（医療保険）に関する決議

　わが国の医療保険制度においては、急速に進行した少子高齢化による人口構造の変化や雇用・経済情勢の変化等の影響に
より制度全般が大きく揺らいでいる。
　特に、高齢者医療保険制度については、後期高齢者医療制度のあり方や、前期高齢者医療に係る負担について社会保障制
度改革国民会議において検討が行われ、その報告書に基づいた「プログラム法案」が昨年の臨時国会で成立した。その中で、
保険料負担の公平を図る観点から後期高齢者支援金の保険者負担を全額総報酬割に見直すとされており、このことは共済組合
を始め被用者保険全体に大きな影響を及ぼすことになると懸念しているところである。
　本組合の短期財政においても、高齢者医療制度への納付金・支援金の財政負担が支出総額の4割を超えその財政を大きく
圧迫しているなか、組合員数の減少等による掛金・負担金の減収も重なり、毎年財源率の引き上げを行ってきたところである。
　このように、高齢者医療制度に対する財政支援のために短期財政が左右される状況においては、医療保険者本来の責任を
果たすことが困難となっており、組合員の地方公務員共済制度に対する信頼と支持を失いかねない状況になるのではないかと
危惧するところである。
　ついては、地方公務員共済制度の根幹である医療保険制度が将来にわたり健全に維持、運営され、組合員及び被扶養者の
生活の安定と福祉の向上に資するため、下記事項について強く要望するものである。

記
1. 国への要望事項
 （1）  高齢者医療制度の見直しにあたっては、共済組合を始めとする各保険者の意見も十分に踏まえた上で、理解と納得が

得られる制度となるよう再構築すること。
 （2）  医療保険制度の財政基盤を強化するとともに、組合員の保険料負担の緩和に繫がる持続可能な制度とすること。
 （3） 先進医療など患者にとって生命にかかわる必要な医療を、医療保険制度で受けられるよう適用拡大すること。

2. 全国市町村職員共済組合連合会への要望事項
　共済制度が、公務員制度の一環として年金・医療・福祉を一体として合理的かつ民主的に運営されていることから、こ
れを堅持するよう関係機関へ働きかけを行うこと。

 

 以上、決議する。
 平成26年2月26日

埼玉県市町村職員共済組合
第 １ 9 4 回 組 合 会

　わが国の社会保障制度は、働き盛りの現役世代が支える制度となってお
りますが、少子化の進展により現役世代が減少している状況に加えて、今
後は団塊世代の高齢化に伴う高齢者の増加が大きく影響する制度になって
います。
　特に、医療保険制度においては、高齢者医療制度への財政支援が被用
者保険全体の財政に大きく影響を与え、そのあり方を議論していた ｢社会
保障制度改革国民会議 ｣の報告書に基づくプログラム法案が可決されたこ
とで、平成27年度から後期高齢者医療制度への計算基礎が、その保険者
の総報酬額を基礎にすると見直されたため負担がさらに増大すると懸念し
ているところです。このような制度改正に対する取り組みは、共済組合単独で行うのは非常に困難な状況となっております。
　本組合ではこうした現状を踏まえ、地方公務員制度の根幹となる医療保険制度が将来にわたり健全に維持・運営されるよう、去る
2月26日に開催された第194回組合会において ｢地方公務員制度（医療保険）に関する決議 ｣を全会一致で議決いたしました。
　この決議は、組合会終了後、組合会議員を代表して持田明彦理事（小川町）、島田友光理事（鴻巣市）、田中廣美理事（所沢市）、國
分政義理事（さいたま市）、松本貢一監事（新座市）、中村篤志議員（東松山市）、前林兼二議員（熊谷市）、金田敬司議員（越谷市）、高
橋恵子議員（八潮市）、田村伊佐雄議員（川口市）により、全国市町村職員共済組合連合会理事長に提出し、関係機関への働きかけを
強く要望いたしました。今後とも、よりよい制度への改善に向けて組合員皆さまのより一層のご理解とご協力をお願いいたします。

全国市町村職員共済組合連合会理事長に要望書を提出

平成26年2月26日開催の「第194回組合会」で決議

『地方公務員共済制度（医療保険）に関する決議』について
～全国市町村職員共済組合連合会理事長に要望書提出～
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平成26年4月から産前産後休業期間中の
掛金が免除されます

産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間
（例） 産前産後休業期間が4/2～6/30の場合→4月～6月の3か月の掛金が免除
 産前産後休業期間が4/2～6/29の場合→4月～5月の2か月の掛金が免除

●平成26年4月1日前から産前産後休業をしている組合員について
　産前産後休業期間中の掛金免除が適用されるのは、平成26年4月1日以降の産前産後休業となります。そのため、平
成26年4月1日前から産前産後休業を開始している組合員の方については、平成26年4月1日から産前産後休業を開始
したものとみなされます。平成26年4月分の掛金が免除される方は、平成26年4月30日が産前産後休業期間に含まれ
る方となります。

産前産後休業を取得する方へ

　組合員の出産や育児に伴う負担軽減のために、産前産後休業を取得した期間について掛金が免
除されることになりました。
※ 産前産後期間とは、出産日（出産予定日の後に出産した場合は、出産の予定日）の前42日（多胎
妊娠の場合は98日）から出産日の後56日までの期間です。

掛金免除期間

改正のイメージ

改正前

改正後

産前休業（42日） 育児休業期間産後休業（56日）

掛金の支払義務あり 掛金免除

※ この例の方は、産前・産後休業期間は4月11日から7月17日までとなるため申出を行うことにより4月～6月の3か月
の掛金が免除されます。

産前休業（42日） 育児休業期間産後休業（56日）

掛金免除 掛金免除

4/11 7/175/22予定日・出産日

終了

終了

終了

終了

【施行日（平成26年4月1日）前に産前産後休業取得者の取扱い事例】
4/1 4/22 4/30 5/26 5/31

免除にならない

4月分掛金免除

4月分のみ掛金免除

4月分・5月分掛金免除

産前産後休業期間中の掛金免除を受けるには、組合員が各所属所の共済事務担当課から申出の手続きをしてください。

手　続　き
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医療費窓口負担が引き上げられます
平成26年4月から

●70歳～74歳の医療費窓口負担は、次のとおりです。

70歳以上
の方へ

　70歳から74歳の組合員及び被扶養者の医療費窓口負担については、平成26年3月末までは特例

措置により2割負担のところ1割に軽減されておりました。

　今回の改正では、平成26年4月1日以降、新たに70歳になる方から2割負担に引き上げられます。

対象者 現行 平成26年4月から

70歳以上
70歳から74歳 1割

昭和19年4月1日までに生まれた方
（既に70歳になっている方） 1割

昭和19年4月2日以降に生まれた方
（新たに70歳になる方） 2割

一定以上所得者 3割 3割

上位所得者の短期給付の一部負担金払戻金等の
基礎控除額が変わります。

　平成25年4月1日から一部負担金払戻金等にかかる基礎控除額が改正され、上位所得者については、
経過措置により段階的に引き上げが行われているところです。
　平成26年4月診療分から次のとおりとなります。

●上位所得者（424,000円〔特別職にあっては530,000円〕以上）の組合員及び被扶養者

区　　分 平成26年3月診療分まで 平成26年4月診療分から 平成27年4月診療分から

一 部 負 担 金 払 戻 金
家 族 療 養 費 附 加 金
家族訪問看護療養費附加金

33,000円 41,000円 50,000円

合 算高額療養費附加金 66,000円 82,000円 100,000円

※ 給料月額424,000円（特別職にあっては530,000円）未満の組合員及びその被扶養者は、平成26年4月診療
分以降も変更はありません（一部負担金払戻金等：25,000円、合算高額療養費附加金：50,000円）

平成26年4月診療分から
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平成２６年度  共済年金の改定について
～0.7%引き下げの改定が行われます～

　平成26年1月31日に総務省から「平成25年平均の全国消費者物価指数」の対前年比変動率が0.4％、
平成26年度の年金額改定に用いる「名目手取り賃金変動率」は0.3％となった旨発表されました。
　年金額は物価変動に応じて改定されますが、現在、特例水準の段階的な解消が実施されており、物
価の変動がなければ4月より1.0％の減額が予定されていたことを踏まえ、平成26年度の年金額は0.7％
の引下げとなります。（改定時期は4月分が支払われる6月支給期となります。）

　法律上、本来想定している年金額（以下「本来水準の年金額」という）の改定については、現役世代の賃金水準に連
動する仕組みとなっています。新規裁定者の年金額は名目手取り賃金変動率によって改定し、既裁定者の年金額は購
買力を維持する観点から物価変動率により改定することとされています。ただし、給付と負担の長期的な均衡を保つな
どの観点から、賃金水準の変動よりも物価水準の変動が大きい場合には、既裁定年金も名目手取り賃金変動率で改
定される旨が法律に規定されています。
　26年度の本来水準の年金額は、26年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率（0.3％）よりも物価変動率
（0.4％）が高くなるため、名目手取り賃金変動率（0.3％）によって改定されます。
　本来の年金額より高い水準（特例水準）で支払われている現行の年金額は、平成24年に成立した法律に基づき、特
例水準の段階的な解消（▲1.0％）と本来の改定ルールによる年金額の上昇率（0.3％）を合わせた改定がされるため、
▲0.7％の改定となります。

年金額の改定について

平成27年1月から高額療養費制度における
自己負担限度額が見直される予定です

70歳未満
の方へ

　1ヶ月の医療費の自己負担が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が高額
療養費として支給されます。この高額療養費制度は、所得区分に応じて自己負担
の上限が定められています。この自己限度額算出方法が改正される予定です。
　なお、詳細については、具体的な内容が確認でき次第お知らせいたします。

　組合員及び被扶養者が海外旅行中に病気やけがで受診したときの費用は、申請によ
り「療養費」として払い戻しが受けられますが、先般、海外療養費の不正請求事案が社
会問題となり、その支給について、内容を充分確認するよう取り扱うことにいたします。
　つきましては、平成26年4月1日以降の海外療養費の請求については、渡航期間等
の確認のためパスポート（写）等の提出にご協力をお願いいたします。

～ 海外療養費の適正化にご協力ください ～
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地共済年金財政の現状について
-地方公務員共済組合連合会からのお知らせ-

　本年は地方公務員共済年金の「財政再計算」を行う年となっています。
　そこで、「財政再計算」についてご理解を深めていただくために、今回は、共済年金の財政の現状について説明します。

≪財政再計算とは…≫
　共済年金制度の運営は、組合員が納める掛金や地方公共団体等からの負担金、利息及び配当金などの収入と年金給付
額、基礎年金拠出金などの支出とが長期的に均衡し、安定していなければなりません。
　収入と支出は、公務員共済の過去の実績値などに基づいて将来の予測額を推計しますが、将来にわたって収支の均衡が図
れるよう、5年ごとに算定基礎を見直し、保険料率（掛金率と負担金率の合計）を計算し直すことを「財政再計算」といいます。
　この作業は、地方公務員共済組合連合会において行います。
　なお、一昨年に公布された『被用者年金一元化法』により、平成27年10月からは組合員も厚生年金に加入することとな
り、保険料率も経過措置を設けて厚生年金の保険料に統一されることになります。
　今回の財政再計算では、収支見通しを作成した上で、組合員が厚生年金に加入するまでの間の保険料率を算定すること
になります。

　組合員数は、昭和40年代から昭和50年代の前半にかけて大幅に増加し、平成6年度で334万人のピークに達した後、減
少に転じ、平成24年度末では284万人となっています。
　一方、年金受給権者のうち、退職年金、減額退職年金及び組合員期間25年以上（経過的に20年～24年も含む）の退職
共済年金（以下「退職共済年金[退年相当]」という。）の受給権者は、制度発足以来、年々増加し、平成24年度末では199万
人まで増加しています。
　この結果、年金扶養比率（退職共済年金[退年相当]受給権者1人を組合員何人で支えているかという指標）についてみて
みると、組合員数がピークに達した平成6年度には2.8人、平成24年度には組合員1.4人で退職共済年金[退年相当]受給権
者1人を支えている状態となっています。

  ▶はじめに

  ▶組合員1.4人で退年相当受給権者1人を支えています
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　平成24年度末における組合員の年齢階級(カッコ書きは構成割合)のうち、最も構成割合が高いのは55歳～59歳の
15.5%、次いで50歳～54歳の15.4%であり、若い年齢ほど組合員数は少なくなっています。
　一方、退職共済年金[退年相当]受給権者の年齢階級のうち、最も構成割合が高いのは、60歳～64歳の25.8%、次いで
65歳～69歳の19.8%です。また2つの階級を合わせると、構成割合は全体の45.6%を占めています。
　組合員のうち約45%を占める45歳以上の者が、今後15年間にわたり順次退職することが見込まれるため、退職共済年金
[退年相当]受給権者については、今後しばらくは増加していくことが見込まれます。

  ▶組合員のうち45%が45歳以上の者となっています。

  ▶保険料のほか積立金の一部を取り崩して給付を賄っています

  ▶おわりに
　以上のとおり、組合員の減少、年金受給権者の増加により、収入に対する支出の割合は毎年増加し、積立金の減少額も次
第に増加してきています。今後も組合員の減少と年金受給権者の増加については、注視しつつ、将来にわたって収支の均衡
が図れるよう努めてまいります。

地方公務員共済組合連合会では、ホームページに財政再計算に関する情報を掲載しています。今後、財政再計算についての関連
情報等を掲載していきますので、ぜひご覧ください。
こちらへアクセス▶http://www.chikyoren.or.jp/（地方公務員共済組合連合会トップページ）
トップページの、「財政再計算（掛金率の改定等）」からご覧いただけます。

　収入に対する支出の割合を示す収支割合では、平成20年度を境に100%を上回っています。すなわち、平成19年度まで
は、収入が支出を上回り、その剰余を後年の給付のために積立金として積み立ててきましたが、平成20年度からは支出が収
入を上回り、積立金の一部を取り崩して給付を賄っています。
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平成26年度から変更する
福祉課の主な事業について

貸付制度の一部が次のとおり変更されます。

インフルエンザ予防接種助成の対象範囲が広がります。

（1） 抵当権の設定が廃止されます。
　住宅貸付及び災害貸付等を受ける際に、400万円を超える貸付額を希望する場合に行ってい
た抵当権の設定が廃止されます。
　また、平成25年度以前に行った貸付についても、抵当権の設定は要しないものとなります。

（2） 貸付利率に上乗せしていた一部負担金（0.06%）が廃止されます。
　400万円未満の貸付を受ける際に、抵当権設定者との公平性を図るために導入された一部負
担金が廃止（既貸付者を含む）されます。
　なお、既貸付者の貸付金個別償還明細表については、4月中旬頃送付します。（修学貸付につ
いては、償還開始されている貸付者のみ）

（3） 借用証書が変更となります。
　一部負担金の廃止に伴い、4月以降の貸付分から借用証書が変更となります。
　なお、借用証書については、本組合ホームページ（http://www.saitama-ctv-kyosai.net）か
らダウンロードできます。

　インフルエンザ予防接種助成の対象者が、組合員（任意継続組合員を除く）及びその被扶養
者となります。
　なお、助成金額及び請求手続き等については、次のとおりとなります。

（1） 助成金額
　1人1,000円とし、1年度内1回を限度に助成します。
　ただし、インフルエンザ予防接種費用が1,000円未満の場合は助成対象外とします。

（2） 請求手続き
　接種年月日・接種者氏名・自己負担額・予防接種の種類が明記された医療機関発行の領収書
（原本）または当該医療機関の証明を受け、インフルエンザ予防接種助成金請求書に必要事項を
記入のうえ、組合員を通じて各所属所の共済事務担当課に提出してください。（領収書の原本
が添付できない場合は、当該領収書の写しに所属所長の証明を受けたものを添付）
　また、助成金額については、組合員の全員口座に送金します。

（3） インフルエンザ予防接種助成金請求書
　本組合ホームページ（http://www.saitama-ctv-kyosai.net）からダウンロードできます。

2
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ATM取引 カード 通　帳
現　行 変更後

取扱可能時間 取扱可能時間

支　　払 ○ ○
（カード＋通帳）

平 日
土曜日
日曜日
祝　日

7：00～21：00
7：00～21：00
8：00～21：00
曜日に準ずる

平　日
土曜日
日曜日
祝　日

7：00～21：00
7：00～21：00
8：00～21：00
曜日に準ずる

（通帳利用時）
平日、土曜日、日曜日、祝日

8：00～19：00

入　　金 × ○
平日、土曜日、日曜日、祝日

8：00～19：00

残高照会 ○ ―

平 日
土曜日
日曜日
祝　日

7：00～21：00
7：00～21：00
8：00～21：00
曜日に準ずる

後日記帳 ― ○
平日、土曜日、日曜日、祝日

8：00～19：00

硬貨取扱時間 平 日 8：00～19：00 平 日 8：45～18：00

共済預金キャッシュカード及び
通帳の自動機での利用時間変更のお知らせ

　平成２６年４月１日から共済預金キャッシュカード及び通帳の自動機（以下「ATM」とい
う。）での利用時間が次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

※上記取扱可能時間内において、店舗のATM稼働時間に準じます。

※ 年末年始及びゴールデンウィークの取扱は、埼玉りそな銀行ATM

と同様です。

※ATMの利用範囲は、埼玉りそな銀行県内所在店舗となります。

お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305
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共済組合では、組合員が共済預金通帳を作成した際に、これまで副印鑑（通帳表紙裏面に貼付して
いるお届印）を貼付していましたが、平成26年4月1日以降に新規に作成する共済預金通帳から副印
鑑の貼付を原則廃止することとしましたのでお知らせします。
今回の副印鑑の廃止については、共済預金通帳を紛失されたり盗難にあわれた場合に、お届印の印

影を第三者が知ることとなり、お届印の偽造による不正な預金の引出しにつながる可能性を未然に防
ぐことを目的としております。また、仮に不正な預金の引出しが行われた場合、共済預金は銀行預金
とは異なり預金者保護法の対象外であることから、埼玉りそな銀行が定める「盗難通帳による預金等
の不正払戻し被害補償に関する追加規定」の適用外となるなどの理由により、組合員皆様の大切な共
済預金をより一層安全にお守りするための変更となりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げ
ます。
なお、副印鑑の廃止により口座開設店以外の窓口で預金の引出しの手続きを行った際、当日の引出

しが出来なくなるなどの利便性が失われてしまうことから、組合員から申請があった場合に限り副印
鑑を貼付することとしましたので、併せてお知らせします。
また、すでに副印鑑が貼付された共済預金通帳については、希望により副印鑑の取外しができるも

のとするとともに、副印鑑の継続を希望する場合は、改めて申請いただかなくても従来どおりの取扱
いができるものとします。
つきましては、平成26年4月1日以降の副印鑑の取扱いについては、以下のとおりとさせていただ

きますのでよろしくお願いします。

①副印鑑の貼付希望者以外は、共済預金通帳へ副印鑑の貼付は行いません。
② 副印鑑の貼付を希望する場合は、「共済預金申込書」と一緒に「共済預金副印鑑の貼付にかか
る申請書 (※1)」及び「副印鑑貼付シール (※2)」を口座開設店窓口に提出してください。

●1共済預金通帳の新規作成時について

共済預金通帳（全員口座
自由口座）の

副印鑑の取扱い変更について

重要なお知らせ!!

（　　　　　　　　　　　　）平成26年4月1日以降に作成する新規口座から
副印鑑の貼付を原則廃止します。
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(※1)「共済預金副印鑑の貼付にかかる申請書」については、埼玉りそな銀行県内各支店窓口及び各所属所共済 
 事務担当課にあります。
(※2)「副印鑑貼付シール」については、埼玉りそな銀行県内各支店窓口にあります。

 
　副印鑑が貼付されていない共済預金通帳に新たに副印鑑を貼付する場合には、口座開設店窓口
へ共済預金通帳、お届印及び本人確認書類等を持参のうえ、「共済預金副印鑑の貼付にかかる申請
書（※1）」及び「副印鑑貼付シール（※2）」を提出してください。

●3副印鑑の貼付を新たに行う場合について

　 　副印鑑が貼付されていない共済預金通帳で口座開設店以外の窓口においては「埼玉りそな
銀行支店間の取次ぎ（注）」により共済預金の引出しが可能となりますが、手続きから引出し完
了までに最短でも3営業日かかりますので、余裕をもって手続きをしてください。

●4その他

① 改めて申請いただかなくても、従来どおり口座開設店以外の窓口において預金の引出しがで
きます。
② 共済預金通帳を繰越す際は、新しい共済預金通帳へ副印鑑の張替えを行います。
③ 副印鑑の貼付が不要な場合は、ご自身または埼玉りそな銀行県内各支店窓口において取外し
てください。

●2副印鑑が貼付された共済預金通帳をお持ちの場合について

（注）　　「埼玉りそな銀行支店間の取次ぎ」による共済預金の引出しにおいては、来店されたその場で現金を受け
取ることができず、窓口に共済預金通帳を預け、共済預金払戻請求書等と一緒に手続きを取った支店から
口座開設店に送付することとなります。その後、組合員名義の埼玉りそな銀行の口座への入金（手数料無料）
または他行の口座への振込み（別途「手数料」がかかります。）となります。

 　なお、現金が必要な場合は、振り込まれた銀行預金から改めて引出ししていただくこととなります。
 　また、共済預金通帳については、後日、手続きを取った支店に本人が改めて出向き、受け取っていただ

くこととなります。

お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

17共済だより
2014.4.April No.594



　共済組合では、組合員及びその被扶養者の皆様に医療費に対する意識高揚を目的に、毎年「医療費適正化対策事業」を
実施しております。
　この事業の内容は、医療費の適正化を図るための診療報酬明細書（以下、「レセプト」という。）の内容審査、医療費通
知書の発行、ジェネリック医薬品のご案内、健康管理に対する意識高揚のための健康講座の開催、保健事業による疾病
予防や早期発見のための検診助成及び健康増進を目的に各種スポーツ教室の開催など、皆様のご理解とご協力により順
調に事業運営が行われているところです。
　しかし、給料総額の減少により収入が減少している中、国の財政調整事業による高齢者医療制度への支援金等の財政
支援が、共済組合の短期給付財政を大変厳しい状況にしております。
　特に今年度においては、財源率の引き上げを行わないため、限られた収入に対し支出の中心である医療費を削減す
ることが必要となって参ります。安定した短期給付財政の運営のためにも「医療費適正化対策事業」を組合員及び被扶
養者の皆様に再認識いただき、引き続き積極的な健康づくり、疾病の早期発見・早期治療及び適正な診療に努めてい
ただきたく、平成26年度においても次のとおり実施いたしますので、より一層のご理解ご協力を重ねてお願いいたし
ます。

『医療費適正化対策事業』にご協力をお願いいたします！

　組合員とその被扶養者（高校生以上の者）を対象とした健
康講座を開催いたします。本年度においても昨年同様2会場
での開催を予定しており、第1部をメンタルヘルスに関する
講座、第2部を著名人による講座を開催いたします。詳細に
ついては、後日『共済だより』及び本組合のホームページに
掲載しお知らせいたします。皆様お誘い合わせのうえ、多数
のご参加お待ちしております。

　医療費通知書は、組合員及び被扶養者一人ひとりの医療機
関等への受診状況をお知らせする通知書となります。
　この通知書の目的は、ご自身やご家族の医療費に対する認
識・理解を深め、適正な受診を心がけていただくために発行
しているものです。
　通知がお手元に届きましたら、医療機関等からの領収書等
と通知書の内容（診療日数、自己負担額及び共済組合からの
給付金等）について照合いただき不明なこと等がある場合は
共済組合へ連絡をお願いいたします。
　なお、医療費通知書については、年2回（2月と8月）の発行です。
※ 12月診療～5月診療分は8月に、6月診療～11月診療分は
2月にお知らせします。

【医療費通知書】

【保健事業による検診事業及び体力づくり】

【健康講座の開催】

【ジェネリック医薬品（後発医薬品）の普及促進】

【その他の事業】

　疾病予防及び早期発見を目的とした、疾病予防対策事業
（人間ドック、脳ドック、併診ドックに係る検診助成）、
がん検診助成事業、インフルエンザ予防接種助成事業、特
定健康診査・特定保健指導の実施並びに健康増進・保持を
目的とした保養所「アルペンローゼ」を利用した各スポー
ツ教室及び共同主催による体育大会を開催いたします。

① レセプト内容点検については、内容審査を更に強化し、請求
誤り等の発見に努めます。
② 療養費については、柔道整復師等の不正請求の防止と施
術内容の適正化を図るため審査を強化します。また、海外
療養費についても審査の強化を進めます。
③ 同じ疾病でハシゴ受診している場合、薬の服用過多及び薬
害副作用などの危険性が高まります。正しい受診のための
周知を図り、医療費の節減に努めます。
④ 医療機関からの重複請求については、給付記録などの照合
等、その発見に努め、適正な処理を行います。
⑤ 時間外受診等の抑制のため、早朝・夜間や休日受診の影響
について周知します。また、子どもの急な病気に対応するた
めの電話相談窓口について周知します。
⑥ 第三者行為及び公務上の疾病に係る求償権の行使につい
ては、迅速かつ確実に行うため、負傷原因調査を行い、届
出漏れのないよう一層の周知に努め、医療費の調整に努め
ます。
⑦ 適正な被扶養者申告を行っていることを確認するため、組
合員証等の検認、更新に係る事務を行います。
⑧ 資格喪失後の受診にかかる医療費の返還請求について、事
務を適正に行います。

　短期給付の財政状況を組合員と被扶養者の皆様にお知ら
せし、医療費負担が軽くなるよう、ジェネリック医薬品の普及
に努めます。本年度においては、新規で資格取得された組合
員の皆様に「ジェネリック医薬品希望カード」を配付します。
　また、ジェネリック医薬品の差額通知も実施いたします。
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給料月額 適用区分 所得区分 限度額計算方法

424,000 円未満 B 一般 80,100 円 ＋（医療費－ 267,000 円）×1%

424,000 円以上
（特別職は 530,000 円以上） A 上位所得者 150,000 円 ＋（医療費－ 500,000 円）×1%

医療費　100万円
3割　300,000 円 7割　700,000 円

自己負担額
限度額
87,430 円

高額療養費
212,570 円

（共済組合が支払）
共済組合負担

高額療養費等計算式
自己負担限度額　　　　80,100円＋（1,000,000円－267,000円）×1%＝87,430円

高額療養費　　　　　　300,000円－87,430円＝212,570円

一部負担金払戻金等　　87,430円－25,000円＝62,400円

　70歳未満の組合員または被扶養者の診療にかかる費用が高額療養費に該当しそうな場合
は、入院・外来を問わず組合員証等（保険証）と一緒に「限度額適用認定証」を病院窓口
に提示することで支払いが自己負担限度額までとなります。
　手続きは、所属所の共済事務担当課へ「限度額適用認定申請書」を提出するだけですの
で上手にご利用ください。

　「限度額適用認定証」を提示した場合と提示しない場合の窓口で支払う金額を「所得区分：一般」
で計算してみました。

自己負担限度額の計算例（70歳未満）

医療費100万円で「適用区分：B」の共済太郎さんの場合 ⇒ 負担割合：3割

＊70歳以上75歳未満の方については、共済組合から発行されている「高齢受給者証」を提示していただくことで同様の窓口
負担となります。

窓口で支払う金額
（自己負担限度額）

窓口で支払う金額
（医療費の 3割）

87,430 円に
なります。

「̶限度額適用認定証」を上手に使ってください！̶

300,000 円に
なります。

病院での窓口負担が軽減されます！

医療費　100万円
3割　300,000 円 7割　700,000 円

（高額療養費212,570円を含む）
後日、送金します。 共済組合負担

①限度額適用認定証を提示した場合 ②限度額適用認定証を提示しない場合
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　新しく組合員になられた方、またその被扶養者の方一人ひとりに、組合員証及び組合員被
扶養者証（以下「組合員証等」といいます。）を交付します。組合員証等がお手元に届きま
したら、記載事項に誤りがないかご確認をお願いします。
　記載事項に相違があった場合は、共済事務担当課を通じて共済組合保険課までご連絡ください。
　なお、任意継続組合員となられた方につきましては、同様に任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養
者証を交付します。
　また、この組合員証等は、組合員及びその被扶養者の資格を証明するものであり、病気やケガをして保険
医療機関で診療を受けるとき必要になるものですので、紛失されませんよう大切に保管してください。
以下、組合員証等について説明いたします。

組合員証等の名称を記載しております。また、本人、
被扶養者を判別するため、「本人」、「家族」と表示し
ております。

組合員証名称①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

（組合員被扶養者証及び任意継続組合員被扶養者証に
表示）被扶養者として認定された年月日を表示してい
ます。

認定年月日

「臓器の移植に関する法律」に基づく意思表示欄が設
けられています。

裏面

（組合員被扶養者証及び任意継続組合員被扶養者証に
表示）組合員の氏名を表示しています。

組合員氏名

共済組合の組合員として資格を取得した年月日となり
退職するまで組合員証等を使用することができます。
※任意継続組合員証には、資格取得年月日の下に有効期限が表
示されております。この有効期限は任意継続組合員の資格
を取得された日から 2年間となります。

資格取得年月日

印字されている内容のご確認をお願いいたします。（誤
りがある場合はご連絡ください。）

氏名・性別及び生年月日

共済組合における市町村（所属所）の固有番号及び個
人番号です。共済組合における各種事務手続きについ
ては、この番号での届出になります。（任意継続組合
員における組合員証記号・番号は、現職時と変わりま
せん。）

記号・番号

【組合員証（裏面）】

⑦

【組合員被扶養者証（表面）】

平成26年 4月25日交付

埼９９９

⑤
⑥ 平成26年 4月 1日

【組合員証（表面）】

平成26年 4月25日交付

埼９９９

①
②

③
④ 平成26年 4月 1日

1 組合員証等の記載事項について
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　組合員証等は、保険医療機関等に提示することで保険診療を受けることができる証明書です。忘れずに持参して医
療機関窓口へ提示してください。
　また、継続して診療を受けていて診療月が変わった場合や月の途中に再診等で受診する場合、あるいは、所属所の
異動により組合員証等の記載事項が変更になった時など、必ず組合員証等を提示してください。

　組合員証等は証明書ですので、紛失されませんよう大切に保管してください。もし、紛失や盗難等に遭った場合は、
最寄りの警察署等へ届け出てください。
　また、不正に使用した場合は、法により罰せられますのでご注意ください。

　組合員証等に関する各種届出については、必ず勤務先の共済事務担当課を通じて行ってください。
　任意継続組合員の方は、共済組合へ直接ご連絡ください。

　組合員及び任意継続組合員、もしくは、被扶養者の方が 75歳の誕生日を迎えますと、後期高齢者医療制度へ移行
となり、その日以降、組合員証等が使用できなくなりますので、組合員証等を共済組合へ速やかに返納してください。

　被扶養者のうち、今春高校、大学及び専門学校等を卒業して就職し、あるいは再就職先が決まったなど、該当する方がい
る場合は、就職先の健康保険の適用になりますので、被扶養者の取消し手続きが必要となります。
　また、アルバイトやパートタイマーなどで、社会保険の適用がない場合であっても月額108,334円以上の収入が見込まれ
る場合や雇用契約などが変更となり、社会保険へ加入した場合は、就職した日あるいは、加入した日から扶養資格の取消し
となりますのでご注意ください。
　なお、扶養取消日以降に医療機関で受診される場合には、必ず健康保険が変わった旨を告げ、新しい保険証を提示してか
ら受診されますようお願いいたします。

※アルバイト、パートタイマーなどで給与収入がある場合は、月額の収入が認定基準となります。

☆書類の提出は、共済組合事務担当課を通してお願いいたします。

被扶養者の異動手続きを忘れずに!
春は新しい生活をスタートされる方も多いと思います。
現在、ご家族を扶養されている組合員の皆さん！被扶養者の皆さんの状況に変わりはありませんか？
変わられた場合は、異動手続きと被扶養者証の返納を忘れずにお願いします。

被扶養者の取消について

認定取消後の医療費等の返還について
　上記の扶養取消日以降に受診された場合は、共済組合で確認できる全ての医療費等の返還請求をすることになりますので、
異動手続きと被扶養者証の返納を忘れずにお願いします。

2 各保険医療機関にかかる際は必ず組合員証等を提示してください

3 組合員証等は大切に保管してください

4 組合員証等に関する各種届出について

5 75歳を迎えた時には ……

被扶養者の異動手続きを忘れずに!

お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306
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（名） （％）

28,298

49.9

H26

28,135

51.8

H25H24

27,242

50.0

　平成26年１月１日から保障開始（更新）となる「共済生活保険」は、昨年度に引き続き、多くの
組合員の方にご加入いただきました。本年度の更新募集、制度の詳細につきましては『共済だよ
り』の６月号に掲載いたしますのでぜひご覧ください。

（1）月払加入者（1口=5,000円） （2）賞与払加入者（1口=10,000円）

（単位：名）
（2）7L プランサポート

口数 人数（名）
1口 1,618
2口 5,675
3口 1,120
4口 3,925
計 12,338

（単位：名）
（1）7L プラン加入者数（本人・配偶者・こども）

本人 配偶者 こども

18～26歳 2,839 50

3歳～22歳
3,477

27～35歳 6,306 890
36～40歳 4,386 1,140
41～45歳 4,575 1,150
46～50歳 3,304 866
51～55歳 2,969 745
56～60歳 3,663 483
61歳～ 256 99
合計 28,298 5,423 

本人 配偶者

18～26歳 2,458 37
27～35歳 4,463 583
36～40歳 2,857 558
41～45歳 2,876 497
46～50歳 2,015 381
51～55歳 1,868 319
56～60歳 2,171 208
61歳～ 140 36
合計 18,848 2,619 

口数 人数（名）
5口 5,152
10口 1,913
15口 1,421
計 8,486

※予定利率=1.25%

7Lプランの本人加入率については、
49.9％となりました

保険種類
年齢

保険種類
年齢

共済生活保険等加入状況のお知らせ

1 MFEプラン加入状況

2 7Lプラン・7Lプランサポート・入院援助金加入状況

（単位：名）
（3）入院援助金加入者数（本人・配偶者・こども）

本人 配偶者 こども

18～26歳 1,104 9

3歳～22歳
1,140

27～35歳 1,803 212
36～40歳 1,648 297
41～45歳 1,995 326
46～50歳 1,466 265
51～55歳 1,322 223
56～60歳 1,512 135
61歳～ 91 38
合計 10,941 1,505 

保険種類
年齢

過去3年間の7Lプラン
加入者数（本人）推移
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7,000

9,000
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（名）

H24 H25

3,730

10,195

1,882

H26

3,361

10,090

1,979

3,995

10,302

1,798

（単位：名）
（１）入院保障プラン加入状況

年齢
本人加入者数

男性 女性 合計
15歳～20歳 11 2 13
21歳～25歳 183 199 382
26歳～30歳 440 445 885
31歳～35歳 564 666 1,230
36歳～40歳 893 816 1,709
41歳～45歳 887 705 1,592
46歳～50歳 580 424 1,004
51歳～55歳 476 461 937
56歳～60歳 631 441 1,072
61歳～ 34 32 66

合計 4,699 4,191 8,890

配偶者 270 1,142 1,412

（単位：名）
（３）退職後継続保障制度加入状況

年齢
本人加入者数

男性 女性 合計
15歳～20歳 1 0 1
21歳～25歳 5 6 11
26歳～30歳 26 26 52
31歳～35歳 56 79 135
36歳～40歳 136 130 266
41歳～45歳 133 148 281
46歳～50歳 127 94 221
51歳～55歳 105 142 247
56歳～60歳 193 145 338
61歳～ 12 14 26

合計 794 784 1,578

配偶者 54 166 220

（単位：名）
（２）重病克服支援制度加入状況

年齢
本人加入者数

男性 女性 合計
15歳～20歳 5 1 6
21歳～25歳 48 69 117
26歳～30歳 114 132 246
31歳～35歳 181 242 423
36歳～40歳 337 352 689
41歳～45歳 376 358 734
46歳～50歳 256 218 474
51歳～55歳 162 198 360
56歳～60歳 192 199 391
61歳～ 10 13 23

合計 1,681 1,782 3,463

配偶者 113 419 532

加入者数（平成26年1月1日現在）及び保険金支給額 
（平成25年1月1日～平成25年12月31日）

種類 加入者数 支給件数 保険金支給額
セーフティ保険 830人 77件 4,553,560円
ゴルフ保険 1,242人 18件 1,312,130円
テニス保険 17件 858,440円
安心サポート保険 122人

その他の制度についても、
順調に推移しております

3 その他制度加入状況

4 スポーツ保険

過去3年間の各制度加入者数推移
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1  7Lプラン（Aコース） 2  7Lプランサポート（5口コース） 3  入院援助金（3,000円コース）

お問い
合わせ先

◆共済組合・福祉課 ▶☎048（822）3305（直通）
◆委託保険会社  明治安田生命保険相互会社 公法人第四部法人営業第二部 ▶☎048（831）0189

万一（死亡・高度障害）の場合に
長期間にわたってサポート

万一（死亡・高度障害）の場合に
7Lプランに加え、一時金を給付もしくは
7Lプランとセットで最長30年間の年金給付

万一の場合と５日以上の入院をサポート

共済生活保険は、４月新規組合員になられた方を対象に平成26年８月１日
を効力発効日とし、中途加入の取扱いを実施しています。制度のしくみ等
をご理解いただき、ぜひこの機会にご加入をお願いいたします。

組合員の皆様の掛金を基に、ご不幸に遭われた方に保険金・給付金をお支払いし、剰余金が生じた場合
には、配当金をお返しいたします。（7Lプラン、7Lプランサポート、入院援助金が対象の制度です）

① 7Lプラン
・昨年の配当率：約28.6%

② 7Lプランサポート
・昨年の配当率：約60.7%

③ 入院援助金部分
・昨年の配当率：約44.8%

● 平成25年給付実績
7Lプラン給付件数 :31件
7Lプランサポート :8件
入院援助金給付件数 : 309件

保険金

制度運営費

剰余金
配当金

保険金 剰余金

制度運営費

日　程 項　目 備　考
4月1日 申込開始

5月2日 申込締切日（共済組合必着） ご所属のご担当者へご提出ください。

8月1日 保障開始

入院援助金:5日目から

組合員
年齢

月額掛金
男 女

16～19歳 515円 515円

20～24歳 664円 664円

25～29歳 766円 766円

30～34歳 811円 811円

35～39歳 819円 819円

組合員
年齢

年金原資
（死亡・高度
障害保険金）

月額掛金

16～35歳 3,000万円

男 2,550円

女 1,530円

▶16～35歳の場合
約6.1万円～16.5万円受取月額

25年受取期間

組合員
年齢

年金原資
（死亡・高度
障害保険金）

月額掛金

16～35歳 1,000万円

男 1,010円

女 590円

▶16～35歳の場合
約16.8万円受取月額

5年受取期間

③MFEプラン 1口5,000円（1口～4口までご加入できます）
～退職後、ゆとりある生活のための積立～

詳細は
パンフレットを
ご覧ください

共済生活保険中途加入のお知らせ
４月新規採用者の4月新規採用

組合員の皆様へ

1 制度のしくみ

2 制度の内容

3 スケジュール

24 共済だより
2014.4.April No.594



制度のしくみ （7Lプラン・7Lプランサポート・入院援助金）

7Lプランは、現職中の死亡・高度障害時に、遺
族共済年金・障害年金の上乗せとして、長期間に
わたって月々の生活費を給付します。

入院援助金は、病気、ケガの入院をした場合、継
続した入院の５日目～ 124日目までを給付しま
す。

7Lプランサポートは、現職中の死亡・高度障害
時に、一時金もしくは年金形式で給付します。

入院保障プランは、病気、ケガの１泊２日以上の
入院をした場合、継続した入院の１日目～ 365
日目までを給付します。また、その他、手術等の
給付もあります。

7Lプランは、年齢ごとに受取金額・受取期間が
異なります。受取金額は年々逓増し、長期間にわ
たって給付されます。

日額は本人、配偶者は3,000円・5,000円・10,000
円コース、こどもは3,000円・5,000円コースが
選択可能です。
退職後も団体扱のまま継続が可能です。（69歳まで）

 在職中から退職後80歳まで、死亡・高度障害時
の保障を継続することができます。
 7Lプラン同様配当金があります。（7L同様剰余金
が生じた場合）
退職後も団体扱のまま継続が可能です。（80歳まで）

【対象】 組合員および配偶者・こども
※但し、こどもの保障は一時金のみ

【対象】 組合員とその配偶者・こども

【対象】 組合員とその配偶者
※退職後継続の場合、保険料は口座振替で払い込みいただきます。

※退職後継続の場合、保険料は口座振替で払い込みいただきます。※退職後継続の場合、保険料は口座振替で払い込みいただきます。
【対象】 組合員とその配偶者

皆様から
いただいた
保険料 １年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金としてお支払い

する仕組みとなっています。なお配当率はお支払時期の前年度決算により
決定しますので、将来お支払いする配当金額は現時点では確定していません。

万が一のことがあった組合員へ月々の生活費をお支払いします。

運営資金
7Lプラン：約28.6％
7Lプランサポート：約60.7％
入院援助金：約44.8％

平成25年配当率
※ 配当金は毎年全員口
座に送金されます。

お手続き期間 平成２6年６月上旬～８月上旬（予定）

更 新 募 集 の ご 案 内
（保障開始） 平成27年１月１日

日額は本人、配偶者ともに5,000円のみ。また、
三大疾病の場合は日額10,000円になります。
退職後も団体扱のまま継続が可能です。（69歳まで）

詳細につきましては共済だより６月号及び後日配布されるパンフレットをご参照ください。

●退職後も団体扱にて継続可能です。（平成25年1月1日より変更となっております）
　７Ｌプランサポート 80歳　　入院援助金 69歳　　入院保障プラン 69歳
　退職後継続保障制度 70歳　　重病克服支援制度 70歳

　共済生活保険は、共済組合員の相互扶助制度として平成26年１月1日更新時現在
28,000名を超える組合員にご加入いただいております。現在ご加入されていない方
や保障の見直しを考えている方は、是非この機会にご検討ください。

7Lプラン（セブン・ライフ・プラン）

入院援助金

 7Lプランサポート

入院保障プラン
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５月中旬

６月上旬

６月中旬～

８月上旬頃

在職中から退職後70歳まで、死亡・高度障害時
の保障を継続することができます。

在職中に積み立てた掛金を退職後、年金にあてて
いただける制度です。

がんと診断確定されたとき、または急性心筋梗
塞・脳卒中を発病して所定の状態になられたと
き、もしくは所定の手術を受けられたとき、治療
費として一時金が給付されます。

被保険者が地方公共団体の職員としての業務に
つき行った行為に起因して保険期間中に住民訴
訟または被保険者に対する民事訴訟がなされた
ことにより、被保険者が損害を被った場合に損害
賠償や争訟費用がお支払の対象になります。
配当金はありません。

 受取方法は年金の他に一時金又は、一時払退職後
終身保険に転換することも可能です。

【対象】 組合員とその配偶者

【対象】 組合員

【対象】 組合員とその配偶者

【対象】 組合員

詳細につきましては共済だより６月号及び後日配布されるパンフレットをご参照ください。

保険料率は新規加入時から変わりません。
配当金はありません。
退職後も団体扱のまま継続が可能です。（70歳
まで）

保険料率は新規加入時から変わりません。
配当金はありません。
退職後も団体扱のまま継続が可能です。（70歳ま
で）

制度概要チラシ（説明希望票付）の配布

推進スタート（所属所により推進日程は異なります）

今年度の制度概要がホームページにアップされます。

申込書締切（締切日の確定は４月上旬になります）

時　期 内　容

退職後継続保障制度

MFEプラン

重病克服支援制度

訴訟費用保険

今 後 の 流 れ  （予定）

※退職後継続の場合、保険料は口座振替で払い込みいただきます。※退職後継続の場合、保険料は口座振替で払い込みいただきます。
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　共済組合では、通常の住宅貸付のほかに、住宅財産形成貯蓄をしている方を対象に、財産

形成事業に関する政令に基づく住宅資金の貸付を実施しています。連合会が取扱い窓口となっ

た貸付のため貸付日等が限られておりますが、低金利などの利点がありますので住宅取得資

金にお役立てください。募集の通知については、共済事務担当課へ送付いたします。

　なお、詳細については共済組合福祉課（☎048‐822‐3305）へお問い合わせください。

財産形成住宅貸付のご案内

貸付実施時期 年2回（6月及び10月）

申込み受付 貸付実施時期の前月中旬を予定

対象物件 新築・増改築・購入（中古住宅等含む）

貸付利率 年利0.97％（変動する場合があります）

申込み資格 住宅財産形成貯蓄を１年以上継続し、貯蓄額が50万円以上ある方

申込額の単位 50万円以上　10万円単位で貸付

申込限度額  貸付日現在の住宅財産形成貯蓄額の10倍（上限4,000万円）の範囲内で退職手当
金の額に200万円を加えた額まで

組合限度額  平成26年度における本組合の貸付総額については、連合会より通知され次第、
共済事務担当課へお知らせいたします。

その他

①償還期間は、金額に関係なく15年となります。
②償還方法は、毎月元利均等償還のみとなります。
③一部繰上償還はできません。
④抵当権の設定は必要ありません。

27共済だより
2014.4.April No.594



「えらべる倶楽部」からのお知らせ　

祖父母

両親

兄弟姉妹 配偶者

配偶者

配偶者

子供

孫

兄弟姉妹

両親

祖父母 祖父母 祖父母

本人

配偶者配偶者

７月１日～９月30日宿泊に限り、国内宿泊の割引特典を増額します！

お一人様１泊につき

宿泊割引に関するお問い合わせ

《ご利用範囲》
「会員本人及び配偶者とそれぞれの２親等」の範囲

JTBベネフィットサービスセンター
TEL：03-5646-5540
TEL：0120-924-033
※フリーコールは携帯電話、PHS、
　一部一般電話からはご利用いただけません。

平日10：00～ 21：00
土日10：00～ 17：00
祝日・年末年始（12/30 ～ 1/3）は休業

3,000円割引！通常期（７～９月宿泊以外）
お一人様１泊につき
1,000円割引のところ

期間限定増額キャンペーンにより
最大１泊3,000円の宿泊割引が受けられます。

えらべる倶楽部宿泊補助金のご案内

宿泊割引増額
キャンペーン

受付
時間

（7月～９月宿泊分）

対 象 商 品  「えらべる倶楽部」宿泊プラン・「えらべる倶楽部」お値打ちの宿・
 「えらべる倶楽部」ホームページ紹介宿泊プラン・エース JTB・
 サン＆サン・日本の秘湯
 ※るるぶトラベルは通常期１泊500円割引となります。また、割引増額対象外です。

対　象　者 会員と配偶者およびそれぞれの２親等以内のご親族
ご利用条件 ①年間１会員につき15人泊まで 
 ②１回のご旅行につき５名様６連泊まで
 ③複数の会員同士の旅行は合計19名までが適用対象
お 申 込 み  JTB 店頭 ･JTB 総合提携店・PTS 店頭、JTB旅の予約センター

※日本の秘湯、「えらべる倶楽部」ホームページ紹介宿泊プランは専用デスクへ。
　「えらべる倶楽部」宿泊プランは会員用ホームページからもお申込み可能です。

定
限期

夏

28 共済だより
2014.4.April No.594



物資割引契約のお知らせ！
有限会社 蓮浄社と契約 （平成26年4月1日）

　共済組合では、組合員の皆様を対象に物資割引契約を行っておりますが、この度 有限会社 蓮浄社
（仏事全般業務取扱業者）と割引契約を結ぶことといたしましたのでお知らせいたします。

   有限会社　蓮浄社

　〒330-0056 さいたま市浦和区東仲町8-19　TEL.0120－37－0631

　（利用資格者）　組合員、被扶養者及びその家族
　（利 用 方 法）　電話で利用日等の予約をしてください。
　　　　　　　　申込みの際に組合員あるいは、その家族であることを申出ください。
　　　　　　　　後日、確認のため組合員証等を明示していただくこととなります。
　（そ　の　他）　不明な点及び詳細につきましては、蓮浄社へお問い合わせください。

蓮浄社　取扱対象商品割引価格一覧表
プラン一覧 通常一般価格 特別割引価格 割引率

30万円プラン（白木祭壇） 300,000円（税別） 240,000円（税別） 20％割引
50万円プラン（生花祭壇） 500,000円（税別） 400,000円（税別） 20％割引
70万円プラン（生花祭壇） 700,000円（税別） 560,000円（税別） 20％割引

【プランに含まれている項目】
●祭壇　※プランにより異なります　●寝台車　※病院へお迎え（10km以内）
●布張り棺　　　　　　　　　　　　●ドライアイス処置1回分　　　　 ●枕飾り（お参り道具一式）
●ローソク・線香類（消耗品）　　　●カラー写真　　　　　　　　　　●手札版押花額
●白木位牌　　　　　　　　　　　　●役所手続き代行　　　　　　　　●会葬礼状100枚
●果物　　　　　　　　　　　　　　●盛り菓子　　　　　　　　　　　●受付用具
●事務用品一式　　　　　　　　　　●式場看板　　　　　　　　　　　●看板下アレンジ生花
●焼香所　生花　　　　　　　　　　●司会進行　　　　　　　　　　　●斎場案内
●骨壺（白瓶3点セット）　　　 　　●後飾り祭壇　　　　　　　　　　●人件費　※会葬30名迄

【プランに含まれていない項目】
○寝台車　移送　　　　　　　　　　○霊柩車　　　　　　　　　　　　○マイクロバス
○人件費　※会葬30名以上の場合  　○ドライアイス追加分

【 オ プ シ ョ ン 】
○生花祭壇　生花祭壇は多種多様、オリジナルデザインがございます。
○納 棺 師　メイクや、お好きだったお召し物にお着せ替えさせていただきます。

【 そ の 他 割 引 】
※1　会葬返礼品は定価より10％割引とさせていただきます。
※2　生花・花環　ご喪家が注文の場合は10％割引とさせていただきます。
※3　料理代金の10％割引をさせていただきます。
※4　現代仏壇・仏具の販売は、最大30％割引とさせていただきます。
※5　墓石工事の10％割引とさせていただきます。
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　レクリエーション施設利用券は、組合員及び被扶養者（本組合にて組合員証等が発行されている方）に限り利用可能です。その
他の方には絶対に譲渡しないでください。
　また、利用回数には制限があり、レジャー施設は１年度内（4月1日～3月31日）1施設につき１人１回が利用限度となっています。
ただし、映画館及び日帰り温泉については、指定施設の中から1年度内1人3回を限度とします。
　なお、利用資格のない方が利用した場合、または利用回数が制限を超えた場合は、助成金額の返還請求を行いますので、利用に
ついてはご注意願います。
　利用券の使用可能な施設については、「共済事業のあらまし」又は共済組合ホームページ（最新情報）のレクリエーション施設一
覧表にてご確認ください。
　利用券裏面にある施設一覧については、最新のものでない場合がありますのでご注意ください。

レクリエーション施設利用券の記入方法

 レクリエーション施設利用方法のお願いについて

※ 左記、例のように利用券の新規作成分より続柄記入欄を削除しておりますので、
既にお持ちの利用券についても、続柄コードの記入は不要となります。なお、従
来どおり記入があっても差し支えありません。

レクリエーション施設利用券使用時の注意点

❶ ❷
❸ ❹ ❺

❼❻

【組合員証（表面）】

平成26年 4月 1日

埼９９９

平成26年 4月25日交付

❹❸

共済組合ホームページ　http://www.saitama-ctv-kyosai.net/

● 市町村名又は一部事務組合名をご記入ください。

● 組合員本人の氏名をご記入ください。

● 組合員証に記載されている【埼】から始まる番号を
右詰めでご記入ください。

● 組合員証に記載されている番号を右詰めで
ご記入ください。

● 施設をご利用する日をご記入ください。

● 利用券を使用する方の氏名をご記入ください。

● 利用券を使用する方の生年月日をご記入ください。

❶所属所名

❷組合員氏名

❸所属所番号

❹組合員証番号

❺利用年月日

❻利用者名

❼利用者生年月日

物資割引契約内容変更のお知らせ！
ジャルパック（国内旅行）と契約（平成26年4月1日）

　共済組合では、組合員の皆様を対象に物資割引契約を行っておりますが、この度、これまで海外旅行の取扱
いのみであったジャルパックと、国内旅行についても割引契約を結ぶことといたしましたのでお知らせいたします。

取扱品目及び割引率 手続き方法
■電話
（国内） ： 050-3155-3333　（海外） ： 03-5715-8459
営業時間：9:00～18:00（年末年始・一部除外日あり）
※ 申込の際は、オペレーターに「組合員」である旨お伝えください。
組合員証の提示は不要です。

　 なお、商品の詳しい紹介（パンフレット等）を送付致しますので、
送付先をご指示下さい。

■インターネット
【専用アドレス】http://www.jal.co.jp/tourlink/saitama-ctv
【キーワード】saitamactv 　　【パスワード】minasama

区 分 商品名 割引率

国 内 JALパック、ふらり、
マイステイ、JAL紀行倶楽部 5%

海 外

JALパック
（コース番号が「JA」から始まるもの） 5%

JALパックスペシャル
（コース番号が「JZ」から始まるもの） 3%
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小さな旅のおとも

草津温泉トラベルノート
日本三名泉に選ばれる草津温泉は、豊富な湯量と殺菌作用の高い泉
質を保つため泉質主義を宣言しています。自然の恵を活かした入浴
方法は他では体験できないものです。今回は草津温泉のシンボル、
湯畑周辺にスポットを当て、気軽に利用・体験できる施設をご紹介
します。春先の過ごし易い気候の中、のんびりと温泉に浸かり、心
も体もリフレッシュしてみてはいかがでしょうか？

アルペンローゼからのご案内・4月

お申し込み・お問い合わせ

ホームページアドレス  www.saitama-ctv-kyosai.net

【草津保養所アルペンローゼ】
〒377-1711
群馬県吾妻郡草津町草津 512-2

（0279）88-1300（代）

【埼玉県市町村職員共済組合 施設課】
〒330-0064
埼玉県さいたま市浦和区岸町 7-5-14
さいたま共済会館内

（048）822-3304

埼玉県市町村職員共済組合草津保養所

かつては共同浴場として利用されていましたが、現
在は草津に江戸時代から伝わる入浴法「時間湯」を
伝える場となっています。時間湯とは草津源泉の
高い温度と強い酸性を利用した温泉療法です。お
湯の効能を最大限活かす方法として、水を使わず
自然に温度を下げる、「湯もみ」が考案されました。
ここでは「草津湯もみ唄」に合わせた湯もみショー
が行われ、どなたでも体験することができます。

アルペンローゼ利用助成施設

※湯もみ体験に参加した人には賞状と記念品が贈呈されます。

アルペンローゼでは、周辺施設の入場料などの一部を助成しています。
ご利用の際は、アルペンローゼのフロントまでお申し込みください。

草津に来たら一度は体験してみよう！
湯畑周辺には、草津温泉を気軽に楽しめる足湯や手湯がありま
す。湯けむり亭はかつてこの場所にあった共同浴場「松乃湯」
を再現した総檜づくりになっています。

施設名 期間 区分 利用金額 助成金額

熱の湯
「湯もみと踊り」 年間

大人 400円
200円

小人 250円

❶ 熱の湯（湯もみ体験）

草津温泉
イベントカレンダー

月
第18回
ツール・ド・草津

下旬4

月
光泉寺花まつり

上旬5
月

シャクナゲ
群落めぐり

中旬5
月

キャンドルイベント
“夢の灯り ”

10日・
17日・24日5

月
氷室のふるまい

下旬5
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〒329-2921　栃木県那須塩原市塩原1074

客 室
宿泊定員
浴 室
宴 会 場
会 議 室
娯楽施設

38室（和室29、洋室5、和洋室3、ハンディキャップルーム1）
143名
男女大浴場（露天風呂有）、家族風呂
大宴会場（100帖、分括可）小宴会場（24帖）
大会議室（100名、分括可）小会議室（18名）
スナック、カラオケルーム、麻雀室等

  9,060円（通常期　平日1泊2食サ税込）
10,842円（通常期　土曜日及び休前日1泊2食サ税込）

URL  http://www.tochigi-kyosai.jp

大浴場 和　室

ご予約
お問い合わせは

お車で
　東北自動車道西那須野塩原I.Cから17km（30分）
電車で
　①ＪＲ東北新幹線那須塩原駅下車西口JRバス塩原温泉バスターミナル行終点下車　徒歩５分
　②野岩鉄道会津鬼怒川線上三衣塩原温泉口駅下車、ゆーバス追沢橋下車すぐ
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5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

洋 室
喫 煙 × ×

休
　
館

禁 煙 × × ▲

和 室
喫 煙 × ×
禁 煙 × × × ▲ × ▲ ▲ ▲

6月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

洋 室
喫 煙 ▲ ▲ ▲ ▲ ×
禁 煙 ×

和 室
喫 煙 × × × × ×
禁 煙 × ▲

9・10月の土曜日等の利用希望を受け付けております。

送付先　 ●郵送  〒330-0064　さいたま市浦和区岸町7丁目5番14号　埼玉県市町村職員共済組合施設課（保養所担当）
● TEL  048-822-3304　FAX 048-822-3340

抽選区分 抽選日（宿泊日） 締切日
9 月 6日・13日・14日・20日・27日 5月1日
10月 4日・11日・12日・18日・25日 6月2日

「アルペンローゼ」 9・10月の利用希望受付

「アルペンローゼ」 5～7月の空室状況（3月12日現在）

草津保養所アルペンローゼ 
TEL 0279-88-1300
共済組合施設課（保養所担当） 
TEL 048-822-3304（直通）

お申し込み・
お問い合わせ先

レクリエーション
施設のお知らせ

※なお、最新の空室状況は、共済組合ホームページをご覧ください。
［共済組合ＨＰ］ http://www.saitama-ctv-kyosai.net/

…まだ空室があります ▲…お早めに ください
×…満室です（キャンセル待ちをどうぞ） 抽…抽選作業中です

　男　35,235 人
　女　18,915 人
　計　54,150 人

組合員数

2,546 人

任意継続
組合員数

53,749 人

被扶養者数

（平成26年2月末現在）組合の状況

草津保養所「アルペンローゼ」からのお知らせ

表 

紙 

説 

明

課題の部「公園」　優秀賞『春色の絨毯』
斉藤 明彦さん（さいたま市）
黄色の花だけにピントを合わせ他をボカし望遠レンズ
をうまく使った大胆な作品。バックのシャドーの樹木
群の扱いも効果的です。

課題の部「公園」　佳作『つかまえた』
小島　茂さん（西入間広域消防組合）
カメラのポジションを低くして子供の気持ちがうまく
表現されている。周囲の様子をもう少し見たい。

平成25年度写真展入選作品　概評 日本写真家協会（JPS） 宮 田　均

○ 右記のレクリエーション施設
について、平成26年4月17日
より利用料金が変更となりま
すのでお知らせいたします。

県　名 施設名 利用者区分 利用料金 補助金額 備　　考変更後 変更前

埼玉県 湯屋敷　孝楽

平 日 大 人 600円 550円

500円 ＊大人は中学生以上
＊小人は３歳以上

〃  小学生 300円 300円
〃 小 人 200円 200円

土日祝 大 人 700円 650円
〃 小学生 350円 350円
〃 小 人 250円 250円

　ご希望の方は、各所属所の共済事務担当者から利用希望申込書を受け取り、必要事項を記入のうえ、締切日（必着）までに郵便またはFAXで
共済組合施設課あてにお申し込みください。なお、期間中1グループ1枚の申し込みとし、複数枚申し込みがあった場合は、利用希望日の一番早
い1枚を抽選対象といたします。　※お申し込みいただいた内容（宿泊希望日等）は、抽選が終了するまで変更等ができませんのでご了承ください。

※ 網掛け箇所が変更内容となります。　　※ 利用料金が補助金額以下の場合は、当該表示料金を補助金額とします。

7月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

洋 室
喫 煙 ×

抽
　
選

抽
　
選

抽
選

夏
休
み
抽
選

禁 煙 ×

和 室
喫 煙 ×
禁 煙 × ▲ ▲
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所属所名

建築地

ご相談希望内容

組合員番号 組合員氏名（フリガナ） 住　所 〒

電話番号

宛先 ： 　　 048-831-5867（代）  埼玉県市町村職員共済組合福祉課

組合員様は建物本体価格から４％割引になります。下記にご記入の上FAXで送付下さい。
住友林業（株）から資料をお届けいたします。

住友林業の家は、家族の暮らしを見つめる家です
ちょっと自慢の我が家の実例集　
住友林業の家は、家族の暮らしを見つめる家です
ちょっと自慢の我が家の実例集　

①収納編　  ②エコ住宅編　③3階建て編
④2世帯編　⑤子育て編　   ⑥賃貸併用住宅編

※下記欄に希望の番号及びご質問事項をご記入ください

住友林業の家
自家自讃3冊まで差し上げます

木と語りあう、本格注文住宅

　平成26年3月5日発行の共済だより3月号の記事に一部誤りがございましたので、下記のとおり訂正
させていただきます。
　組合員の皆様に、ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

共済だより3月号掲載記事に係るお詫びと訂正について

箇　　所 誤 正

Ｐ2 :下段
説明書き2行目

その給付率を変更し、育児休業開始時
から6ヶ月に達するまでの期間は

その給付率を変更し、育児休業開始時
から180日に達するまでの期間は

Ｐ3 :下段
（注）5

短期経理における特定保険料率は、
41.34‰です。

短期経理における特定保険料率は、
41.35‰です。
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完全予約制の人間ドック専門施設

当クリニックでは、誠意ある対応を常に心がけ、
受診者の皆様がよりいっそう健康な生活が送れることを
目標としております。

レインボークリニック
○駅前で利便性の高い、新設・移転した新しい施設です。
○精度管理を重視した質の高い検査を行っております。

●清潔で心安らぐフロアーで、ゆったりとお待ちいただけます。
●多くの検査はワンフロアーの中で実施され、健診をエスコート
　しますのでスムーズに受診いただけます。
●人間ドックを受診された方には、お食事券をご提供しております。

【所在地】〒339-0057　さいたま市岩槻区本町3-2-5ワッツ東館２階
　　　　TEL：048-758-3891　FAX：048-758-3893
〈休　日〉日曜・祝日・年末年始    〈最寄駅〉東武野田線　岩槻駅　駅前

※『共済だより』は、環境保全に協力するため再生紙を使用しています。

埼玉県市町村職員共済組合指定契約健診施設
人間ドック健診施設機能評価認定施設・マンモグラフィ検診施設画像認定施設
IMSグループ　医療法人社団明芳会

★8F( 女性専用健診フロア )　スタッフは全て女性職員です。
★9F( 脳ドックセンター ) 　  専用階段にて健診衣のままご利用可能です。
★10F( 男性専用健診フロア ) ご夫妻でのご希望は10Fでの実施となります。

【お問合せ先】〒170-0013　東京都豊島区東池袋1-21-11　オーク池袋ビル8F・9F・10F
　　　　　　TEL：03-3989-1112　FAX：03-3989-1220　　http://www.ims.gr.jp/ikebukuro/

1.5T MRI 装置

8F検査フロア（女性専用）8F休憩スペース

池袋ロイヤルクリニック
2013年2月、施設内に脳ドックセンターを
開設いたしました。

T2強調画像 MRA画像専用階段




