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平成27年度

事業計画及び
予算決まる

原口理事長（鴻巣市長）　第197回組合会にて

　今年度の収入については、10月からの被用者年金一元化に伴う標準報酬制への移行により掛金・負担金の増収が見込まれ
るため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、357億5,700万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347億9,200万円程を見込み、収支の結果9億6,500万円の
当期短期利益金を見込んでおります。
　この当期短期利益金は、医療費の支出額が増加
した場合に減少が見込まれるものとなっております
ので、短期財政の安定のためには医療費を増加させ
ない取組みが必須となってまいります。共済組合で
は「平成27年度医療費適正化対策事業」（12～13
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に保健事業と連
携し疾病予防・健康保持に取り組むこととしておりま
す。引き続き組合員と被扶養者の皆様のご理解ご協
力をお願いいたします。
　なお、平成27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、40.62‰となります。

●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

保健給付等
16,199,743

掛金・負担金
31,213,871

その他
2,060,197

前年度繰越
支払準備金
2,483,839

その他
2,055,317
当期短期
利益金
965,621

次年度繰越支払準備金
2,432,094
退職者給付
拠出金
661,967

老人保健
拠出金
180
前期高齢者納付金
後期高齢者支援金
13,442,985

支 出 34,792,286 収 入 35,757,907
（単位：千円）

総 則 事 項
　平成27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。
　また、被用者年金一元化に伴い、掛金・負担金の基礎となる給料が本俸から
諸手当を含む標準報酬制に10月より移行されます。
　その他、平成27年度の主な内容について、お知らせいたします。
　短期経理財源率については、標準報酬制への移行に伴い、掛金・負担金の増加が見込まれ、当期短期利益金が見込まれております
が、平成27年度より、給与の総合的な見直しや後期高齢者支援金の計算方法が段階的に変更されるなど、先行きの予測が難しいこ
とから、今年度においても、財源率を据えおくことといたしました。
　次に長期経理です。
　共済年金が本年10月に厚生年金と統合されることになり、長期経理は9月までとなり、10月以降は「厚生年金保険経理」、「退
職等年金経理」及び「経過的長期経理」の3つに分かれることになります。
　長期の財源率につきましては、5年に1度の再計算が昨年実施され、平成30年まで毎年9月に引き上げられ、27年度は9月より
掛金・負担金率をあわせて、総報酬ベースで千分の3.54の引き上げになります。
　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
助成の対象範囲を任意継続組合員（その被扶養者含む）まで拡大することといたします。
　また、平成27年度においては、草津保養所アルペンローゼの大規模なリニューアル工事及び設備修繕工事を行う予定です。
　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 112所属所
組 合 員 数 54,158人
任意継続組合員数 2,317人
被 扶 養 者 数 53,227人

平 均 給 料 月 額 短期 410,734円
長期 409,810円

平均期末手当等 短期 1,469,667円
長期 1,467,631円

　去る3月3日第197回組合会において、平成27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。
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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27年度については、10月の被用者年金一元化により、共済年金は厚生年
金と統合されるため現行の長期経理については、平成27年9月末までの取り扱いとなります。
　平成27年度は、平成26年に行われた財政再計算により、9月から財源率が3.54‰引き上げとなります。このことにより、9月末
までの掛金・負担金の総額は403億6,000万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27年度の共済年金額については、4月より0.9％引き上げの改定が行われます。詳しくは8ページをご参照ください。

平成27年9月末まで　　　　　　　　　（単位：千円）

支出 掛金・負担金払込金 40,360,468
収入 掛金・負担金 40,360,468

　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27年度の運用額については、預金3億
3,900万円、市町村債の引き受け87億8,200万円及び貸付経理への長期貸付金107億
7,100万円を合計した198億9,200万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3億5,500万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。

（単位：千円）

支出 支払利息 355,525
収入 利息及び配当金 355,525

仲川議員（狭山市長） 持田議員（小川町） 田中議員（所沢市）

●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

　平成27年10月からの被用者年金一元化で共済年金は厚生年金と統合
されることにより、従来の長期経理に代わる経理となります。
　平成27年10月以降標準報酬制に移行となり、9月より引き上げられる
財源率で組合員保険料と所属所負担金を徴収いたします。その総額は
367億1,400万円程となり、全額連合会へ払い込みます。

平成27年10月～　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

支出 組合員保険料・所属所負担金払込金 36,714,771
収入 組合員保険料・所属所負担金 36,714,771

●平成27年10月からの被用者年金一元化により新設される経理です。厚生年金保険経理

●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

　平成27年10月の被用者年金一元化により、共済年金の職域相当部分は廃止と
なりますが、新たに「年金払い退職給付」が創設されることにより、新設される経理で
す。平成27年10月以降発生する公務上の障害・遺族の年金給付についても、こちら
の経理で行います。
　平成27年10月以降7.5‰（注）の率で掛金・負担金を徴収し、その総額25億7,900万円程の全額を連合会へ払い込みます。
　（注）掛金・負担金率の7.5‰は予定の率です。

●平成27年10月からの被用者年金一元化により新設される経理です。退職等年金経理
平成27年10月～　　　　　　　　　　（単位：千円）

支出 掛金・負担金払込金 2,579,286
収入 掛金・負担金 2,579,286

　平成27年10月の被用者年金一元化により廃止された旧職域相当部分の支払いや既裁
定の公務上年金の支払いに係る経理として新設される経理です。所属所負担金として公務
財源率0.263‰で徴収した4,580万円程を全額連合会へ払い込みます。

●平成27年10月からの被用者年金一元化により新設される経理です。経過的長期経理
平成27年10月～   　　　　　（単位：千円）

支出 負担金払込金 45,872
収入 負担金 45,872
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　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1,920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3,070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10,380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1億2,000万円、委託費8,100万円及び
事務費5,400万円等必要最小限の費用を見込んで
おりますが、平成27年度末には3,200万円の当期損
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。

支 出 875,620 843,576収 入

事務費
負担金
払込金
250,174

職員給与
272,530

事務費
負担金
562,565

短期経理
より繰入
104,059

連合会
交付金
174,543

賃借料
120,446

委託費 81,329

事務費 
54,222

その他 96,919
その他 2,409

当期損失金 32,044

（単位：千円）

●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

疾病予防
対策費
651,928

掛金・負担金
1,369,593

施設利用助成費
155,608

保健体育
奨励費等  
172,100

その他
480,374

当期利益金
29,848

その他
120,265

支 出 1,460,010 収 入 1,489,858
（単位：千円）　主な支出として、人間ドック等の疾病予防対策費に約6

億5,200万円、草津保養所・契約保養所等の利用助成に約
１億5,600万円、スポーツ大会、レクリエーション助成等に
約１億7,200万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4,900万円を計上しています。
　また、保健事業の内容については、6ページに掲載して
おりますので、ご参照ください。

●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

　平成27年度の利用率は、平成26年度決算見込みに努力
目標数値を加味させていただき、63％と推計し、施設収入
を2億4,760万円と見込んでおります。この施設収入金額
は、平成27年度において、大規模なリニューアル工事及び
設備修繕工事を平成27年6月6日から7月14日までの39
日間を休館して施工させていただきますので、327営業日
で算出しております。
　支出につきましては、利用者へのサービス低下に繋がらな
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3億4,370万円を見込ませていただ
き、年度末には、当期利益金として2億5,980万円生じる見込
みとなっております。この当期利益金につきましては、主に定期的な大規模修繕に備えるために引当金として積み立ててきた特別
修繕引当金を取り崩すことに伴い生じるものであり、結果的には修繕費相当額分が当該利益金から減少することとなります。
　今後も経費節減に努めながら、リニューアルオープン及び「春の特別企画」、「秋・冬の特別企画」など普及宣伝活動を積極的
に実施し、利用率向上に努めてまいります。
　なお、保健経理からの繰入金として5,000万円を見込んでおり、この繰入分については、減価償却費及び租税公課に充てる
ものであります。

支 出 343,692 収 入 603,446

施設収入
247,511

商品売上
10,835

その他 5,100保健経理
より繰入
50,000

その他
82,961

当期利益金
259,754

特別修繕
引当金戻入
290,000

光熱水料
及び燃料費
　  36,578事業用

消耗品費 15,665
商品仕入
8,085

減価
償却費
47,497

委託費及び委託管理費
96,399

飲食材料費
56,507

（単位：千円）

●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）
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●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

國分議員（さいたま市） 板山議員（草加市） 金田議員（越谷市） 横溝議員（川越市）

利息及び配当金
7,861,533

その他
205,863

当期利益金
478,421

その他
240,215

支払利息
7,417,464

支 出 7,623,327 収 入 8,101,748
（単位：千円）　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47億9,600万円増加することを見込ん
でおり、年度末貯金残高は4,203億円程となり、組合員にお支
払いする支払利息は約74億1,746万円の支出を見込んでお
ります。

組合員貸付金利息
344,842

その他
116,884

支払利息
284,828

支 出 401,712 収 入 346,200

その他
1,358

当期損失金
55,512

（単位：千円）

●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

白井議員（吉川市） 坂本議員（深谷市） 寺山学識経験監事

　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27年度においては、
24億円程返済する予定です。
　今年度は、貸付金の残高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、3億4,400万円程を
見込み、主な支出である預託金管理経理への支払利息は2
億8,400万円程を見込んでおります。

　平成27年度の利用率は、努力目標数値を加味させていただき、
51.4％と推計し、収入総額を1億7,190万円と見込んでおります。
　一方、主な支出につきましては、会館管理等の委託費と設
備保守費用等の委託管理費に3,673万円、光熱水料に1,369
万円、また、平成27年度は会議室内における壁クロス張替え
等修繕工事を行う予定としており、その費用も含め修繕費を
1,527万円等、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、支出総額は1億5,680万円となり、収支の結果、
1,510万円の当期利益金が生じる見込みとなっております。
　今後も普及宣伝活動を積極的に実施し、利用率向上に努め
てまいります。

●さいたま共済会館を運営する経理です。宿泊経理（会館）

当期利益金
15,044

支 出 156,780 収 入 171,824
委託費及び
委託管理費 
36,730

光熱水料
13,686

その他
60,046

修繕費
15,270

減価   
償却費
31,048

施設収入
54,877

賃貸料
116,088

その他 859

（単位：千円）
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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 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    ※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、
キャンプ場は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

融資金償還利息
80,034

その他
9,717

当期利益金
8,372

支 出 78,657 収 入 87,029

販売
手数料
4,990

その他
2,005

支払利息
68,940

（単位：千円）

●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

お問い合わせ先　総務課　☎048-822-3301

　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27年度の融資については、前年度よりやや減少した融資
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8,000万円
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6,900万円程を見込んでおります。
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　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る仕組みになっており、平成27年度からは後期高齢者
医療制度への計算方法が見直され、負担がさらに増大する見込みとなっております。
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3月3日に開催された第197回組合会において ｢医療保険及び年金制度等に関
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）、田中廣美理事（所沢市）、國分政義理事（さいたま市）、
板山裕樹理事（草加市）、金田敬司議員（越谷市）、横溝光男議員（川越市）、白井正議員（吉川市）、坂本善雄議員（深谷市）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
向けて組合員皆様のより一層のご理解とご協力をお願いいたします。

平成27年3月3日開催の「第197回組合会」で決議 ～全国市町村職員共済組合連合会理事長に要望書提出～

全国市町村職員共済組合連合会理事長に要望書を提出

　わが国の社会保障制度は、人口減少社会の到来、超高齢化の進行による人口構造の変化に加えて雇用・経済情勢の影響によ
り制度全般が大きく揺らいでいることから、持続可能な制度の確立が求められている。
　医療保険制度については、プログラム法による改革関連法案が今通常国会に提出され制度改正が進められる状況にあり、特に
共済組合の短期財政に大きな負担を強いている高齢者医療保険制度のひとつである後期高齢者支援金の計算方法を、保険料
負担の公平を図る観点から全額総報酬割に見直し、その割合を平成29年度までに段階的に引き上げることとしている。これは共
済組合をはじめ被用者保険全体に大きな負担増を強いるとともに、財源率の引き上げに直結することとなり共済制度を支える組
合員に大きな影響を及ぼすことになる。また、高齢者医療制度に対する財政支援のために財源率を引き上げることは、医療保険
者本来の安定した医療の提供などの責務を果たすことが困難な状況となり、組合員の地方公務員共済制度に対する信頼と支持
を失いかねないものと危惧しているところである。
　一方、年金制度については、本年10月からの被用者年金一元化による厚生年金との統合が目前に迫り、職域部分の廃止に伴
う退職等年金給付の新設など大きな変革期を迎えることとなる。また、一元化後においても、給付と負担の均衡を保ち永年にわ
たり持続可能な年金制度が確立されるよう今後の改革の動向を注視する必要があると考えるところである。
　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及び年金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、医療保険者からの支援等に依存することのないよう各保険者の意見も十分に踏

まえたうえで、理解と納得が得られるものとすること。
 （2）   医療保険制度の財政基盤を国庫負担により強化するとともに、将来を担う世代に対し負担を押し付けることのない持続

可能な制度とすること。
 （3）   先進医療及び難病対策など生命にかかわる必要な医療は、国が積極的に補助を行うこと。
 （4）   年金財政の長期的な健全化及び給付水準の維持を図り、公的年金制度に対する全世代の国民の信頼回復に努めること。
2. 全国市町村職員共済組合連合会への要望事項
 （1）   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。
 （2） 平成27年10月の一元化が、円滑にかつ確実に移行できるよう関係機関と協力して取り組むこと。
 （3） 年金給付に係る積立金の運用にあたっては、長期的な観点に立ち安全で効率的な運用に努めること。
 （4）  組合員貸付金の減少が続く中、組合員がより利用しやすい貸付制度となるよう、借入利率の引き下げ又は貸付金の財

源に他の福祉経理の余裕金を含めるなどの見直しを図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27年3月3日

埼玉県市町村職員共済組合
第 １ 9 7 回 組 合 会

医療保険及び年金制度等に関する決議

「医療保険及び年金制度等に関する決議」について
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一部負担金払戻金等の基礎控除額が変わります。
上位所得者の短期給付の

　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、
経過措置が終了し、平成27年4月診療分から次のとおりとなります。

□ 上位所得者（給料月額424,000円〔特別職にあっては530,000円〕
以上）の組合員及びその被扶養者

区　　分 平成27年3月診療分まで 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

41,000円 50,000円

合 算高額療養費附加金 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27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）

お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

　平成27年1月31日に総務省から「平成26年平均の全国消費者物価指数」が公表され、平成27年度の
年金額は、特例水準の段階的な解消やマクロ経済スライドによる調整と合わせて、基本的には0.9％の引
き上げとなります。（改定時期は4月分が支払われる6月支給期となります。）

平成27年度 共済年金の改定について
～0.9％引き上げの改定が行われます～

　年金額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。年金額の改定ルールは法律上規定されており、新規
裁定年金は名目手取り賃金変動率によって改定し、既裁定年金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。
　平成27年度の年金額は、年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率（2.3％）よりも物価変動率（2.7％）が高くなるた
め、名目手取り賃金変動率（2.3％）によって改定されます。さらに平成27年度は、名目手取り賃金変動率にスライド調整率
（▲0.9％）が乗じられることになり、平成26年度の本来水準の年金額からの改定率は1.4％となります。
　なお、現行の年金額は、本来の年金額より高い水準（特例水準）で支払われているため、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（▲0.5％）が行われるため、平成26年度の特例水準の年金額からの改定率は、基本的に
は0.9％となります。

年金額の改定について

お問い合わせ先　年金課　☎048-822-3307

市町村長が選挙する組合会議員の
補欠選挙が行われました

平成27年
4月診療分

から

　去る、3月24日に第4区市町村長側議員の補欠選挙が行われ、春日部市長の石川良三氏が当選
されましたのでお知らせいたします。
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インフルエンザ予防接種助成の対象範囲が広がります。
　インフルエンザ予防接種助成の対象者に任意継続組合員及びその被扶養者（以下「任継組合
員等」といいます。）が加わります。
　なお、任継組合員等の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。
❶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。

❷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）
又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、直接共済組合に
提出してください。
　また、助成金額については、退職後の指定金融機関に送金します。（毎月15日締め切り、翌月末送金予定）
※在職中の組合員及びその被扶養者の請求手続きについては、従来どおりです。

❸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）からダウンロードするか又は福祉課までご連絡ください。

お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

平成27年度から変更する福祉課の主な事業について

お問い合わせ先　施設課　☎048-822-3304

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

※ 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。

1
3 4 5

76

■ 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。

1所属所名

2組合員氏名

3所属所番号

4組合員証番号

5利用年月日

6利用者名

7利用者生年月日

レクリエーション施設利用券の記入方法

2

【組合員証（表面）】

埼９９９

平成27年 4月27日交付

43 埼９９９

平成27年 4月27日交付

44

平成27年 4月 1日

昭和59年 4月13日

レクリエーション施設の利用補助制度のお知らせレクリエーション施設レクリエーション施設レクリエーション施設レクリエーション施設レクリエーション施設レクリエーション施設レクリエーション施設のののののののののののののののの利用補助制度利用補助制度利用補助制度利用補助制度利用補助制度利用補助制度利用補助制度利用補助制度利用補助制度利用補助制度ののののののののののののののののお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせ
施設区分 平成26年度まで 平成27年度より
キャンプ場 指定施設の中から年度1回 指定施設の中から年度3回

▶ レクリエーション施設（キャンプ場）の利用限度回数が3回に増えました！

①利用資格者 利用日現在、組合員及び被扶養者である方
（本組合から組合員証等を発行されている方）

②利用回数制限（1年度内）

施設区分 利用限度回数
レジャー施設等 1施設につき1人1回

ゴルフ場・潮干狩り場 指定施設の中から1人1回
キャンプ場・映画館・日帰り温泉 指定施設の中から1人3回

▶ レクリエーション施設使用時の注意点
※  利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）でご確認ください。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。
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お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

平成27年10月から標準報酬制に移行します ❺
　シリーズでお知らせしています標準報酬制への移行について、先月号で平成27年10月の標準報酬制
導入時における標準報酬月額の決定及び掛金額の計算について、算定例を挙げて説明いたしましたが、
今号では、標準報酬制移行による影響について、Ｑ＆Ａ方式で見ていきたいと思います。

標準報酬制移行による掛金額への影響 （例：基本給328,000円のＡさん、Ｂさん、Ｃさん）

　現行の「手当率制」では、「基本給」を掛金の算定の基礎とし、一般組合員及び特定消防組合員の掛金率は、「手当率1.25」
を掛けたものとなっています（特別職及び市町村長は手当率1.00）。
　これは、全ての地方公務員（市町村等、県、公立学校、警察の職員）の基本給に対する諸手当の割合の平均が25％である
ため、一律に「手当率1.25」を掛けて計算するよう法令で定められているからです。
　一方、標準報酬制では、一律「手当率1.25」を掛けるのではなく、一人ひとり「基本給」と「実際に支給された手当（諸手当）」を
基に掛金の算定基礎額（標準報酬月額）を決定しますので、掛金（保険料）は、諸手当の割合により、現行と比較して増減します。
　そのため、基本給が同じ場合でも諸手当の金額によって標準報酬月額がそれぞれ異なりますので、掛金は一人ひとり違っ
てくることになります。
　また、退職等年金給付が新設されるため、その分の掛金が増加します。

　被用者年金制度の一元化の中で「標準報酬制」が導入されるため、一元化後の年金については「老齢厚生年金」となり、年
金額の算定について、平成27年10月以降の分は、標準報酬月額を基礎として計算します。
　また、現在の休業給付や災害給付の給付額は、手当率制により計算しています。標準報酬制移行後は、給付額の計算の基礎と
なる額が、基本給を1.25倍した額から標準報酬月額に変わるため、前述の掛金額と同様に給付額が増減することとなります。

手当率制

算定基礎額
410,000円

Ａさん、Ｂさん、Ｃさんの
掛金額は同じ！！ 掛金額減少

標準報酬制

基本給
×0.25

基本給に手当額相当25％
を足し、比較します。

基本給
328,000円

手当額相当　82,000円

Ａさん Bさん Cさん

基本給
328,000円

諸手当　49,200円 

基本給
328,000円

諸手当　82,000円

基本給
328,000円

諸手当　114,800円

報酬月額
377,200円

標準報酬月額
第22等級　380,000円

標準報酬月額
第23等級　410,000円

標準報酬月額
第24等級　440,000円

報酬月額
410,000円

報酬月額
442,800円

Q2 標準報酬制移行により年金や短期給付への影響はどうなりますか？
将来の年金額、また、育児休業手当金等の休業給付や災害給付に反映されます。A2

標準報酬制に移行すると掛金（保険料）はどうなりますか？Q1
 実際に受ける手当の額が基本給の25％より多い場合は、掛金（保険料）は増加し、少
ない場合は減少します。A1

増減なし 掛金額増加
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　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。

医療費100万円で「適用区分：ウ」の共済太郎さんの場合 ⇒負担割合：3割

「限度額適用認定証」を上手に使ってください！

病院での窓口負担が軽減されます！

自己負担限度額の計算例（70歳未満）

給料月額 所得区分 適用区分 限度額計算方法

特別職：830,000 円以上
一　般：664,000 円以上

上位
所得者Ⅰ ア 252,600 円＋（医療費－ 842,000 円）×１％

特別職：  530,000円以上830,000円未満
一　般：  424,000円以上664,000円未満

上位
所得者Ⅱ イ 167,400 円＋（医療費－ 558,000 円）×１％

特別職：  280,000円以上530,000円未満
一　般：  224,000円以上424,000円未満 一般Ⅰ ウ 80,100 円＋（医療費－ 267,000 円）×１％

特別職：280,000 円未満
一　般：224,000 円未満 一般Ⅱ エ 57,600 円

　「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Ⅰ」
で計算してみました。

窓口で支払う金額
（医療費の 3割）

300,000 円に
なります。

❷ 限度額適用認定証を提示しない場合

医療費　100万円
3割　300,000 円 7割　700,000 円

全額ご自身でお支払いいただき後
日、高額療養費 212,570 円を共済
組合より送金いたします。

共済組合負担

窓口で支払う金額
（自己負担限度額）

87,430 円に
なります。

限度額適用認定証を提示した場合❶

医療費　100万円
3割　300,000 円 7割　700,000 円

自己負担
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

お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

＊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
負担となりますので申請の必要はありません。

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（100円未満切り捨て）

共済だより
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　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、組合員数、被扶養者数が減少するなか医療費は横ばい状態が続いており、また、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支出の４割を超え短期給付財政を厳しい状況にしております。
　今年度においては昨年に引き続き、財源率の引き上げを行わないことにいたしました。そのため、支出の中心であ
る医療費を上手にお使いいただき無駄を省く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27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。

 Ⅰ 実施目的
1. 医療費に関する意識の高揚について
⑴　  医療費は、全て組合員の掛金等によって賄われている
ということを認識いただき適正な医療を受けるように
心掛けていただくとともに、医療費の増高を少しでも
抑える自衛意識の高揚を図るものであること。

⑵　  医療費通知書は、自己の受診した医療費の総額を知るこ
とによって医療費の実態を把握していただくとともに、
適正な診療であったか確認を願うものであること。

2. 健康管理の意識の高揚について
　健康管理は、自分自身の身体に関心を持ち、自分自身
の健康維持のために行うという意識の高揚を図るもので
あること。

 Ⅱ　実施事業
1. 医療費通知
　組合員等が組合員証等を使用して病院等で診療を受け
た場合、当組合から当該病院等へその医療費がいくら支
払われているかお知らせするものであること。
　この目的及び通知内容は、次のとおりであること。

⑴医療費通知の目的
① 組合員等が受診した際の医療費をお知らせすることに
より、実際にかかっている医療費の総額等を理解いた
だき、適正な受診を心掛ける等の認識を持っていただ
くこと。
② 共済組合からの医療費通知書により、医療機関からの
領収書等と照合いただき、診療日数、自己負担額及
び附加金等の支給金額に疑問や不明な点があった場合
は、共済組合へ連絡願うものであること。

⑵お知らせする事項
　受診者氏名、診療年月、日数、診療区分（外来、調剤
他）、医療費総額、法定給付額（共済組合で支払った額）、

平成 2 7年度医療費適正化対策事業実施要領
自己負担額及び送金に関する情報等を通知すること。

⑶医療費通知の時期及び送付方法等
①医療費通知は、年2回行うこと。
② 通知時期は、12月～5月診療分は8月に、6月～11月
診療分は2月にお知らせすること。

③ 医療費通知書は個人のプライバシーを守る様式にする
こととし、給付金等の送金通知書については毎月該当
する方に発行すること。

④ 医療費通知書は、各所属所を経由のうえ組合員へ配付
すること。

2. 保健事業による検診事業及び体力づくり
⑴疾病予防対策事業
　・人間ドック助成
　・脳ドック助成
　・併診ドック助成
⑵がん検診助成事業
⑶インフルエンザ予防接種助成事業
⑷カウンセリング助成事業
⑸特定健康診査・特定保健指導の実施
⑹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
等の開催

3. 医療関係各種統計の作成
　組合員等の年齢構成、男女別及び年齢別受診率、疾病
状況等の統計及びグラフを作成し、医療費増高の原因を
究明していくとともに、各所属所における健康管理及び
生活習慣病の予防等に役立てること。

4. 健康講座の開催
⑴目的
　医療費適正化対策事業の一環として、組合員と家族の
健康管理について関心を持っていただくため講座を開催

『医療費適正化対策事業』にご協力をお願いいたします！
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お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

すること。
⑵ 対象者は、組合員とその被扶養者（高校生以上の者）
⑶講師・講演内容・開催時期は未定
⑷参加費用は無料とすること。
⑸実施方法の詳細については、別途通知するものである
こと。

5. レセプト内容点検の強化
　資格審査・点数表との照合及び点検など、特に入院レ
セプト等請求点数の高いものについて、電算処理や専門
家の能力を積極的に活用したレセプト審査の強化を進め
ること。

6. 療養費の審査強化
　柔道整復師の療養費委任払いに係る不正請求等の防止
と、施術内容の適正化を図るため審査の強化と患者照会
を実施すること。
　また、鍼灸師の療養費委任払いについては、医師の同
意書の確認を徹底すること。

７. 重複受診等の防止、重複請求の発見及び処理
　全レセプトについて給付記録管理を行い、これを利用
して重複受診及び重複請求をチェックすること。

⑴重複受診の防止
　同じ病気で複数の医療機関または調剤薬局を受診して
いる場合、検査や処置、投薬などに重複した医療費が
かかり、体にも負担がかかる場合がある。さらに、薬の
服用過多や併合服用による薬害副作用等も考えられるの
で、適正受診のための普及活動の強化を図り、同時に医
療費の節減に努めていくこと。

⑵重複請求の発見及び処理
　医療機関からの重複請求については、給付記録管理に
より適正な処理を行うこと。

⑶時間外受診等の抑制
　①  早朝・夜間や休日の受診は、かかった医療費に深夜・休

日・時間外などの料金が加算され負担が増えるととも
に、救急医療にも支障をきたす場合があるので、夜間や
休日、時間外受診の影響について周知すること。

　②  子どもの急な病気に対応するための電話相談窓口につ
いて周知すること。

8. 第三者行為及び公務上の疾病にかかる処理
⑴第三者行為の求償権の行使
　第三者行為に係る求償権の行使にあたっては、その手
続きを迅速かつ確実に行うため負傷原因調査を行う等、
届出漏れのないよう一層の周知を図ること。

⑵公務上の疾病における組合員証使用の適正化
　公務上の疾病は、共済組合法の規定により給付の対象
とされていないことから、一時的に組合員証を使用する
場合には届出漏れのないよう協力依頼すること。

9. ジェネリック医薬品の普及促進
　薬剤に係る給付が伸びていることから、医療費が軽減
されるジェネリック医薬品（後発医薬品）の普及促進に
向けた取組みを行うこと。
　平成27年度については、生活習慣病で薬を服用され
ている方や同じ薬を複数の医療機関または調剤薬局から
受けている方を対象に「ジェネリック医薬品差額通知」
の配付を予定していること。

10. 被扶養者資格の適正化
　就職や収入が増加した方にかかる「取消」の申告もれ
をなくすため、被扶養者の資格について共済だより等で
定期的に周知すること。

11. 組合員証及び被扶養者証等の回収の徹底
　資格喪失後の組合員証及び被扶養者証等の回収を徹底
し、未回収による医療機関不正受診の防止に努めること。
　また、資格喪失後の受診にかかる医療費の返還請求に
ついて、その手続きを迅速かつ確実に行い早期回収に努
めること。

ジェネリック医薬品をお試しください。
　医師に処方される薬には先発医薬品とジェネリック医薬品があり
ます。特許の切れた先発医薬品と同じ成分で製造・販売されてい
る薬がジェネリック医薬品です。先発医薬品と効果が同等なうえ、
価格が安いので、すぐに医療費を減らしたい人におすすめです。と
くに、高血圧などの慢性疾患で、長期間、薬を服用している人が
先発医薬品からジェネリック医薬品に切り替えると、大幅に薬代を
減らせる可能性があります。

ジェネリック医薬品に切り替える時の注意点
● ジェネリック医薬品を試したいときは、医師・薬剤師に相談しましょう。
● すべての先発医薬品に対してジェネリック医薬品があるというわけではありません。
● 医師の治療方針等によって、ジェネリック医薬品に切り替えることができない場合があります。

処方せんのここをチェックジェネリック医薬品をお使いですか？
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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27年 4月27日交付

埼９９９

5
6 平成27年 4月 1日

昭和59年 8月 1日

組合員証をご確認ください！

1 組合員証等の記載事項について

【組合員証（表面）】

平成27年 4月27日交付

埼９９９

1
2

3
4

昭和59年 4月13日

平成27年 4月 1日
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お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

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
　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。

3 組合員証等は大切に保管してください
　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。

4 組合員証等に関する各種届出について
　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。

5 75歳を迎えた時には ……
　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、扶養取消し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。

被扶養者の取消しについて

※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。

認定取消し後の医療費等の返還について
　上記の扶養取消し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。

☆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。

　春は就職や進学など新しい生活がスタートするご家族も多いかと思います。
　「就職される方」が被扶養者である場合、被扶養者の「取消申告」と「被扶養者証の返納」をしていただく
必要がありますので、忘れずに手続きをお願いします。

被扶養者の異動手続きを忘れずに!
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なるほど。
万が一にそなえて、調べ
ておくことは大切ですね。

そうだね。
でも、健康で長生きが
一番大切だけどね。

そうだったんですか。
そういえば、被用者
年金の一元化が実施
されますけど、遺族
共済年金も変わるん
ですかね？

少し変わるかな。
例えば、転給制度の有
無が大きな違いだね。
それは厚生年金にそ
ろえることになったみ
たいだよ。

先輩お疲れ様です。
何か調べものをして
るんですか？

この前、友人が事故
にあってね…

特に問題はなかったんだけ
ど、自分のことに置き換え
たら色々心配になってね。
遺族年金について調べて
いたんだよ。

えっ！
大丈夫だったん
ですか？

　遺族共済年金は、組合員が在職中または退職後に死亡
したとき、その方に生計を維持されていた遺族に支給され
る年金です。
　被用者年金の一元化が行われる平成27年10月以降は、
遺族共済年金は厚生年金にそろえて「遺族厚生年金」とな
ります。
　遺族共済年金と遺族厚生年金では、転給制度の有無な
どの違いがありますが、その差異についても厚生年金にそ
ろえることで解消されます。

遺族共済年金と遺族厚生年金の制度間の差異

制度的な差異は基本的に
厚生年金に揃えられます
～遺族給付編～

遺族共済年金の支給要件

・組合員が在職中に死亡したとき
・  組合員が退職後に組合員であった間の傷病が
原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
・  障害等級が1級または2級の障害共済年金ま
たは昭和60年改正前の法による障害年金の
受給権者が死亡したとき
・  退職共済年金の受給権者またはその受給権を
満たした者が死亡したとき
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お問い合わせ先　年金課　☎048-822-3307

遺族の年齢条件の一部が変わります

　遺族年金を受給できるのは、組合員または組合員であった方が死亡した当時、その方によって生計を維持されて
いた遺族（配偶者、子、父母、孫及び祖父母）です。
　共済年金と厚生年金では、受給権が発生する年齢条件が一部異なっており、一元化後は厚生年金と同様になります。

例  組合員である妻が死亡　　妻の死亡当時の遺族　夫：54歳　子：24歳（障害なし）の場合
　　　一元化前　→　夫に遺族共済年金の受給権が発生します。
　　　一元化後　→　夫・子いずれも年齢条件により受給権は発生しません！

転給制度が廃止されます

A 平成27年10月の一元化より前から受給権が発生している場合は、20歳になっても引き続き
支給されます。

Q 平成27年9月以前から遺族共済年金を受給してい
る障害のある子は、20歳になると支給されなくなり
ますか？

ここが知りたい！

Q A&

　現行の遺族共済年金は、受給できる遺族の順位が決まっており、先順位者がいる場合は次順位者には支給され
ません。ただし、先順位者が失権したときは、次順位の方に引き続き支給されます。これを転給制度といいます。
　この転給制度は、共済年金特有の制度であり、被用者年金一元化後は廃止されるため、平成27年10月1日以
降は、次順位者の受給権は消滅します。

■ 転給制度の廃止による受給権の消滅■ 遺族共済年金の受給順位

祖父母●❹

孫●❸

父母●❷

配偶者（妻または夫）
及び子●❶ 遺族共済年金を受給中の子のいない妻が死亡したとき

●❶配偶者（妻）

失権（死亡） 失権（死亡）

平成27年
9月30日以前

平成27年
10月1日以後

●❷ 次順位者（父母）
に転給

●❷次順位者（父母）
　 に転給しない

共済年金 厚生年金（一元化後）

妻 年齢制限なし

夫・父母・祖父母 年齢制限なし
（支給開始は原則60歳から）

55歳以上
（支給開始は原則60歳から）

障害等級 1級または 2級の
障害状態にある子・孫 年齢制限なし 20歳未満

障害の状態にない子・孫 18歳の誕生日の属する年度末まで
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※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」宿泊プランは会員専用ホームページからもお申込み可能です。

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・
 JTB サン＆サン・日本の秘湯
 ※るるぶトラベル・るるぶトラベルツアーは通年１泊500円割引となります。（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年度内１会員につき15人泊まで（4月～翌年3月の期間） 
 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

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

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

7月16日～9月30日及び12月24日～1月7日
の宿泊に限りお一人様１泊につき

3,000円割引！
通常期

お一人様１泊につき
1,000円割引のところ

えらべる倶楽部宿泊補助金のご案内

宿泊割引に関するお問い合わせ
JTBベネフィットサービスセンター

受付
時間

　毎年、夏期期間（7月1日～9月30日）の92日間を利用して、宿泊割引増額キャンペー
ンを実施していますが、平成27年度については、夏期期間（7月16日～9月30日）の
77日間と年末年始（12月24日～1月7日）の15日間に分けてキャンペーンを実施する
こととしましたのでお知らせします。

宿泊割引増額
キャンペーン

（7月16日～９月30日宿泊分）

（12月24日～ 1月7日宿泊分）

定
（7月16日～９月30日宿泊分）（7月16日～９月30日宿泊分）

定限限期
（7月16日～９月30日宿泊分）（7月16日～９月30日宿泊分）

期夏

「えらべる倶楽部」からのお知らせ　

定
（12月24日～ 1月7日宿泊分）（12月24日～ 1月7日宿泊分）

定限限始
（12月24日～ 1月7日宿泊分）（12月24日～ 1月7日宿泊分）

始年年末
（12月24日～ 1月7日宿泊分）（12月24日～ 1月7日宿泊分）

末年
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空 港

空港宅配サービス　
　宅配料金 (出発・宅配 )
➡1個につき200円引
   宅配料金 ( 往復宅配 )
➡1個につき300円引

直接
申込

海外で！空港で！えらべる倶楽部が使えます!!
ワクワクドキドキの海外旅行。
さらにえらべる倶楽部を使って、海外や空港でトクしませんか ?

「えらべる倶楽部」には、
海外でもトクする

サービスがあります。

※  【ご利用に際してのご注意】ご利用の際は会員証とホームページのご案
内書をプリントアウトし、あわせて現地へご呈示ください。

飛び立つ前に
おトクなサービスで、
旅を一層楽しく♪

ルックJTB・お買い得旅
基本旅行代金➡５％補助

（5名様まで・こども代金含む）
※ JTB旅カード以外のクレジットカードでお支払いの場合
　3%補助となります。

海 外
Ala Moana Center　　
アラモアナセンター　
1 階カスタマーサービスにて
プレミアパスポートプレゼント

ハワイ
会員証

外貨両替専門店
トラべレックス　
店頭公示レート➡20 銭引

会員証 BLUE SKY

お会計 ➡3％引

会員証

ホーホワンズーテイー
ヤンシェングアン　
カードご呈示で 1,000 元以上
ご利用　➡ 10％引

台湾
会員証

レ・フォンテーヌ
サントノーレ　
お食事の方に
食前酒サービス

パリ
会員証

アラモレンタカー

ボーナスプラン➡ 10％引
ゴールドプラン➡ 10％引

ハワイ Web
申込

グローバルWiFi　
エネループ(予備バッテリー )
200円( 税抜 )/1 日➡無料

Web
申込

※空港によって、お使いいただけるサービスが異なります。

JTB 店頭・
旅の予約センターで
お申込みできます。

サービスは
まだまだあります ! えらべる www.elavel-club.com検 索

サービス検索・詳細は会員専用ホームページをチェック！

海外で！空港で！えらべる倶楽部が使えます!!

空港周辺駐車場も併せてご利用ください
・新千歳空港 ・成田国際空港 ・関西国際空港
・中部国際空港 ・福岡空港 ・長崎空港　など対象空港

2015年度 新サービス

会員証の呈示のみで
特典が受けられます。

会員様専用HPより
お申込ください。

各サービスの提携先に
直接お申込ください。会員証 直接

申込
Web
申込
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　共済組合では、通常の住宅貸付のほかに、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頃を予定

対 象 物 件 新築・増改築・購入（中古住宅等含む）

貸 付 利 率 年利0.90％（変動する場合があります）

申 込 み 資 格 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27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。
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（名） （％）

49.9

H27

28,298 28,38328,135

51.8
52.4

H26H25

　平成27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』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 1,690
2口 5,575
3口 1,075
4口 3,808
計 12,148

（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 2,847 57

3歳～22歳
3,520

27～35歳 6,563 835
36～40歳 4,178 1,046
41～45歳 4,694 1,208
46～50歳 3,480 904
51～55歳 2,878 738
56～60歳 3,458 503
61歳～ 285 97
合計 28,383 5,388 

本人 配偶者

18～26歳 2,603 46
27～35歳 5,066 594
36～40歳 2,935 597
41～45歳 3,208 606
46～50歳 2,271 450
51～55歳 1,929 355
56～60歳 2,236 237
61歳～ 167 51
合計 20,415 2,936

口数 人数（名）
5口 5,061
10口 1,797
15口 1,357
計 8,215

※予定利率=1.25%

7Lプランの本人加入率については、
52.4％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

M・F・Eプラン加入状況

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 1,366 14

3歳～22歳
1,200

27～35歳 1,971 200
36～40歳 1,487 267
41～45歳 2,015 348
46～50歳 1,550 284
51～55歳 1,288 231
56～60歳 1,429 138
61歳～ 118 32
合計 11,224 1,514 

保険種類
年齢

過去3年間の7Lプラン加入者数（本人）推移

■1

■2
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お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

その他制度加入状況

3,000

1,000

5,000

7,000

9,000

11,000
（名）

H25 H26

3,730

10,195

H27

3,995

10,302 10,240

1,882 1,798

4,123

1,748

（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 9 0 9
21歳～25歳 156 171 327
26歳～30歳 470 447 917
31歳～35歳 518 595 1,113
36歳～40歳 856 861 1,717
41歳～45歳 912 716 1,628
46歳～50歳 637 451 1,088
51歳～55歳 494 407 901
56歳～60歳 590 442 1,032
61歳～ 51 30 81

合計 4,693 4,120 8,813

配偶者 270 1,157 1,427

（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 0 0 0
21歳～25歳 8 15 23
26歳～30歳 24 20 44
31歳～35歳 48 50 98
36歳～40歳 115 135 250
41歳～45歳 154 143 297
46歳～50歳 129 120 249
51歳～55歳 105 120 225
56歳～60歳 164 151 315
61歳～ 23 14 37

合計 770 768 1,538

配偶者 51 159 210

（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 4 0 4
21歳～25歳 52 64 116
26歳～30歳 117 142 259
31歳～35歳 173 210 383
36歳～40歳 329 382 711
41歳～45歳 387 363 750
46歳～50歳 298 248 546
51歳～55歳 169 191 360
56歳～60歳 191 212 403
61歳～ 17 13 30

合計 1,737 1,825 3,562

配偶者 122 439 561

加入者数（平成27年1月1日現在）及び保険金支給額 
（平成26年1月1日～平成26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 810人 85件 5,971,782円
安心サポート保険 157人 16件 367,993円
ゴルファー保険 1,167人 19件 1,689,444円

その他の制度についても、
順調に推移しております

■3

スポーツ保険■4

過去3年間の各制度加入者数推移（本配）
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1  7Lプラン（Aコース）

4  M・F・Eプラン

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

万一の場合と病気やケガによる
継続した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27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46.1%

② 7Lプランサポート
・昨年の配当率：約52.4%

③ 入院援助金
・昨年の配当率：約45.6%

● 平成26年給付実績
7Lプラン給付件数 :23件
7Lプランサポート :18件
入院援助金給付件数 : 327件

保険金

制度運営費

剰余金保険金

制度運営費制度運営費

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1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

入院給付金:5日目から124日目まで

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

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～

共済生活保険中途加入のお知らせ
4月新規採用
組合員の皆様へ

1 制度のしくみ

４月新規採用者の

2 制度の内容

3 スケジュール

詳細はパンフレットを
ご覧ください

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）
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所定の精神障害による就業障害の際も補償されます。
（60ヵ月を限度に補償。55歳～64歳の方は3年が限度）

制度のしくみ （7Lプラン・7Lプランサポート・入院援助金）

　 「重病克服支援制度」の給付範囲が拡大する特約を導入しました!!

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46.1％
7Lプランサポート：約52.4％
入院援助金：約45.6％

平成26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２7年5月下旬～８月上旬（予定）

更 新 募 集 の ご 案 内
（保障開始） 平成28年１月１日

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。
　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27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。

特約部分（7大疾病保障特約、がん・上皮内新生物保障特約）に加入の場合は、上記
３大疾病に加えて４疾病（重度の糖尿病・重度の高血圧性疾患・慢性腎不全・肝硬変）
と上皮内新生物も保障されます。

□ ７大疾病保障特約 □ がん・上皮内新生物保障特約

３大疾病
悪性新生物
（がん）※1
急性心筋梗塞

脳卒中

４疾病
重度の高血圧性
疾患※2
慢性腎不全

重度の糖尿病

肝硬変

７大疾病

上皮内新生物
上皮内新生物

悪性新生物
（がん）※3

上皮内がん

※1　悪性新生物（がん）には、悪性黒色腫以外の皮膚がんや上皮内新生物を含みません。
※2　高血圧性網膜症を指します。
※3　悪性新生物（がん）には、悪性黒色腫以外の皮膚がんも含みます。

【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。

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）
７大疾病保障特約を付加することで従来の３大疾
病に加え、左記の４疾病も保障されます。【保障
範囲の拡大】
がん・上皮内新生物保障特約を付加することで上
皮内新生物も保障されます。【保障範囲の拡大】

重病克服支援制度
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。

新特約により
給付範囲拡大！！

退職後継続はできません。 配当金はありません。
【対象】 組合員

長期療養収入補償制度（仮称）
病気やケガにより免責期間90日を超えて就業障害が継続した場合、5年または60歳を限度に保険金をお支払いします。

（55歳～64歳の方は3年が限度）新発足!!

　 【ポイント】 平成27年度の制度改正点

共済だより
2015.4.April No.601

24



今 後 の 流 れ  （予定）

お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

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。

時　期 内　容

５月中旬 制度概要チラシ（説明希望票付）の配布

５月下旬 推進スタート（所属所により推進日程は異なります）

６月中旬～ 今年度の制度概要がホームページにアップされます。

８月上旬頃 申込書締切（締切日の確定は４月上旬になります）

【対象】 組合員とその配偶者・こども
※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。

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）

入院援助金
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。

【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

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。

7Lプラン（セブン・ライフ・プラン）
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。

【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。

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）

7Lプランサポート
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。

【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。

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）

退職後継続保障制度
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。

【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。

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）

入院保障プラン
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。

【対象】 組合員

 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。

M・F・Eプラン
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。

【対象】 組合員配当金はありません。

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。

訴訟費用保険

※記載の年齢はすべて保険年齢です。　（例）保険年齢40歳＝平成28年1月1日現在39歳6ヵ月を超え40歳6ヵ月まで
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弓道初心者体験会参加希望申込書
＊ 私は（ ６月13日「川越」 ・ 7月5日「さいたま」 ）の講習会に申し込みます。（※参加会場を○で囲んでください。）

（きりとり線）

※ FAXにより申し込む場合は、必要事項を記入のうえ、このまま切り取らずにお使いください。

  申込方法
このページの「弓道初心者体験会参加希望申込書」に必要
事項を記入のうえ、共済組合あて郵送または FAXしてく
ださい。
なお、グループの場合は代表者がとりまとめて申込みく
ださい。

  申込書送付先
〒330-0064
さいたま市浦和区岸町7-5-14 さいたま共済会館
埼玉県市町村職員共済組合　福祉課あて
FAX 048（831）5867

  申込締切日
5月15日（金）共済組合必着

  募集人数を超えた場合の参加者決定方法
抽選により参加者を決定いたします。

  参加費用の払い込み
共済組合から「払込書」を送付しますので、最寄りの埼玉
りそな銀行県内各支店から共済組合あて納入してくださ
い。

  申込み取消しについて
申込みの取消しの場合は、ただちに福祉
課までご連絡ください。

  その他
　⑴ 当日、万一の事故に備えて「組合員証」

は必ず持参してください。
　⑵ ご不明な点がありましたら福祉課まで

お問い合わせください。
TEL 048（822）3305

開催要領

申込方法等

5月15日（金） ６月13日（土）「川越会場」
7月  5日（日）「さいたま会場」

所 属 所 名 組 合 員 証 番 号 申込代表者

課 係 名 勤 務 先 電 話 （内線）

住 　 所 〒 当日連絡先（自宅・携帯）

組合員証番号 所属所名（市町村等） 組合員氏名 参加者氏名及び年齢 性　 別 種 　 別 経 　 験

歳 男・女 組・被・家 有（　段）・無

歳 男・女 組・被・家 有（　段）・無

歳 男・女 組・被・家 有（　段）・無

歳 男・女 組・被・家 有（　段）・無

歳 男・女 組・被・家 有（　段）・無

歳 男・女 組・被・家 有（　段）・無

申込締切日 会　場

弓道初心者体験会の
ご案内

◉組合員及びご家族の方々の健康づ
くりを目的に、弓道の初心者教室
を開催いたします。

◉初めての方にも、指導者が親切て
いねいな指導をいたします。

◉前回までに参加された方や、初心
者でない方も、参加できます。

◉開催要領は下記のとおりです。お
気軽にお申し込みください。

弓道の一日体験をしてみませんか!?

弓道初心者体験会弓道初心者体験会弓道初心者体験会弓道初心者体験会弓道初心者体験会弓道初心者体験会弓道初心者体験会弓道初心者体験会弓道初心者体験会のののののの

 開催日及び場所
⑴ 川越会場
・平成27年6月13日（土）
・川越運動公園総合体育館弓道場
・所在地　川越市下老袋388-1
・TEL 049（224）8765
・アクセス　 JR・東武東上線「川越駅」または西武新宿線「本川越駅」よ

り東武バスにて「川越運動公園バス停」下車　徒歩すぐ
⑵ さいたま会場
・平成27年7月5日（日）
・大宮体育館弓道場
・所在地　さいたま市見沼区大和田町1-305
・TEL 048（685）2121
・アクセス　 東武アーバンパークライン「大和田駅」または「大

宮公園駅」下車　徒歩約17分
大宮駅東口より国際興業バスにて「大和田坂上バ
ス停」下車　徒歩3分
大宮駅東口より東武バスにて「大和田バス停」下
車　徒歩8分

  開催時間（両会場共通）
午前9時30分集合　午後3時30分終了予定
 参加資格
開催当日に、組合員及びその家族（被扶養者以外も参加で
きますが、中学生以下を除きます）とします。
 募集人数
　 川越会場、さいたま会場それぞれ35名
　※各会場とも、最低実施人数を10名といたします。
 用具及び服装
用具は用意いたしますが、自分の道具がある方は持参く
ださい。また、服装は運動のできる軽装（長袖シャツ、靴
下または足袋が必要）。
 参加費用
　 1人500円（交通費・昼食等の個
人的費用は参加者負担）
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　⑵競技方法
　　① 団体戦出場者は原則として個人戦に出場したもの

とみなします。
　　② チームのメンバー変更は大会当日まで認めます。
　　③ 団体戦の成績は、チーム構成員の個人戦における

的中合計により決定いたします。

●申込方法
　このページの「弓道大会参加申込書」に必要事項を記入
のうえ、参加希望者が直接、共済組合あて郵送またはＦ
ＡＸしてください。
●申込書送付先
　〒330- 0064
　さいたま市浦和区岸町7 ｰ 5 ｰ 14
　さいたま共済会館
　埼玉県市町村職員共済組合　福祉課あて
　ＦＡＸ　048（831）5867
●申込締切日
　6月12日（金）共済組合必着
●申込み取消しについて
　申込みの取消し及び人員変更があった場合は、ただち
に福祉課までご連絡ください。
●その他
　⑴交通費及び昼食代等は各参加者の負担となります。
　⑵ご不明な点がありましたら福祉課までお問い合わせ
　　ください。
　　TＥＬ　048（822）3305

●大会開催期日
　平成27年7月18日（土）　午前9時受付開始
●開催会場
日高アリーナ弓道場（日高市文化体育館）
所在地　日高市南平沢1010
ＴＥＬ　042（985）2090

●出場資格
組合員及び被扶養者（ただし、学生を除く）

●大会種目
　⑴個人戦の部　⑵団体戦の部
●大会競技の方法
　〔個人戦の部〕
　⑴クラス区分（男女別の区分はいたしません）
　　①Ａクラス　四段以上　②Ｂクラス　三段以下
　⑵段級位は、全日本弓道連盟の段級位によります。
　⑶競技方法
　　 一人10射で競い、同順位の場合は、競射により順位
を決定します。なお、個人戦のみ出場を希望する場
合であっても、共済組合で混成チームを編成いたし
ますので、団体戦として出場する場合もあります。

　〔団体戦の部〕
　⑴チーム編成
　　①1チーム3名で編成してください。
　　② 単独所属所でチームを編成できない場合は、他

の所属所との混成チームを認めます。

（きりとり線）

会場／ 日高アリーナ弓道場
　　　（日高市文化体育館）
申込締切日／6月12日（金）
※共済組合必着

・弓道大会を次の要領により開催いたします。
・ 日頃の鍛錬の成果を発揮する場として、本大会へご参加ください。
・ 団体戦は、他の所属所の出場者との混成チームでもOKです。あらかじ
めチームが結成できなくても、個人での参加もできますので、お気軽に
ご参加ください。

弓道大会参加申込書（７月18日団体戦・個人戦共通）

注）⑴種別は、組合員・被扶養者別ですので、該当するものを○で囲んでください。
⑵個人戦クラス別は、参加する個人戦のクラスを○で囲んでください。
⑶この申込書はコピーしたものでも結構です。

※FAXにより申し込む場合は、必要事項を記入のうえ、このまま切り取らずにお使いください。

開 催 要 領

開催のご案内

弓道大会 ７月18日（土）
個人戦　
団体戦

申 込 方 法 等

所属所名 組合員証番号 申込代表者

課 係 名 勤務先電話 （内線）

住　 所 〒 当日連絡先（自宅・携帯）

所属所名（市町村等） 組合員証番号 種別 氏　名 段級位 個人戦クラス別

1 組・被 A・ B

2 組・被 A・ B

3 組・被 A・ B
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ゴルフ教室参加希望申込書
（　　　　　　　　会場）

（きりとり線）

所 属 所 名

課　係　名

参加希望者
氏　　　名

貸 ク ラ ブ

組合員証番号

電　　話
（内　線）

種　別

打　席希望する　・　希望しない 右　　・　　左

注）⑴ 申込みは、１人１会場といたします。　⑵（ ）内に希望する会場名を記入してください。
⑶ 左打席は、施設の都合により用意できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

組　　・　　被

＊申込締切日５月29日（金）まで　＊初心者大歓迎

◉プロの指導員が親切にご指導いたします。
◉初心者の方や、普段、運動不足の方はぜひ参加してみてはいかがですか？
◉教室の開催要領は次のとおりですので、お気軽にお申し込みください。

ゴルフ教室開催のご案内

開催日 会場名 開催場所 定員 講習時間
7月2日
（木） 加須会場 騎西グリーンゴルフ 34名 午後6時～9時

7月4日
（土） 鳩山会場 ゴルフプラザ鳩山 20名 午後1時半～

4時半
7月6日
（月） 岩槻会場 岩槻オルゴ

ゴルフガーデン 30名

午後6時～9時

7月9日
（木） 川口会場 川口グリーン

ゴルフ 80名

7月14日
（火） 所沢会場 所沢キリンゴルフ

パーク 78名

7月15日
（水） 坂戸会場 アーリーバード

ゴルフクラブ 45名

▲

集合時間
各会場とも、開始時間の15分前までには集合してくださ
い。▲

参加資格
　組合員及び被扶養者▲
参加費用
　１人 700 円（交通費等は各自負担）▲
用具
貸クラブを希望する方は申込書の欄に○印を付けてくださ
い。
なお、クラブを持っている方はご持参ください。▲

その他
⑴ 打席数の都合により２人で一打席を使用する場合もあり
ますので、あらかじめご了承ください。

⑵ 教室当日、雨天でも開催します。

▲

開催日時・場所及び募集人数

開催要領

▲

申込方法
参加希望者は、申込締切日までに「ゴルフ教室参加希望
申込書」に必要事項を記入のうえ、直接共済組合へ送付
または FAXしてください。▲

申込書送付先
〒330-0064
さいたま市浦和区岸町7-5-14  さいたま共済会館
埼玉県市町村職員共済組合　福祉課あて
FAX 048（831）5867▲

申込締切日
平成27年5 月29日（金）共済組合必着▲
募集人数を超えた場合の参加者決定方法
各会場ごとに抽選して参加者を決定し、抽選結果は各所属
所を通じて申込者へお知らせします。

▲

参加費用の払い込み
・「払込書」を送付しますので、各会場とも開催日の前日
までに最寄りの埼玉りそな銀行県内各支店から共済組合
あて払い込んでください。
・払い込まれた参加費用の返還は、開催日前３日（開催日
を除く）までの取消しに限り返還いたします。▲

申込みの取消しについて
申込みの取消しは、ただちに共済組合福祉課まで連絡して
ください。無連絡での取消しはないようにしてください。▲

その他
⑴ 当日、万一の事故に備えて「組合員証」は必ず持参し
てください。

⑵ 不明な点は、福祉課までお問い合わせください。
TEL 048（822）3305

申込方法等

県内６カ所で開催 !!

ぜひ参加
してみては
いかが？



　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、この度株式会社東冠葬祭（仏事全般
業務取扱業者）及び株式会社桧家住宅（住宅業者）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。

　組合員、被扶養者及びその家族

　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。

　不明な点及び詳細につきましては、0120-55-7800へお問い合わせください。

利用資格者
利 用 方 法

そ の 他

白木・生花祭壇　葬儀プラン料金表

※㈱東冠葬祭直営斎場「東冠メモリアル」ご利用の方に限り使用料50％OFF

税別価格 茶毘プラン 一日葬プラン 家族葬プラン 一般葬プラン 特別葬プラン
通常価格 240,000円 330,000円 420,000円 600,000円 780,000円

共済組合価格 22万円 30万円 38万円 54万円 70万円

祭壇
お別れ用 お別れ用 白木祭壇 白木祭壇（生花1対） 白木祭壇（生花2対）
ー ー ー 生花祭壇１段 生花祭壇（静）

寝台車 1回（10km以内） 1回（10km以内） 1回（10km以内） 1回（10km以内） 1回（10km以内）
霊柩車 普通車 普通車 霊柩車 洋型 洋型
御棺 桐八分棺 桐八分棺 桐八分棺 布張り・布団 布張り・布団
納棺 通常納棺 ケア納棺 ケア納棺 メイク納棺 湯灌
仏衣 納棺用 納棺用装束 納棺用装束 着せ替え用 着せ替え用

ドライアイス １回10kg １回10kg 10kg１日 10kg１日 10kg１日
焼香用具 焼香・蝋燭・香炉 焼香・蝋燭・香炉 線香・炭・香炉・燭台 線香・炭・香炉・燭台 線香・炭・香炉・燭台
諸手続き 役所・火葬場 役所・火葬場 役所・火葬場 役所・火葬場 役所・火葬場
施行運営費 １日分 １日分 ２日分 ２日分 ２日分
白木位牌 中上 中上 大中上 大中上
遺影写真 モノクロ・手札 カラー・手札 カラー・手札 カラー・手札

会葬礼状 50枚　塩付 50枚　塩付 100枚　塩付 オリジナル100枚
塩付

司会進行 葬儀・告別式 通夜・葬儀・告別式 通夜・葬儀・告別式 通夜・葬儀・告別式
式場設備 受付、焼香、放送設備 受付、焼香、放送設備 受付、焼香、放送設備 受付、焼香、放送設備
表花飾り 看板 看板 看板・式場 看板・式場
受付用具 芳名カード・ホルダー 芳名カード・ホルダー 芳名カード・ホルダー 芳名カード・ホルダー
棺上花束 送り花束 送り花束 送り花束 送り花束（中）
祭壇盛物 菊花糖（仏菓子） 菊花糖（仏菓子） 菊花糖（仏菓子）
思い出写真 メモリアルコーナー メモリアルコーナー

（取扱式場及び所在地）

取扱式場名 所在地 連絡先
東冠メモリアル足立 東京都足立区本木 1-7-11 03-3849-0044

東冠メモリアル綾瀬 東京都足立区谷中 3-2-16 03-5616-0044

東冠メモリアル竹の塚 東京都足立区保木間 2-1-2 03-5686-0444

東冠メモリアル草加 埼玉県草加市氷川町 833 048-927-0044

東冠メモリアルプラザ越谷 埼玉県越谷市南越谷 2-5-6 048-969-0044

東冠メモリアルせんげん台駅前 (西口） 埼玉県越谷市千間台西 1-3-1 048-974-0044

東冠メモリアル春日部 埼玉県春日部市中央 2-18-4 048-762-0444

東冠メモリアル北越谷駅前 埼玉県越谷市大沢 3-5-27 048-970-0044

契約年月日（平成27年4月1日）

株式会社東冠葬祭

物資割引契約のお知らせ！物資割引契約のお知らせ！
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● 本社所在地
　 埼玉県久喜市久喜中央1-1-20　久喜駅桧家ビル6階

● 取扱品目及び割引率等

取扱品目
　 新築住宅請負契約が対象となります。

割引率等
　  建物本体価格（消費税及び付帯工事一式を除く）から5％の割引をいたします。
　＊既に打合せ中の場合は、割引が受けられないこともあります。
　＊  申込みの際に組合員である事を申し出ください。その際確認の為、組合員証を明示し

ていただきます。
　＊詳細につきましては、下記連絡先までお問い合わせください。

連　絡　先
　 株式会社桧家住宅　本社　総務部
　TEL 0480-26-2121

お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

　 株式会社桧家住宅　本社　総務部
0480-26-2121

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
　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。

誤 正

7 月 1 日～ 9月 30日及び 12月 24日～ 1月 7日 7月 16 日～ 9月 30日及び 12月 24日～ 1月 7日

訂正箇所：  19ページ「えらべる倶楽部宿泊補助金のご案内」　記事中段補助金増額期間

株式会社桧家住宅
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今回はご家族で楽しめるアルペンローゼや周辺施設をご紹介しま
す。アルペンローゼはこの夏リニューアル工事を行い、老若男女、
より皆さまが過ごしやすい空間でおもてなしをさせて頂きます。
草津の良質な温泉、草津高原の息吹、厳選された美味しい料理で、
ゆったりとした時間をご家族皆さんでお過ごしください。

埼玉県市町村職員共済組合草津保養所

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

ご高齢の方、お身体の不自由な方でも安心して温泉
をお楽しみ頂ける「あおば」は、手すりや脱衣所と
浴室の段差をなしくたバリアフリー仕様の家族風
呂です。（要予約）

標高1,200ｍの草津高原に立つ、アル
ペンローゼの屋上には天体望遠鏡を備
えた天体観測ドームがあります。澄み
渡る空に浮かび上がる天体の神秘的な
美しさを観測してみましょう。

床の間や障子窓をしつら
えた和室、宴会場「魅

み か

花
月
つき

」では四季折々の旬の食
材を生かした本格和食を
ゆっくりとお楽しみいた
だけます。（要予約）

ルペンローゼ
アルペンローゼからのご案内

ルペンローゼルペンローゼプランルペンローゼルペンローゼルペンローゼルペンローゼルペンローゼルペンローゼア 満喫

家族編

癒

食

楽

家族で行
くなら

アルペンローゼ周辺
おすすめスポット

●熱の湯（湯もみ体験）
この春、約半年間にわたる工事を終え
リニューアルされる熱の湯。名物の
「湯もみ」を間近で見て、体験すること
もできます。（4/29仮オープン予定）

●『志賀草津高原ルート』4月24日午前10時より再開通！
志賀高原～白根～草津温泉を結ぶ高原ルート。国道最高地点
（標高2,172m）の渋峠を挟むこのルートは、景色が美しいド
ライブコースとして有名です。

●草津熱帯圏
草津の温泉熱を利用した
熱帯圏は日本一標高が高い場所にあ
る動物園です。熱帯で生息する動植
物の多くと触れ合うことができます。

家 族
草津年間イベントスケジュール草津年間イベントスケジュール

で楽しむ

アルペンローゼでは、周辺施設の入場料などの一部を補助しています。
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。

スノーシューで行く「冬の森ウォッチング」
『志賀草津高原ルート』再開通！
百年石制作体験（環境体験アミューズメント）
シャクナゲ群落めぐり
夏休みお楽しみ昆虫採集
「湯の花採取」体験

1～３月
4月下旬

4月中旬～ 12月
5月中旬
8月上旬
12月上旬

4月
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千葉県市町村職員共済組合　宿泊施設のご案内
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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 5日・12日・19日・20日・21日・22日・26日 5月1日
10月 3日・10日・11日・17日・24日・31日 6月1日

 9・10月の利用希望受付

誕生日を迎えられる方へご案内

 4～7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 ※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　35,070 人
　女　19,067 人
　計　54,137 人

組合員数

2,411 人

任意継続
組合員数

54,323 人

被扶養者数

（平成27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

　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。

表 

紙 

説 

明

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

小型写真の部　優秀賞『大根の種蒔き』
笠原久美子さん（小鹿野町）
静かな空気が全体に充ちております。シャッターを切るまでの気配り、
目配りの時間はしっかりと写真に表れてきます。

　アルペンローゼ滞在中に誕生日を迎えられた方へ、素敵な記念品をプレゼントしています。
フロントまでお申し出ください。
　誕生日の記念にアルペンローゼへ宿泊してみませんか。
　職員一同、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

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
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 日

洋 室
喫 煙 ▲ × × ゴ

ル
フ
大
会

禁 煙 × × ×

和 室
喫 煙 × × × ×
禁 煙 × × × ×

4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
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
禁 煙

和 室
喫 煙 ▲ ▲ ×
禁 煙 ▲ × × × ▲ ▲ × ▲ ×

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

洋 室
喫 煙 ×

抽選
禁 煙 ×

和 室
喫 煙 ×
禁 煙 ×

6/6～7/14
リニューアル工事のため休館

共済だより
2015.4.April No.601

34



宿泊ポイントをご存知ですか？
　平成26年度9月1日からスタートして、おかげさまで2月28日現在、
856枚ものポイントカードを発行しています。
　2食付のご宿泊1泊につき1ポイント、10ポイントで1泊2食付を1名様にプレゼントしています！
　有効期限は1年間ですが、利用の都度、更新されますのでゆっくりポイントを貯めることが出来ます。

草津保養所 アルペンローゼ

宿泊ポイントカード　実施中！ 是非、宿泊ポイントを貯めてみてください！
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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

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（MRI・MRA検査フロア）脳・婦人科 (新規 ) 検査がご利用可能です。
★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

IMS グループ　医療法人社団明芳会

池袋ロイヤルクリニック
施設内にMRI･MRA検査室を併設しております。
（専用階段で移動）

T2強調画像 MRA画像専用階段
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※『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。
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