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～収入等に係る証明書等の準備をお願いいたします～～収入等に係る証明書等の準備をお願いいたします～

　本年度は、被扶養者の扶養状況調査（検認）を行う年度となります。
　共済組合では、被扶養者に対しても組合員と同様に医療保険の適用等、様々な給付を行っており、その費用は
組合員皆様の掛金と所属所からの負担金によって賄われております。そのため、被扶養者資格の認定に関しては、
組合員との続柄や収入状況等一定の要件を満たしていることが条件とされています。
　しかし、時間の経過とともにその要件から外れる方もありますので、共済組合では、地
方公務員等共済組合法に基づき、2年に1度その要件を備えているかの調査（検認）を実施
し、被扶養者資格の確認をしています。
　対象となる方については、所属所の共済事務担当課を通じて調査の依頼をいたします
ので、提出漏れ等ないよう十分ご留意ください。
　また、検認の実施期間内に正当な理由がなく関係書類の提出がない場合は、前回の基
準日以降の生計維持関係がないと判断いたしまして、平成26年7月1日付けで認定取消
となりますのでご注意ください。
　なお、共済組合への提出期限は8月31日(水)必着となっておりますので、ご協力をお
願いいたします。

　平成28年4月1日現在における年齢が18歳
以上75歳未満の被扶養者で、平成28年3月31
日までに認定された方及び平成28年4月1日の
組合内転入者で、7月1日現在認定されている
方全員が対象となります。
　ただし、本年4月1日以後の認定年月日（組
合内転入者を除く。）の方は除きます。

調査対象者1

　平成26年7月1日から平成28年6月30日ま
での期間

調査対象期間2

　被扶養者資格確認届書（以下「確認届」とい
う。）の記載内容と添付書類により実施します。
　今回より確認届の様式を変更しており、該
当箇所に○を付すなど指示に従って記入でき
るようになっておりますので、ご協力をお願
いいたします。（参考にイメージとして右に掲
載しております。）

調査方法3

平成28年度 扶養状況調査（検認）を実施します！平成28年度 扶養状況調査（検認）を実施します！

（イメージ）…変更になる場合があります。
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① 収入がある者
　 　収入の形態により、基準額（収入の限度額）を超えていないか確認します。
② 別居している者
　 　毎月の送金（仕送り）の確認をします。
　 　また、同居者の有無など遠隔地申請時の内容に変更が生じていないか確認します。
③ 18歳以上の被扶養者で扶養手当が支給されていない者（全日制の学生を除く。）
　「稼働能力のある者」を引き続き扶養（資格継続）しなければならない場合は、その理由を確認届に具体的
かつ詳細に記入いただきます。また、求職中であることを理由に認定されている方については、稼動するま
でに必要な期間（概ね1年以内）について申告いただきます。
　なお、学生のうち夜間及び通信課程の方は、その旨の記載が必要となります。

④ 条件付き認定者
　認定時に「条件付き認定」となった方のうち、雇用保険の失業給付が決定した場合は、雇用保険受給資
格者証（支給日額・支給終了日・支給額等の記載があるもの）の写しを提出していただきます。

　次の区分により提出ください。
　収入について、給与と年金等複数ある場合は、すべての書類が必要となります。
　なお、非課税証明書、所得証明書等の発行手数料は、自己負担となりますのでご了承ください。

調査する事項4

添付書類5

区　　　分 提出いただく主な証明書

①学生の者
ア 国内の学生（学校教育法に定め
る学校に通学する者）

イ 留学生

ア 国内の学生（学校教育法に定められた学校に通学する者）
・「在学証明書」（本年7月1日以降に発行されたもの）、または有効期限の記載のある
「学生証」の写し

イ 留学生
・留学先の「在学証明書」、または有効期限の記載のある「学生証」の写し（当該証明書
等の和訳した書類を添付してください。）

＊アルバイト収入がある場合は、②の書類も必要です。

②給与収入（パート・アルバイト等）
のある者
※いずれも提出してください。

・平成26年7月～平成28年6月までの給与明細（通勤手当等含めた総支給額がわかるも
の）、または給与支払証明書

・平成27年及び平成28年の所得証明書
＊「給与支払証明書」（所定の様式を共済組合のホームページからダウンロードできま
す。また、事業所の証明印がある書類であれば同様の書類として扱います。）

＊源泉徴収票は、交通費が含まれていないため給与収入の確認書類として取り扱いま
せん。

③事業収入（一般・農業・不動産収
入等）がある者

・平成26年及び平成27年分の確定申告書及び収支内訳書（控）で税務署の受付印が押印
されたものの写し（電子申請の場合は、受付日が確認できるもの）

④年金収入のある者
※いずれも提出してください。

受給しているすべての年金について提出してください。
・平成26年8月支給分以降の「年金改定通知書（支給額変更通知書）、または年金支払通
知書」の写し（遺族・障害年金も含む。）　
＊新たに年金を受給した場合は「年金証書」の写し
＊65歳以上の方は、老齢基礎年金（国民年金）があります。
・平成27年及び平成28年の所得証明書（遺族・障害年金は除く。）

⑤60歳未満で傷病または障害等に
より就労困難な者
※いずれも提出してください。

・医師の「診断書」（写しでも可）、または「障害者手帳」の写し、年金を受給している方は
「障害年金証書等の写し」
・平成27年及び平成28年の非課税証明書

⑥収入がない者（全日制の学生は
除く。）
※ 配偶者及び夜間・通信課程の学
生も提出が必要です。

・平成27年及び平成28年の非課税証明書
＊配偶者については、扶養手当の支給要件確認で所属所へ提出済みの場合は、省略す
ることができます。
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お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

（注）「非課税証明書」及び「所得証明書」については、居住する市区町村で名称が異なる場合があります。

　調査対象被扶養者のうち、就職または収入限度額を超過している者等については、「確認届書」の氏名等を二
重線で削除のうえ「被扶養者申告書③取消」を提出してください。また、被扶養者証を必ず返納してください。
　なお、被扶養者の取消日は、「被扶養者の要件を欠くこととなった日」まで遡って取消しとなりますので、
その取消日が確認できる書類等を添付してください。
　また、調査（検認）前に収入超過した方及び別居者の取消申告書を提出される方についても、平成26年7
月1日以降の給与証明書及び仕送りを証明する書類等を提出していただきます。

（1） 収入の捉え方
　扶養認定上の収入とは、「所得税法の所得」「暦年による収入」あるいは「年度による収入」などのように得ら
れた金額の実績ではありません。収入を得た事実や雇用条件等の変化により「恒常的に得られる収入見込み
額」です。
　従って、月額108,334円以上（60歳以上の公的年金受給者及び障害を支給事由とする公的年金受給者で
ある場合は、年金1ヵ月分と給与を合わせ月額150,000円）の賃金を得られる雇用契約を結んだ場合は、そ
の勤務を開始した日が取消日となります。

【扶養認定対象者の収入限度額について】
※公的年金とは国民年金、厚生年金、共済年金及び恩給です。（非課税の障害年金、遺族年金も含む。）

（注）収入の形態により、日額で収入限度額を見る場合もあります。

（2） 給与及び年金等の収入
① 60歳未満のパート、年金等の恒常的収入を得ている被扶養者で、収入金額が年額130万円以上ある者。
ただし給与収入にあっては、連続3ヵ月108,334円（月額）以上ある者。

② 60歳以上の公的年金受給者及び障害を支給事由とする公的年金受給者である場合は、年金額を含めて年
額180万円以上ある者。ただし、給与収入がある場合は、連続3ヵ月150,000円（年金1ヵ月分と給与を
合わせた月額）以上ある者。

（3） 雇用保険失業給付等の受給
　雇用保険申請中のため、条件付きで被扶養者として認定されている調査対象被扶養者で、受給が決定し、
雇用保険失業給付等の給付金を日額3,612円以上受給している者。

（4） 就職等
　就職または稼動を開始したことにより、被扶養者の要件を欠くこととなった者。

被扶養者の区分 公的年金等を受給していない 公的年金等を受給している

認定限度額
（収入の限度額）

年額130万円未満
（月額108,334円未満）

障害年金を受給している 60歳以上 60歳未満

年額180万円未満
（月額150,000円未満）

年額180万円未満
（月額150,000円未満）

年額130万円未満
（月額108,334円未満）

被扶養者の認定取消に係る申告書の提出について6

区　　　分 提出いただく主な証明書

⑦遠隔地被扶養者（別居の被扶養
者）がいる場合
※いずれも提出してください。

・継続的に１人につき月額50,000円以上の仕送り状況が確認できる平成26年7月～
平成28年6月までの書類（組合員と対象被扶養者の名前が確認できる送金通知書の控
え及び送金後の通帳の写し等）

・別居被扶養者の世帯全員の住民票（学生は除く。）
＊別居被扶養者に同居人があり、かつ、その方に収入がある場合は、その方の収入の
わかる書類（平成26年及び平成27年の源泉徴収票、年金通知書、確定申告書等）

⑧調査対象が父母のいずれか一方
である場合

・父母世帯全員の住民票（⑦で提出した場合は除く。）
・その方に配偶者がある場合は、配偶者の収入のわかるもの（上記⑦参照）

⑨雇用保険申請中につき「条件付き
認定」となっている者

・雇用保険決定後の「雇用保険受給資格者証（支給日額・支給状況等の記載のあるも
の）」の写し
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平成28年度分の平成28年度分の特定健康診査受診券特定健康診査受診券を送付しますを送付します

有効期限は有効期限は平成29年3月31日平成29年3月31日までとなりますまでとなります

　共済組合では、40歳以上75歳未満の方を対象に、生活習慣病の前段階であるメタボリックシンドロームの早
期発見・予防を目的とした特定健康診査（特定健診）を実施しています。
　メタボリックシンドロームは自覚症状がなく、そのまま放置しておくと生活習慣病を引き起こす原因になります
ので、健診による早期発見・予防が必要です。
　ご自身の健康状態を把握しておくためにも、一年に一度は必ず特定健診を受診しましょう。

お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

被扶養者・任意継続組合員の皆様へ

６月下旬送付予定受診券はご自宅に送付します

特定健診受診に関する 特定健診受診に関する ＱＱ＆＆ＡＡ
　　　 特定健診は、どこで受診できますか？
　　共済組合が発行する「特定健康診査受診券」が使用できる医療機関なら全国どこの医療機関でも受診できます。
　 　なお、受診できる医療機関については、希望する医療機関または共済組合福祉課にお問い合わせいただくか、共済
組合のホームページでご確認ください。

　　　 特定健診の検査項目について教えてください。
　基本検査項目は次のとおりです。
　　身体測定（身長・体重・腹囲・肥満度）、血圧測定（収縮期血圧・拡張期血圧）
　　血中脂質検査（中性脂肪・HDL－コレステロール・LDL－コレステロール）
　　肝機能検査（GOT、GPT、γーGTP）、 血糖検査（空腹時血糖またはヘモグロビンA1c）
　　尿検査（尿糖・尿蛋白）、 問診（服薬歴・喫煙習慣等）
　なお、一定の基準に基づき、医師が判断した場合に実施する検査項目は次のとおりです。
　　心電図検査、眼底検査、貧血検査（赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値）

　　　 健診費用について教えてください。
　　健診費用は、共済組合で全額負担しますので自己負担はありません。

　　　 受診する場合、予約は必要ですか？
　　受診の際は、必ず希望する医療機関へ予約したうえで受診してください。

　　　 人間ドックを受検する予定ですが、特定健診も受診する必要はありますか？
　 　人間ドックまたは併診ドックを受検した場合は、特定健診の受診があったものとみなしますので、特定健診は受診す
る必要はありません。

　　　 「特定健康診査受診券」の送付対象者を教えてください。
　　送付対象者は、４月１日現在の在職中の組合員の被扶養者及び任意継続組合員とその被扶養者となります。
　　なお、在職中の組合員は、事業主健診の健診データの提供をもって特定健診に替えることから受診券はありません。

Ｑ１

Ｑ2

Ｑ3

Ｑ4

Ｑ5

Ｑ6
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給料月額
÷22×1.25×2/3

標準報酬の月額
÷22×2/3

27.10.1の標準報酬の月額
÷22×2/3

傷病手当金・出産手当金のの
算定方法がが変更変更さされました！！れました！！

　共済だより3月号及び4月号のリーフレットにてお知らせのとおり、組合員が病気やケガ、出産のために勤
務を休んだときは、報酬の支給状況により傷病手当金・出産手当金が支給されますが、平成28年4月分からは
給付額の算定方法が次のとおり変更されております。

【平成28年3月分までの給付額】

【平成28年4月分からの給付額】

　平成27年10月から標準報酬制に移行したことに伴い「支給開始月を含む直近12ヵ月の平均標準報酬の月額」を
算定する際に、経過措置が設けられております。
　また、支給開始月以前の組合員期間によって、平均標準報酬月額の算定方法が異なりますのでご注意ください。
　今月号では、よくある事例を紹介いたします。

【例1】支給開始月以前の組合員期間が12ヵ月以上あり、支給開始日が平成27年10月1日以降の場合

【例2】支給開始月以前の組合員期間が12ヵ月以上あり、支給開始日が平成27年9月30日以前の場合

◉傷病手当金・出産手当金の給付額の算定方法

（1日あたりの金額）

休業した月の標準報酬の月額÷22×2/3

（1日あたりの金額）

支給開始月を含む直近12ヵ月の平均標準報酬の月額÷22×2/3

　支給開始月を含む直近12ヵ月の平均標準報酬の月額で算定します。
　ただし、支給開始月以前の組合員期間が12ヵ月以上あっても、平成27年10月（標準報酬制移行）以降の期間
が12ヵ月に満たない場合は、平成27年10月から支給開始月までの標準報酬の月額の平均額で算定します。

　平成27年10月1日の標準報酬の月額で算定します。

平成2828年
44月から

26.4.1
27.10.1 28.4.127.4.1

支給開始
28.9.30
支給終了

組合員期間

手当率制← →標準報酬制

標準報酬の月額
÷22×2/3 平均標準報酬の月額÷22×2/3

26.11.1
27.10.1 28.4.127.11.1

支給開始
29.4.30
支給終了

組合員期間

手当率制← →標準報酬制

27.10～11平均標準報酬の月額

27.10.1の標準報酬の月額
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【例3】支給開始月以前の組合員期間が12ヵ月未満で、支給開始日が平成27年10月1日以降の場合

　次の①と②のいずれか低い額で算定します。
　　① 支給開始月以前の継続した各月の標準報酬の月額の平均額
　　② 前年度の9月30日（平成28年度は、前年度の10月1日）における全組合員の平均標準報酬の月額
　【平成27年10月1日における全組合員の平均標準報酬の月額 → 41万円】

　平成28年3月分までは出産手当金を受給する場合、その期間については傷病手当金を支給しない
こととなっておりましたが、平成28年4月分からは、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多け
れば、その差額を受給できることになりました。

標準報酬の月額
÷22×2/3 平均標準報酬の月額÷22×2/3

27.6.1
27.10.1 28.4.127.11.1

支給開始
29.4.30
支給終了

組合員期間

手当率制← →標準報酬制

① 27.10～11平均標準報酬の月額
②27.10.1における全組合員の平均標準報酬の月額

（①と②のいずれか低い額）

傷病手当金と出産手当金の関係

傷病手当金・出産手当金の算定方法等は、このほかにも詳しく定められておりますので、
請求の際にはお気軽にご相談ください。

１ 退職時における軽減措置の廃止
　任意継続組合員の掛金の算定となる標準報酬の月額を決定する際、「組合員期間が15年以上で、かつ退
職時の年齢が55歳以上で初めての退職の場合」に該当する方については、割落とし（100分の30）の規定
がありましたが、健康保険法と同様の取扱いにするため、平成28年7月1日からこの規定が削られる改
正が行われました。
　平成28年7月1日以後の任意継続組合員の掛金の算定となる標準報酬の月額は、次のいずれか低い額
となります。

(A)　退職時の標準報酬の月額
(B)　 前年度9月30日の全組合員の標準報酬の月額の平均額を報酬月額とみなして求めた標準報酬の月額（以

下「平均標準報酬の月額」という。）
※ 平成28年度においては、標準報酬制が導入された平成27年10月1日が基準日
　（平成27年10月1日の標準報酬の月額は、第23級410,000円）

２ 平均標準報酬の月額の計算方法の見直し
　平成28年4月1日から上記(B)のとおり基準日が改正されると同時に、平均額の算出に任意継続組合員
を含めることとなりました。
　共済だより3月号で、平成28年度の平均標準報酬の月額は410,000円とお知らせしましたが、基準日
の改正後も上記(B)のとおり410,000円となります。

平成28年度の任意継続組合員制度の見直し平成28年度の任意継続組合員制度の見直し

お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306
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　組合員や被扶養者の皆さまが、旅先で急病になったりした場合など、やむを得ない事情で組合員証等を持
たずに医療機関にかかったときは、医療費全額を自分で払い、あとで共済組合に申請して払い戻しを受ける
ことができます。
　このような給付を「療養費（家族療養費）」といいます。
　なお、自己負担が一定額を超える場合は、「一部負担金払戻金」
または「家族療養費附加金」を支給します。
　また、海外で療養を受けたときの請求書類に係る規定が改正され、
平成28年4月1日以降の請求分から、共済組合が請求された海外
療養の内容について、当該海外療養を担当した者に照会することが
できるよう当該海外診療を受けた者の同意書が必要となりました。

短期給付
からの
お知らせ

組合員証等を組合員証等を
使用できなかったとき使用できなかったとき

  提出書類等

医療の内容 払い戻される額 必要書類

やむを得ず
保険医以外の医療機関に
かかったとき 療養の給付の範囲内で査定され

た額の7割～9割（※）

○療養費・家族療養費等請求書 
○診療報酬明細書（レセプト）の原本 
○医療費の領収書（原本） 
○組合員証等を使用できなかった理由書

やむを得ず
組合員証等を提出できな
かったとき

以前加入していた保険者
の健康保険証を使用した
とき

療養の給付の範囲内で査定され
た額の7割～9割（※）

○療養費・家族療養費等請求書 
○ 以前加入していた保険者が発行した診療報酬明
細書（レセプト） の写し
○医療費を返還した際の領収書（原本） 
○組合員証等を使用できなかった理由書

海外で療養を受けたとき 療養の給付の範囲内で査定され
た額の7割～9割（※）

○療養費・家族療養費等請求書 
○診療内容明細書（海外用） 
○領収明細書（海外用） 
○組合員証等を使用できなかった理由書

○渡航が確認できる書類（パスポートの写し） 

輸血（生血）の血液代
輸血（生血）を受けるときの血液
代としての基準料金の7割～9
割（※）

○療養費・家族療養費等請求書
○領収書（原本）
○輸血証明書

医師が必要と認めた治療
用装具（コルセット・ギプ
スなど）

基準料金の7割～9割（※）
○療養費・家族療養費等請求書
○領収書（原本）
○保険医の証明書（原本）

 ○ 海外療養費支給申請に伴う調査に関わる同意書
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お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

医療の内容 払い戻される額 必要書類

医師の同意を得て受けた
ときのはり・きゅう及び
マッサージ代

基準料金の7割～9割（※）
○療養費・家族療養費等請求書
○診療内容の分かる領収書（原本）
○保険医の同意書（原本）

9歳未満の小児の弱視、
斜視、先天白内障術後の
屈折矯正の治療用眼鏡・
コンタクトレンズ代

児童福祉法で規定される一定の
額を上限に、購入価格の7割～
8割（※）

○療養費・家族療養費等請求書
○領収書（原本）
○保険医の指示書の写し
○患者の検査結果

四肢のリンパ浮腫治療の
ための弾性着衣等の購入
費用

医師に装用を認められた四肢の
リンパ浮腫治療のために使用さ
れる弾性着衣（弾性ストッキン
グ、弾性スリーブ、弾性グロー
ブ）及び弾性包帯を購入した場
合に一定の額を上限に、購入価
格の7割～9割（※）
◎ 1度に購入する弾性着衣は2
着を限度。

○療養費・家族療養費等請求書
○医師の弾性着衣等の装着指示書（原本）
○購入した際の領収書（原本）

※   年齢と所得区分によって、負担割合が区分されています。 
また「療養の給付の範囲内」とは、法律によって決められた金額を基本としている
ため、実際に支払われた金額と給付額に差が生じる場合があります。

請求方法
　所属所の共済事務担当課へ必要書類をご提出ください。
　※任意継続組合員の方は、共済組合へ直接請求してください。

請求の時効
　短期給付は、給付事由が生じた日の翌日から起算して 2年間共済組合へ請求行為を行わないときには、その給付
を受ける権利が時効により消滅しますので、請求の際にはお早目に手続きをしてください。

療養費(家族療養費)の支給要件等は、このほかにも詳しく定められておりますので、
請求の際にはお気軽にご相談ください。

　後発医薬品（ジェネリック医薬品）の普及は、自己
負担額の軽減や医療保険の財政状況を改善するた
めの有効な手段の一つです。国は、その後発医薬品
（ジェネリック医薬品）に関する数量シェアの目標値
を右のように定めています。
　数量シェアとは、「後発医薬品のある先発医薬品」及び「後発医薬品」を分母とした「後発
医薬品」の数量割合をいい、各医療保険者も目標値を達成するための取り組みが必要と
なっています。
　共済組合における平成26年度の数量シェアは58.6％となっていますので、処方されて
いる薬に後発医薬品（ジェネリック医薬品）があるときは、積極的な活用をお願いします。

後発医薬品（ジェネリック医薬品）の積極的な活用にご協力をお願いいたします！

達成時期 目標値

平成29年半ば 70％以上

平成30～32年度末までの間の
なるべく早い時期 80％以上

▶
▶
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標準報酬制に移行しました ●標準報 制 移行しました標準報 制に移行しました ●●●●●●●●●標準報酬制に移行しました ❻
　今月は「定時決定」について説明します。
　標準報酬の月額は、組合員が実際に受けている報酬と、既に決定されている標準報酬の月額
との間に大きな差が生じないように、原則として、毎年７月１日現在の組合員全員（休業中、休職
中、欠勤している者を含む。）について、４月、５月、６月の３ヵ月間に受けた報酬月額の平均額を
標準報酬等級表にあてはめて、その年の９月以降の標準報酬の月額を決定します。
　この決定を「定時決定」といいます。
　ただし、６月１日から７月１日までの間に組合員の資格を取得した者、７月から９月までのいずれ
かの月から随時改定・育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定が行われる者は、その
年の定時決定の対象とはなりません。

　この保険者算定を行う場合には、所属所から申立書及び部課署の代表者から上記イのことに対する理由書を作成いた
だき、所属所が作成する次ページの「定時決定における年間報酬の平均による保険者算定申立に係る報酬の比較及び組
合員の同意書」に組合員が署名・捺印をして同意していただく必要があります。
　要件を満たす方は、７月中旬～8月上旬頃、ご自身が所属する課の長を経由のうえ、共済事務担当課に確認等をお願
いいたします。

　定時決定は、原則として、４月、５月、６月の３ヵ月間に受けた報酬月額の平均額により、標準報酬の月額を決定しますが、業務
の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって報酬月額の算定を行うことが著しく不当であると認められる
場合について、年間平均による保険者算定を行います。

《 年間平均による保険者算定が認められる要件 》　※次の3つの要件を満たしていることが必要です。

ア　 「４月、５月、６月の3ヵ月間に受けた報酬月額の平均額により算定した標準報酬の月額」と「過去１年（前年７月か
ら当年６月まで）の年間報酬の平均額により算定した標準報酬の月額」との間に、２等級以上の差が生じること

イ　この２等級以上の差が業務の性質上、例年発生することが見込まれること
ウ　年間平均による保険者算定について組合員が同意していること

保険者算定（算定結果が著しく不当となるとき）

標
準
報
酬
の
月
額

標
準
報
酬
の
月
額

～

報酬月額 報酬月額 報酬月額

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

標
準
報
酬
の
月
額

標
準
報
酬
の
月
額

翌年
7月 8月

4月～6月の
報酬月額の平均額
（円位未満切捨て）

【定時決定】その年の9月以降の標準報酬の月額を決定
　　  　　  （その年の9月から翌年の8月まで適用）

標準報酬
等級表に
あてはめる

ご注意ください
標準報酬の月額は、掛金・保険料の算定に用いられる一方で、年金や傷病手当金など、組合員が受ける
保険給付の額にも影響がありますのでご注意ください。

基本給

諸手当

基本給

諸手当

基本給

諸手当

共済だより
2016.6.June No.609

10



お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306
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新たな地共済年金情報Webサイトが新たな地共済年金情報Webサイトが
リニューアルされました。リニューアルされました。

被用者年金制度が一元化されました ! ! ! ❻平成27年10月

　新たな地共済年金情報Webサイトは、被用者年金制度の一元化を踏まえた以下の内容で、リニューアルさ
れました。
　なお、平成27年3月31日まで稼働しておりました従前の地共済年金情報Webサイトにてご利用いただい
ておりましたユーザＩＤ・パスワードについては、失効しておりますので、再度利用申込する必要があります。

※１　 年金見込額は、確認時点の就業状態、給与額、賞与額等をベースに、法律で定められた年齢での
年金受給額等を試算しているため、実際の金額と異なります。

※２　住所や名前を変更された方で、共済組合に異動の届出をされていない方は閲覧ができませんので、変更の手続をお願いします。

◉ 閲覧までのおおまかな流れ

●閲覧できる内容
　①年金加入履歴・加入期間
　②保険料納付済額
　③標準報酬月額等
　④年金見込額（※1）
　⑤給付算定基礎額残高履歴

●利用できる方
　①組合員
　②組合員であった方
●ご利用時間
　毎日24時間365日
　（サーバーのメンテナンス時を除く。）

▶▶▶ 相談窓口（Ｗｅｂサイト用） ◀◀◀
全国市町村職員共済組合連合会 年金部年金企画課 ☎03-5210-4607 9時～17時（土・日・祝日を除く）

地共済年金情報Webサイトにアクセス
https://www.chikyosai-nenkin-web.jp/❶

ご利用申込み（※2）
（基礎年金番号・氏名・生年月日・パスワード等を入力）❷

受　　付❸

ユーザＩＤ通知書の受領❹

ログイン❺

開設次第、各共済組合及び全国市町村職員共済組
合連合会のホームページからもアクセスできるよ
うになります。

（数週間程度）
全国市町村職員共済組合連合会、各共済組合から
お申込み内容の確認のため、ご連絡をさせていた
だくことがあります。

閲覧の際に必要となる「ユーザＩＤ」を記載した
「ユーザＩＤ通知書」を郵送しますので、大切に
保管してください。

ユーザＩＤ通知書でお知らせした「ユーザＩＤ」
とご利用申込み時に登録しました「パスワード」
を入力し、ログインしてください。
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～給付算定基礎額残高通知書について～
　平成27年10月１日に「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」
が施行され被用者年金制度の一元化に伴い、退職等年金給付（年金払い退職給付）制度が創設されました。
　この退職等年金給付（年金払い退職給付）制度は、将来の年金給付に必要な原資をあらかじめ保険料で積み
立てる「積立方式」による給付になります。
　退職等年金給付（年金払い退職給付）は、組合員一人ひとりに仮想の個人勘定を設定し、この個人勘定に各月
の標準報酬月額及び標準期末手当等の額に付与率を乗じて得た付与額を利子とともに毎月積み立てます。こ
れを累積した「給付算定基礎額」が年金原資となります。
　このように、給付算定基礎額は毎月積み立てられるものであることから、「給付算定基礎額残高通知書」を
年１回送付します。

① 標準報酬月額（期末手当等の額を含む。）
② 付与額　　　　　　　　　　　　　　　　
③ 利息　　　　　　　　　　　　　　　　　
④ 給付算定基礎額残高

⑤ 有期退職年金算定基礎額　
⑥ 終身退職年金算定基礎額
⑦ 付与率
⑧ 基準利率

組合員及び年金待機者

（1） 送付物
　　給付算定基礎額残高通知書（圧着ハガキ）

（2） 送付方法とスケジュール
　　毎年、５月頃に全国市町村職員共済組合連合会から送付いた
　します。
　※平成28年度については、６月頃送付の予定です。
　※   年金待機者については、新たな掛金の納付がないため、退職時
　　　のほか35歳・45歳・59歳・63歳に通知します。

　退職等年金給付（年金払い退職給付）制度の概要や給付の計算方法等について詳しく知りたい方は、
下記の全国市町村職員共済組合連合会ホームページをご覧ください。

▶▶▶ 全国市町村職員共済組合連合会ホームページ ◀◀◀
http://www.shichousonren.or.jp/

通知内容1

通知対象者2

3 送付物、送付方法とスケジュール

4 退職等年金給付（年金払い退職給付）制度の概要等について
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　被扶養者の認定にかかる基準と取扱いの変更については、平成27
年8月号の共済だよりから6回に分けて掲載して参りましたが、この7
月から「被扶養者認定基準及び取扱い」の適用が始まります。
　「被扶養者認定基準及び取扱い」については、共済組合ホームぺージ
または所属所の共済事務担当課で確認いただくことができますので、
今一度ご確認いただき被扶養者の認定申請にあたりましては、組合員
皆様のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
　また、平成28年10月1日から兄姉の扶養認定をする際の「組合員と
同一世帯であること」の条件を要しなくなりますので、お知らせいたし
ます。

被扶養者の認定基準及び取扱いを被扶養者の認定基準及び取扱いを
一部変更いたします！❼一部変更いたします！❼

平成28年7月から

お問い合わせ先　施設課　☎048-822-3304

　○下記の２施設より、閉館に伴う営業停止の連絡がありましたのでお知らせします。

契約保養所のお知らせ

１．施設名及び営業停止日

都道府県名 施設名 所在地及び連絡先 営業停止日

鳥取県
ホープスターとっとり 鳥取市永楽温泉町556

TEL 0857-26-3311
平成29年1月31日

弓ヶ浜荘 米子市皆生温泉4-6-12
TEL 0859-22-7476

２．閉館日　　平成２９年３月３１日

　○下記の４施設については、平成28年3月31日をもって契約解除となっておりますのでお知らせいたします。

レクリエーション施設のお知らせ

都道府県名 契約解除施設

東京都
サンシャイン水族館

としまえん

栃木県 小山温泉　思川

埼玉県 草加健康センター

いたします。

お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

共済だより
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1

2

3

4

5

6

7

共済預金について

　共済預金は、「全員口座」と「自由口座」の2種類あり、いずれも出し入れ自由な普通預金です。なお、組合員1人につき
「全員口座」と「自由口座」をそれぞれ1口座ずつ開設することができます。（任意継続組合員の場合は、「自由口座」のみご
利用になれます。）また、取扱銀行は、埼玉県内の埼玉りそな銀行となります。

口座開設等について

　（1）全員口座
共済組合からの給付金や助成金などを送金するための口座となりますので、組合員の資格を取得したときは、必ず
開設していただく口座です。なお、口座開設店は、所属所ごとに決まっています。また、希望によりキャッシュカードを
作成することができます。

　（2）自由口座
 組合員が希望する埼玉県内の埼玉りそな銀行の支店で開設することができる口座です。また、少額貯蓄非課税制度
（新マル優）も適用されます。

支払利率について

　平成28年度の利率は、「全員口座」・「自由口座」とも年利1.8％です。なお、この
利率は年度途中で見直す場合もあります。

利息について

　日割り計算したものを年１回、4月1日付けで元金に繰り入れます。

預け入れ限度額について

　「全員口座」と「自由口座」を合わせて組合員1人につき3,000万円までとなります。

ペイオフについて

　ペイオフとは、各金融機関が加入する預金保険機構による保険制度であり、金融機関が破たんした場合に預金者に対し
て預金の一定額を保護する制度です。したがって、共済組合は、銀行などの金融機関に該当しないことから、共済組合と組
合員との間にはペイオフは適用されませんが、一預金者である共済組合と金融機関との間にはペイオフが適用されます。

副印鑑について

　共済組合では、不正な預金の引出しを防ぐことを目的に平成26年4月1日以降に新たに作成する通帳から副印鑑（通帳
表紙裏面に貼られるお届印）の貼付を原則廃止しております。なお、副印鑑については、新たに貼付することや取外すこと
もできますので、詳しくは福祉課または埼玉りそな銀行県内各支店までお問い合わせください。

お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

共済預金のお知らせ！！共済預金のお知らせ！！
　共済預金は、組合員の生活の安定と福祉の増進を目的として、共済組合が皆様からお預かりしたお金（共済預
金）を有価証券等で資産運用を行い、その運用益を預金利息として還元させていただいております。（平成27年
度の資産運用状況については、8月号に掲載予定）
　つきましては、この事業をよりご理解いただくために、共済預金の制度の概要についてお知らせしますので、こ
の機会に共済預金を有効にご活用ください。
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8月5日（金）申込締切日

5月31日（火）～8月5日（金）※1（予定）

　28,000 名を超える組合員の皆様がご加入されている「共済生活保険」の新規・更新募集のお知らせです。
　下記の日程で制度推進員が各所属にお伺いさせていただきますので、ぜひこの機会に
ご加入をご検討ください。

～保険料等の詳細は、「制度概要チラシ」およびパンフレットにてご確認ください～

M・F・Eプラン
（拠出型企業年金保険）

7Lプラン
（新団体定期保険）

●制度推進期間※2

制度推進員が各所属へ申込書・ご案内用紙等を持ってお伺いいたします。（新規ご加入申込希望の方は、制度
推進員へお申し出ください。詳しいご説明をお聞きいただき、お手続きをお願いいたします。）

1 加入資格 加入日（毎年1月1日）に満15歳以上63歳未満の組合員で、申込日現在、健康で正常に就業している方で保険料払込完了年齢
（65歳）まで2年以上ある方となります。

2 掛　　金 前払い制となっており、月払および賞与払があります。初回掛金の控除は、平成28年12月からとなります。積立開始は、平成
29年1月1日からとなります。

36歳～40歳の給付例

7Lプラン
充実コース（Aコース）

受取総額

約3,408万円
年金原資3,000万円約6.1万円

初年度受取月額
25年
受取期間

約16.5万円
最終年度受取月額

新規・更新手続き新規・更新手続きののご案内ご案内
保障開始日▶（平成29年1月1日）・第1回掛金控除日▶（平成28年12月給与・賞与）

※1  各所属の推進日・推進方法については、所属ごとに異なります。日程等については、各所属所担当課へお問い合わせください。

※2  『共済だより』４月号にてお知らせいたしましたが、個人情報提供停止申出者以外の組合員の方は、本年度も申込書およびご案内
用紙は氏名等を打出してご提供させていただきます。

M・F・Eプランは、将来の安定した生活に備えて積立を行い、退職後に一時金および年金
を受け取っていただく保険です。

現職中に万一のことがあった場合に、遺族共済年金、遺族障害年金の補完として毎月年
金をお支払いします。

1加入資格

本　人… 埼玉県市町村職員共済組合の組合員本人で申込書記載の告知内容に該当し、平成29年1月1日現在満15歳6ヵ月
を超え、満65歳６ヵ月までの方

配偶者… 本人の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、平成29年1月1日現在満15歳6ヵ月を超え、満65歳６ヵ月までの方
こども… 本人が扶養する子（健康保険法に定める被扶養者の範囲のうち、子に関する規定を準用します）で申込書記載の告

知内容に該当し、平成29年1月1日現在満2歳6ヵ月を超え、満22歳6ヵ月までの方

告
知
内
容

本人

【現在の就業状態】
申込日（告知日）現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。
（注）｢就業を制限｣とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短
縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。

配偶者・
こども

【現在の健康状態】
申込日（告知日）現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。
（注） ①｢治療｣には、指示・指導を含みます。
　　  ②｢医師による治療期間｣は初診から終診（医師の判断によるもの）までの期間をいいます。

本人・
配偶者・
こども共通

【過去12ヵ月以内の健康状態】
申込日（告知日）より起算して過去12ヵ月以内に、別表記載の病気により連続して14日以上の入院をし
たことはありません。

共済生活保険

共済だより
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7Lプランサポート
（団体定期保険）

7Lプランと合わせて給付を行います。（受取パターンが拡大）

別　　表
がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、くも膜下出血、てんかん、狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、
心筋症、不整脈、高血圧症、胃かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮筋腫、糖尿病

生活復興資金の確保が可能になりました！！

7Lプラン7Lプラン
サポートサポート

7Lプラン7Lプラン
＋

（例）7LプランJコース

万一（死亡・高度障害）のことがあった場合に、組合員本人やご遺族のために生活費として生活復興資金や生活維持資金

等が必要となります。「7Lプランサポート」にご加入いただくことにより、以下のような給付を受けることができます。

【ご退職後の取り扱いについて】
● ご退職後も同じ保障内容で80歳
まで続けられます。

● ご退職後も保険料は月払いのまま
続けられます。

● 団体扱いのため、配当金還付の対
象の制度です。

現職中に万一のことがあった場合に、7Lプランの給付に加え、7Lプランサポートから
一時金もしくは年金形式で給付を行い、ご自身やご遺族を支えていく制度です。

最長30年間の受取が可能になりました!!

（例）7LプランJコース

7Lプラン7Lプラン
サポートサポート

7Lプラン7Lプラン

25年間25年間 5年間5年間 25年間25年間

3030年間年間

1加入資格

本　人… 7Lプランに加入している埼玉県市町村職員共済組合の組合員本人で申込書記載の告知内容に該当し、平成
29年1月1日現在満15歳6ヵ月を超え、満65歳6ヵ月までの方（継続の場合は満80歳6ヵ月までの方）

配偶者… 本人の配偶者（7Lプランに加入している配偶者）で申込書記載の告知内容に該当し、平成29年1月1日現在満
15歳6ヵ月を超え、満65歳6ヵ月までの方（継続の場合は満80歳6ヵ月までの方）

2保 険 料 前払い制の月払になります。初回掛金の控除は、平成28年12月からとなります。配偶者の保険料は組合員本人の保険料と合わ
せて控除されます。

3効力発効 新規加入の場合は、平成29年1月1日以降に給付事由が発生した場合に給付対象となります。
※告知していただいた内容が事実と相違していた場合、保険金をお支払いできない場合があります。

別　　表 がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、くも膜下出血、てんかん、狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、
心筋症、不整脈、高血圧症、胃かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮筋腫、糖尿病

告
知
内
容

本人

【現在の就業状態】
申込日（告知日）現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。
（注） ｢就業を制限｣とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短

縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。

配偶者

【現在の健康状態】
申込日（告知日）現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。
（注） ①｢治療｣には、指示・指導を含みます。
　　 ②｢医師による治療期間｣は初診から終診（医師の判断によるもの）までの期間をいいます。

本人・
配偶者
共通

【過去12ヵ月以内の健康状態】
申込日（告知日）より起算して過去12ヵ月以内に、別表記載の病気により連続して14日以上の入院をし
たことはありません。

2保 険 料 前払い制となっており、月払および賞与払があります。初回掛金の控除は、平成28年12月からとなります。配偶者・こどもの保険
料は組合員本人の保険料と合わせて控除されます。

3効力発効 新規加入の場合は、平成29年1月1日以降に給付事由が発生した場合に給付対象となります。効力発効前に発病した疾病や災
害により死亡・入院等をされた場合については、給付対象とはなりません。
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※入院援助金に加入の際は、7Lプランの加入が条件です。

入院給付日額×（入院日数－4日免責）
継続した入院5日目から124日目まで

入院給付日額　
●3,000円　●5,000円
●10,000円
  （3コースから選択）

入院援助金
（医療保障保険）

一般の病気やけがにより入院・治療した場合に支給します。

1加入資格

本　人… 7Lプランに加入している埼玉県市町村職員共済組合の組合員で申込書記載の告知内容に該当し、平成29年1月1日現
在満15歳6ヵ月を超え、満65歳6ヵ月までの方。

配偶者… 本人の配偶者（7Lプランに加入している配偶者）で申込書記載の告知内容に該当し、平成29年1月1日現在満15歳6ヵ
月を超え、満65歳6ヵ月までの方。

こども… 本人のこども（7Lプランに加入しているこども）で申込書記載の告知内容に該当し、平成29年1月1日現在満2歳6ヵ月
を超え、満22歳6ヵ月までの方。

2保 険 料 前払い制となっており、毎月の給与から控除します。初回掛金の控除は、平成28年12月からとなります。配偶者・こどもの保険料
は組合員本人の保険料と合わせて控除されます。

3効力発効 新規加入の場合は、平成29年1月1日以降に給付事由が発生した場合に給付対象となります。効力発効前に発病した疾病や災
害により入院等をされた場合については、給付対象とはなりません。

告
知
内
容

本人

【現在の就業状態】
申込日（告知日）現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。
（注） ｢就業を制限｣とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短

縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。

配偶者・
こども

【現在の健康状態】
申込日（告知日）現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。
（注） ①｢治療｣には、指示・指導を含みます。
　　 ②｢医師による治療期間｣は初診から終診（医師の判断によるもの）までの期間をいいます。

本人・
配偶者・
こども
共通

【過去3ヵ月以内の健康状態】
申込日（告知日）より起算して過去3ヵ月以内に、医師による診察または健康診断・人間ドックを受け、その
結果、検査（再検査・精密検査を含みます）・入院・手術をすすめられていません。
（注）検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。
【過去2年以内の健康状態】
申込日（告知日）より起算して過去2年以内に、医師による診察・検査・治療を受けた期間または薬の処方
期間が、14日以上要した病気にかかったことはありません。
（注）①同一の病気で転院・転科している場合は通算します。
　　② ｢医師による診察・検査・治療を受けた期間｣は初診から終診（医師の判断によるもの）までの期間

をいいます。
　　③診察・検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。
　　④｢治療｣には、指示・指導を含みます。

1日5，000円×入院日数
継続した入院1泊2日から365日目まで

三大疾病の入院　1日10,000円×支払日数無制限

入院保障プラン
（無配当医療保険）

一般の病気やけがにより入院・治療した場合に支給します。
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重病克服支援制度
（無配当特定疾病保障定期保険（Ⅱ型））

1加入資格

本　人… 埼玉県市町村職員共済組合の組合員本人で申込書記載の告知内容に該当し、平成29年1月1日現在満15歳6ヵ月を超
え、満65歳6ヵ月までの方。

配偶者… 本人の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、平成29年1月1日現在満15歳6ヵ月を超え、満65歳6ヵ月までの方。た
だし、配偶者のみの加入はできません。

2保 険 料 前払い制となっており、毎月の給与から控除します。初回掛金の控除は、平成28年12月からとなります。配偶者の保険料は組合
員本人の保険料と合わせて控除されます。

3効力発効 新規加入の場合は、平成29年1月1日以降に給付事由が発生した場合に給付対象となります。効力発効前に発病した疾病や災
害により入院等をされた場合については、給付対象とはなりません。

告
知
内
容

本人

【現在の就業状態】
申込日（告知日）現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。
（注）｢就業を制限｣とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短
縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。

配偶者

【現在の健康状態】
申込日（告知日）現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。
（注） ①｢治療｣には、指示・指導を含みます。
　　 ②｢医師による治療期間｣は初診から終診（医師の判断によるもの）までの期間をいいます。

本人・
配偶者
共通

【過去3ヵ月以内の健康状態】
申込日（告知日）より起算して過去3ヵ月以内に、医師による診察または健康診断・人間ドックを受け、その
結果、検査（再検査・精密検査を含みます）・入院・手術をすすめられていません。
（注）検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。
【過去2年以内の健康状態】
申込日（告知日）より起算して過去2年以内に、医師による診察・検査・治療を受けた期間または薬の処方
期間が、14日以上要した病気にかかったことはありません。
（注）①同一の病気で転院・転科している場合は通算します。
　　② ｢医師による診察・検査・治療を受けた期間｣は初診から終診（医師の判断によるもの）までの期間

をいいます。
　　③診察・検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。
　　④｢治療｣には、指示・指導を含みます。

所定の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、一時金として支給。
特約を付加することで、7大疾病に対する治療費として7大疾病保険金を、上皮内新
生物（がん）と診断確定された場合には、がん・上皮内新生物保険金を支給。

が　　ん 急性心筋梗塞 脳卒中 200万円 300万円 400万円 500万円一時金 （4コースから選択）
をお支払いいたします。

※ 死亡・高度障害時には、死亡･高度障害保険金として加入コースに応じてお支払いいたします。ただし、特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金は重複して支払われません。
※リビング・ニーズ特約付 … 余命６ヵ月と診断された場合、保険金の前払い請求ができます。

1加入資格

本　人… 埼玉県市町村職員共済組合の組合員本人で申込書記載の告知内容に該当し、平成29年1月1日現在満15歳
6ヵ月を超え、満65歳6ヵ月までの方。

配偶者… 本人の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、平成29年1月1日現在満15歳6ヵ月を超え、満65歳6ヵ月まで
の方。ただし、配偶者のみの加入はできません。

告
知
内
容

本人

【現在の就業状態】
申込日（告知日）現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。
（注） ｢就業を制限｣とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短

縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。

配偶者

【現在の健康状態】
申込日（告知日）現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。
（注） ①｢治療｣には、指示・指導を含みます。
　　 ②｢医師による治療期間｣は初診から終診（医師の判断によるもの）までの期間をいいます。

本人・
配偶者
共通

【過去3ヵ月以内の健康状態】
申込日（告知日）より起算して過去3ヵ月以内に、医師による診察または健康診断・人間ドックを受け、その
結果、検査（再検査・精密検査を含みます）・入院・手術をすすめられていません。
（注）検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。

【過去5年以内の健康状態】
申込日（告知日）より起算して過去5年以内に、腫瘍、ポリープまたは別表記載の病気により、連続して7日
以上の入院をしたことはありません。
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退職後継続保障制度
（無配当定期保険（Ⅱ型））

死亡・高度障害時に保険金を支給します。退職後も70歳まで同じ保険料率で継
続できます。

1加入資格

本　人… 埼玉県市町村職員共済組合の組合員本人で申込書記載の告知内容に該当し、平成29年1月1日現在満15歳
6ヵ月を超え、満65歳6ヵ月までの方。

配偶者… 本人の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、平成29年1月1日現在満15歳6ヵ月を超え、満65歳6ヵ月まで
の方。ただし、配偶者のみの加入はできません。

2保 険 料 前払い制となっており、毎月の給与から控除します。初回掛金の控除は、平成28年12月からとなります。配偶者の保険料は組合
員本人の保険料と合わせて控除されます。

3効力発効 新規加入の場合は、平成29年1月1日以降に給付事由が発生した場合に給付対象となります。効力発効前に発病した疾病や災
害により死亡をされた場合については、給付対象とはなりません。

別　　表 がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、くも膜下出血、てんかん、狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、
心筋症、不整脈、高血圧症、胃かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮筋腫、糖尿病

告
知
内
容

本人

【現在の就業状態】
申込日（告知日）現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。
（注） ｢就業を制限｣とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短

縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。

配偶者

【現在の健康状態】
申込日（告知日）現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。
（注） ①｢治療｣には、指示・指導を含みます。
　　 ②｢医師による治療期間｣は初診から終診（医師の判断によるもの）までの期間をいいます。

本人・
配偶者
共通

【過去12ヵ月以内の健康状態】
申込日（告知日）より起算して過去12ヵ月以内に、別表記載の病気により連続して14日以上の入院をし
たことはありません。

200万円 300万円 400万円 500万円一時金 （4コースから選択）をお支払いいたします。

※リビング・ニーズ特約付 … 余命６ヵ月と診断された場合、保険金の前払い請求ができます。

死　　亡 高度障害

2保 険 料 前払い制となっており、毎月の給与から控除します。初回掛金の控除は、平成28年12月からとなります。配偶者の保険料は組合
員本人の保険料と合わせて控除されます。

3効力発効 新規加入の場合は、平成29年1月1日以降に給付事由が発生した場合に給付対象となります。
効力発効前に三大疾病に罹患された場合については、給付対象とはなりません。

当特約を新規付加するまたは当特約が付加された主契約保険金を増額する場合は、上記の告知に併せて、以下の【現在までの健康状態】
をご確認ください。

がん・上皮内新生物保障特約について

申込日（告知日）現在までに、悪性新生物（がん・肉腫・悪性リンパ腫・白血病を含みます）または上皮内新
生物（上皮内がん）と診断されたことはありません。

現在までの健康状態

別　　表 がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、くも膜下出血、てんかん、狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、
心筋症、不整脈、高血圧症、胃かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮筋腫、糖尿病
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業務上の行為に起因する訴訟が提起された場合、組合員の皆様が負担される争訟費用と法律上
の損害賠償金（不当利得返還金を除きます）について保険金をお支払いします。
また、日常生活上での訴訟・賠償リスクを総合的に補償いたします。

1加入資格

本　人… 埼玉県市町村職員共済組合の組合員本人で、申込書記載の告知内容に該当し、平成29年1月1日現在満15歳
6ヵ月を超え、64歳6ヵ月までの方。

2保 険 料 前払い制となっており、毎月の給与から控除します。初回掛け金の控除は、平成28年12月からとなります。

3効力発効 新規加入の場合は、平成29年1月1日以降に給付事由が発生した場合に給付対象となります。効力発効前に被った傷害または
発病した疾病により就業障害が生じた場合については、給付対象とはなりません。

告
知
内
容

【現在の就業状態】
申込日（告知日）現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。
（注）「就業の制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制
限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。
【過去3ヵ月以内の健康状態】
申込日（告知日）より起算して過去3ヵ月以内に、医師による診察または健康診断・人間ドックを受け、その結果、検査（再検
査・精密検査を含みます）・入院・手術をすすめられていません。
（注）検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。
【過去2年以内の健康状態】
申込日（告知日）より起算して過去2年以内に、医師による診察・検査・治療を受けた期間または薬の処方期間が、14日以
上要した病気にかかったことはありません。
（注）①同一の病気で転院・転科している場合は通算します。
　　②「医師による診察・検査・治療を受けた期間」は初診から終診（医師の判断によるもの）までの期間をいいます。
　　③診察検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。
　　④「治療」には、指示・指導を含みます。

長期療養収入補償制度 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。

就業障害
発生

免責期間
90日

長期療養収入補償制度より

所定の就業障害が続く限り5年または60歳を限度に補償します。55歳～ 64歳の方は3年が限度。
所定の精神障害による就業障害の場合、54歳までの方は5年、55歳～64歳の方は3年が限度です。

補償対象期間

月額最高 15万円 10万円 5万円  を

54歳までの方は 5年  または 最長60歳まで  給付

55歳～ 64歳までの方は 3年が限度

保険金支払開始

公務員賠償責任
（損害賠償金保険金） 5,000万円 個人賠償責任

（賠償責任保険金） 5,000万円 争訟費用保険金 500万円

不慮の事故による
死亡保険金 50万円 後遺障害保険金

（程度により） 2～50万円

1加入資格 埼玉県市町村職員共済組合の組合員本人で、平成29年1月1日現在満14歳6ヵ月を超え満65歳6ヵ月までの方です。

2保 険 料 前払い制となっており、毎月の給与から控除します。初回掛金の控除は、平成28年12月からとなります。

3効力発効 新規加入の場合は、平成29年1月1日以降に給付事由が発生した場合に給付対象となります。効力発効前に事故が生じた場合
については、給付対象とはなりません。

訴訟費用保険

◆平成28年5月23日（月）～
　平成29年3月31日（金）　
　9 :00～17 : 00　土日祝日除く0120-088-890
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貸付制度をご活用ください貸付制度をご活用ください

● 貸付の申込みについては、所属所の共済事務担当課を通して本組合へ行ってくださるようお願いいたします。(貸
付申込に係る締切日については別表1を参照ください。) なお、貸付日以前に支払済みの費用は貸付対象になりま
せんのでご注意ください。
● 貸付の申込みにおいて、新規貸付、既に借り入れている貸付、融資金及び他の金融機関からの借入金に対する毎月
の償還額の合計額が給料月額の30％を超える場合もしくは給料及び期末手当等からの年間の償還額の合計が年収
（給料月額の16倍）の30％を超える場合は、貸付できません。

共済組合には、次のような貸付制度がありますので、ご活用ください。共済組合には、次のような貸付制度がありますので、ご活用ください。

種　類 種　別 貸付の理由 貸付限度額 貸付金の単位 償還期間 貸付利率

普通貸付 普通貸付 組合員が臨時に資金を
必要とするとき

給料月額の6倍で最高
200万円の範囲内

5万円単位（最低5万円
で、賞与併用償還の場
合は最低30万円）

120月以内 2.66%

住宅貸付 住宅貸付

組合員が自己の用に供
するため住宅を新築、
増築、改築、移転、も
しくは購入又は住宅の
敷地を購入するとき

給料月額に組合員期間
に応じた月数を乗じた
額及び最低保証額（最
高1,800万円）　　　　
※別表2のとおり

10万円単位
（最低50万円） 360月以内 2.66%

在宅介護
対応住宅
貸付

在宅介護
対応住宅
貸付

組合員が要介護者に配
慮した構造を有する住
宅を新築、増改築、修理
もしくは購入するとき

300万円（住宅貸付及び
災害貸付の貸付限度額
または最低保証額に加
算可能）

10万円単位
（最低10万円） 300月以内 2.40%

災害貸付

災害家財
貸付

組合員の家財に係る水
震火災その他の非常災
害及び盗難等による損
害を受けたとき

給料月額の6倍で最高
200万円の範囲内 普通貸付に同じ 120月以内 2.22%

災害住宅
貸付

組合員の住宅又は住宅
の敷地に係る災害によ
る損害を受けたとき

住宅貸付に同じ（最低
保証額も同じ）　　　
※別表2のとおり

住宅貸付に同じ 360月以内 2.22%

災害
再貸付

現に住宅貸付又は災害
住宅貸付を受けている
組合員の居住する住宅
又は住宅の敷地に係る
災害による損害を受け
たとき（法の規定による
災害給付の支給を受け
る程度の損害に限る）

住宅貸付の2倍に相当
する金額で最高1,900
万円の範囲内　　　　
※別表2のとおり

10万円単位
（最低50万円） 360月以内 2.22%

特別貸付

医療貸付

組合員又はその被扶養
者の療養（高額療養費
の支給対象となる療養
を除く）に係る費用が
必要となったとき

給料月額の6倍で最高
100万円の範囲内

5万円単位（最低5万円
で、賞与併用償還の場
合は最低30万円）

84月以内 2.66%

入学貸付

組合員又はその被扶養
者（被扶養者でない子
を含む。）が、高等学校、
中等教育学校（後期課
程に限る）、大学、高等
専門学校並びに専修学
校及び各種学校（以下
「高等学校等」という。）
に入学するとき

給料月額の6倍で最高
200万円の範囲内

5万円単位（最低5万円
で、賞与併用償還の場
合は最低30万円）

120月以内 2.66%

（平成28年4月1日現在）
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種　類 種　別 貸付の理由 貸付限度額 貸付金の単位 償還期間 貸付利率

特別貸付

結婚貸付

組合員、その被扶養者
又は被扶養者でない
子、孫もしくは兄弟姉
妹の婚姻に係る費用を
必要とするとき

給料月額の6倍で最高
200万円の範囲内

5万円単位（最低5万円
で、賞与併用償還の場
合は最低30万円）

120月以内 2.66%

葬祭貸付

組合員の配偶者、子、
父母もしくは兄弟姉妹
又は配偶者の父母の葬
祭に係る費用を必要と
するとき

給料月額の6倍で最高
200万円の範囲内

5万円単位（最低5万円
で、賞与併用償還の場
合は最低30万円）

120月以内 2.66%

修学貸付

組合員又はその被扶養
者（被扶養者でない子を
含む。）の修学で高等学
校等において修学して
いる場合の費用を必要
とするとき

修業年限を限度とし
て、月15万円（単年度
上限180万円）ただし、
年度途中に当該年度分
の貸付申込をする場合
は、15日貸付について
は 貸付月から当該年度
末までの残月数に15万
円を乗じた額、月末前
日貸付については、貸
付月の翌月から当該年
度末までの残月数に15
万円を乗じた額が限度
となります。　　　
【例】7月15日貸付の場
合 は、9月（7月 ～ 3月
までの月数）×15万円
＝135万円、7月29日
貸付の場合は8月（8月
～ 3月までの月数）×
15万円＝120万円

15万円単位

150月以内
※据置期間
学校教育法
で定める修
業年限以内
（最高6年）

2.66%

（注） 貸付利率は固定ではありませんので、変動する場合があります。財政融資資金利率の金利が一定の率を上回る場合、財政
融資資金利率の金利に応じた変動利率により、貸付利率が設定されることとなります。

■別表１

貸付日 貸付種別 申込締切日

15日送金 普通貸付・特別貸付 当該貸付日の属する月の１日まで

月末前日送金
普通貸付・特別貸付 当該貸付日の属する月の15日まで

住宅貸付 当該貸付日の属する月の５日まで

当該資金を必要とする日 特別（入学）貸付 申込随時

■別表２

貸付限度額 最低保証額

組合員期間 月数 組合員期間 最低保証額

１年以上６年未満 ７月 ３年未満 100万円

６年以上11年未満 15月 ３年以上７年未満 400万円

11年以上16年未満 22月 ７年以上12年未満 700万円

16年以上20年未満 28月 12年以上17年未満 900万円

20年以上25年未満 43月 17年以上 1,100万円

25年以上30年未満 60月

30年以上 69月

お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305
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連帯保証契約には十分注意してください 連帯保証契約には十分注意してください 

お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

保証人になることの
危険性を認識
していますか？

1

債務者の借金のために、
家族をトラブルに巻き込む
ことができますか？

3

債務者の借金のために、
自己の人生を犠牲に
できますか？

2

分別の利益 

保証人及び連帯保証人の契約・権利関係 

× 分別の利益 

× 検索の抗弁権 
催告の抗弁権 

検索の抗弁権 
催告の抗弁権 

債務者が返済できなく
なったら請求できる 

いつでも請求できる 

連帯保証人 

保証人 

債務者 

 

権　
債

者
　

 

債務者

保証人

　保証人になってくれと頼まれている方はもちろん、今すぐでなくても保証人を頼まれることは一生に何度か訪れるかもしれません。
ただし、保証人と一言で言っても民法上の保証人と身元保証の身元保証人があります。ここでは、金融機関等の債権者と保証契約
によってなされる保証人についてお示しします。この保証人には、単なる「保証人」と「連帯保証人」があり、両者には大きな違いが
あります。どちらの保証人になるにせよ、責任が重いことに変わりはありませんが、特に連帯保証人は、取り返しのつかない重い責
任を負うことになりかねません。今後のためにもその違いをよく認識し、正しい知識を身につけることが必要です。 

　単なる保証人とは、「主たる債務者
がその債務を履行しないときに、その
履行をする責任を負う者」と民法に規
定されています（民法446条）。すなわ
ち、主たる債務者がお金を返済しない
場合に、借りた人に代わって、そのお
金を返済することを約束した人です。
　また、保証人には、以下に掲げる3
つの権利が与えられています。 

　一般的に、金銭消費貸借契約におい
て保証人といえば、連帯保証人のこと
を指します。そして、連帯保証人は、
単なる保証人と違い、債務者とともに
債務返済の責任を負うこととなります。

　連帯保証人には、保証人に与えられ
ている「催告の抗弁権」、「検索の抗弁
権」がありませんので、債権者からい
ついかなる場合に請求を受けても拒否
できません。また、「分別の利益」もあ
りませんの
で、連帯保
証人一人ひ
とりが債務
者と同等に
債務の全額
を保証しな
ければなり
ません。 

連帯保証人＝債務者 

① 催告の抗弁権（民法452条）
債権者が債務者よりも先に保証人に支払い請
求してきた場合、自分より先に債務者に請求
するように言う権利。

② 検索の抗弁権（民法453条）
債権者から保証人が請求を受けた際に、債
務者に財産があることを証明し、その請求
を拒否できる権利。 

③ 分別の利益（民法456条）
保証人が複数名いる場合、一人が負うべき
保証債務は頭数を平等に分けて分担した金
額のみとなります。 

保証人 連帯保証人

催告の 
抗弁権 

検索の 
抗弁権 

分別の 
利益 

債務者と同等の立場で
重い責任  

　連帯保証人は、法律上債務者と同等の立場、同等の責任を負う存在です。 
　債権者は、債務者でも連帯保証人でも好きなほうに支払い請求することができますし、連帯保証
人が複数名いる場合は、取りやすい相手に絞って全額請求することもできます。 
　連帯保証人になったら、常に債権者に支払い請求する機会を与えてしまっているようなものです
から、請求されても法的に弱い立場となりたいへん危険です。 

最低限度の基礎知識を
取り入れておくことで、
その時がきても慌てずに
落ち着いて行動ができる

　ようにしましょう。 

　昨今、保証人になり、借金の肩代わりをさせられた
挙げ句、破産や個人再生の申立てをせざるを得ない状
況になってしまう方が少なくありません。
　家族、親族、友人等から「絶対に迷惑をかけないから
保証人になって欲しい」と言われ、しかたなく保証
人になってしまうケースもあると思われ
ますが、あまりの責任の重さにどう
することもできず「恨む以外に
方法がない」ということにもな
りかねません。
　ご印鑑を押す前に右記のこ
とを自問して、もう一度検討
してください。 

家族や親しい人に保証人を頼まれてもよく検討してください！ 家族や親しい人に保証人を頼まれてもよく検討してください！ 

NO

保証人保証人についてについて正しい知識正しい知識を持ちましょう！を持ちましょう！

組合員の皆様へ 連帯保証契約の危険性に関する重要なお知らせ 

？

そ
落
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お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

　共済組合が支払う医療費は、組合員及び被扶養者が減少しているなか増加傾向にあり、その要因のひとつと
して夜間や休日の診療にかかる時間外加算等があります。下記のとおり通常の受診と比較した場合、時間外等
の加算がされた医療費は高額になり、自己負担分も共済組合負担分も増加します。そのため、毎年「医療費適正
化対策事業」において適正受診のお願いをしているところですが、実際に急病になられたときの不安は大きい
ものと考え、その不安を解消していただくために埼玉県が実施しております「救急電話相談」のご案内を本組
合のホームページに掲載しておりますのでご案内いたします。
　多くの方に活用いただくことで、大変な状況にある緊急医療の混雑緩和の一助となり、医療費の節減にも繋
がる取組みと考えておりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

埼玉県が実施する救急電話相談のご案内

※1  「深夜」は午後10時から翌午前6時　　※2  「休日」は日曜日・祝日・12月29日から1月3日
※3  「時間外」は上記以外の診療時間外に受診した場合

◎医療費の比較（加算額を含んだ金額）

時間内 深夜（※1） 休日（※2） 時間外（※3）
初診料 2,820円 7,620円 5,320円 3,670円

乳幼児（6歳未満） 3,570円 9,770円 6,470円 4,820円

実際の医療費を比較してみましょう。

（例） 時間内　2,820円　窓口負担（3割）＝     846円　共済組合負担（7割）＝  1,974円
 深　夜　7,620円　窓口負担（3割）＝  2,286円　共済組合負担（7割）＝  5,334円

1,440円
負担増

3,360円
負担増

トップページ左下のバナーをクリック！

※相談時間・利用方法等につきましては、本組合ホームページよりご確認ください。

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

※  ダイヤル回線・IP 電話・PHSからは
048-833-7911

※  ダイヤル回線・IP 電話・PHSからは
048-824-4199

急な病気に困ったら
埼玉県　救急電話相談へへへ

小児救急電話相談
＃8000

大人の救急電話相談
＃7000
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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
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

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

　平成28年度も、夏期期間・年末年始の宿泊割引増額キャンペーンの実施を
継続します。さらに今年は、るるぶトラベル・るるぶトラベルツアーも対象
となり、期間中1泊につき1,000円の宿泊割引が受けられます。
　ご旅行時にはぜひ活用しよう！

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

会員と配偶者及びそれぞれの２親等以内のご親族対 象 者
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

ご利用条件

※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」宿泊プランは会員サイトからもお申込み可能です。

JTB 店頭 ･JTB 総合提携店・PTS 店頭、JTB旅の予約センターお 申 込 み

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

「えらべる倶楽部」宿泊プラン・「えらべる倶楽部」お値打ち宿泊プラン
「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

対 象 商 品

通常期　お一人様１泊につき　500円割引のところ

るるぶトラベル・るるぶトラベル・
るるぶトラベルツアーるるぶトラベルツアーNEW!

「えらべる倶楽部」からのお知らせ　

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。

宿泊割引増額
キャンペーン

（12月24日（土）～ 1月7日（土）宿泊分）

定
（（土）土）日（日（土）土）宿宿泊

定限限始
（土）土） 1月（土）土） 11月

始年年末
（1（ 2月2 2424（1（12月2月224

末年

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

1,000円割引！

（7月16日（土）～９月30日（金）宿泊分）

定限期
（ 1166 （土（土（7（7月1月16日6日（土（土

夏

えらべる倶楽部宿泊補助金えらべる倶楽部宿泊補助金ののご案内ご案内
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※上記は 2016年 3月時点の情報です。ご利用前に会員専用サイトにてご確認ください。

お得に映画を見よう！お得に映画を見よう！

例えば、イオンシネマなら…

一般価格 1,800 円
のところ

えらべる倶楽部では

▶お申込みからお受取りまでの流れ（マルチタイプ）

お申込み

チケット専用
ダイヤル

　  03-5646-5539　　　　0120-924-101
営業時間　平日 10:00～21:00　土日 10:00～17:00　休業日 祝日 ･年末年始 (12/30～1/3)
※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。
※ チケット等をご購入いただくサービスは、ご入金確認後の商品発送となります。なお、商品の到着まで1週間～
10日ほどお時間をいただく場合があります。※お申込み後の変更取消はできません。

お支払い

詳しくは、えらべる倶楽部会員専用サイトでチェック！
直接、コンビニでチケットを発券できる映画館も多数！

で

提携映画館

1,300円

　　

【Android】【iOS】

えらべる倶楽部
会員専用サイト

　　　PC版　　　 http://www.elavel-club.com

　　　スマホ版　　http://www.elavel-club.com/smp/

　　　携帯電話版　http://elavel.jp/ 　　　公式アプリ えらべる club 　　

☎

お受取り

えらべる倶楽部
会員専用サイト

JTBベネフィット
サービスセンター
チケット専用ダイヤル

銀行振込
※ 振込手数料は会員様の 
ご負担となります。

クレジットカード
決済

コンビニエンス
ストア決済

コンビニエンス
ストアで発券

※ 配送の場合、入金確認後お届けまで1週間～
10日ほどお時間をいただく場合があります。

ご指定場所へ配送
（送料無料）

他

年間枚数
制限なし

公式アプリのダウンロードは、
▶ iOSは「App Store」
▶ Android は「Play ストア」にGO !
▶「えらべる倶楽部」で検索！

※他提携映画館は、会員専用サイトでご確認ください。　※一般価格、会員価格は、映画館により異なります。
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熱中症とは

熱中症の代表的な症状と対処法

熱中症を防ぐためには

対処法：まずは涼しい場
所へ移動。衣類をゆるめ、
水分（スポーツドリンクや
0.1 ～ 0.2%の食塩水など
がおすすめ）を飲ませる。

重症度 Ⅰ度
□ めまい
□ 立ちくらみ
□ こむらがえり、筋肉痛
□ 汗が止まらない

対処法：Ⅰ度の対処法に加えて、
足を高くして体を休め、濡れタオ
ルをあててあおぐなどして体を冷
やす。水分を自力で摂取できない
場合はすぐに医療機関へ。

重症度 Ⅱ度
□ 頭痛
□ 吐き気
□ 体がだるい（倦怠感）
□ 虚脱感

対処法：ただちに救急隊を要請。Ⅱ
度の対処法に加え、足、脇の下、足
の付け根など太い血管の通っている
部分を氷や水で冷やしながら待つ。

重症度 Ⅲ度
□ 意識がない
□ けいれん
□ 高体温
□ 呼びかけに対し返事がおかしい
□ まっすぐに歩けない、走れない

高温多湿の環境では、どこでも誰にでも起こり得ます。正しく知って予防と対策を！

重症化すると命にかかわることもある熱中症も、予防法を知っていれば防ぐことができます。元気に夏を乗り切るた
めに、日常生活で守りたいポイントを押さえておきましょう。

私たちの体は、暑いときには汗をかいて熱を放散し、体温を調整しま
す。ところが、かいた汗に見合う量の水分を補給しないと、発汗機能が
うまく働かなくなり、熱の放散が追いつかない状態に。その結果、体温
が著しく上昇し、血液は濃縮されて流れが悪くなり、脳などへの血流が
低下して起こる障害が「熱中症」です。
近年では、炎天下だけでなく、屋内での熱中症も増えています。ヒー

トアイランド現象などのほか、冷房などに頼りすぎたために私たちの体
温調節機能そのものが低下していることも原因だといわれています。

熱中症の特徴は、短時間で重症化すること。軽症であれば水分を補給するなどで回復しますが、放置したり無理にが
んばったりすると、脳や内臓の障害を起こし、命を失う場合もあります。熱中症の症状があれば見逃さず、早めに対処
することが大切です。特に高齢者は、のどの渇きを感じにくいため、早めの水分補給が必要です。

家族族族族族家族族
みんなのんななんなみんなのなの熱中症

を整える！を整える！体 調
●十分な栄養・睡眠をとる
●こまめに水分を補給する（利尿作用
のあるアルコールやカフェインは×）
●日頃から汗をかく習慣を身につけ、
暑さに慣れる
●服装を工夫する　　　　　　  など

を整える！を整える！環 境
●扇風機や空調を上手に利用する
●カーテンやすだれなどで
直射日光を防ぐ
●日陰を選んで歩く
●帽子や日傘などを活用する

●高齢者や子ども
●肥満の人
●過度の衣服を着ている人
●普段から運動をしていない人
●暑さに慣れていない人
●持病のある人、体調の悪い人

特に注意が必要な人特に注意が必要な人

など

監修：久保 明（医療法人財団 健康院 高輪メディカルクリニック院長・東海大学医学部抗加齢ドック教授）



　本組合指定のレクリエーション施設「東京ディズニーランド」及び「東京ディズニーシー」より
組合員の方を対象に期間限定特別料金が提供されましたのでご案内いたします。

※本組合の利用券（年度内の利用限度は1回です。）とパスポート購入申込書を同時に使用した場合は、上記の料金で入園できます。
また、本組合の利用券を既に利用限度回数を使った方は、パスポート購入申込書を提出いただくと特別料金が適用されます。
ただし、本組合の利用券のみ使用した場合は、特別料金は適用されず、通常料金での入園となりますのでご注意ください。

通常料金 特別料金 補助金額 自己負担額
大人 7,400 円 6,500 円 1,500 円 5,000 円
中人 6,400 円 5,600 円 1,500 円 4,100 円
小人 4,800 円 4,200 円 1,500 円 2,700 円

ト・チケットセンター等に提出してパスポートを購入してくだ
さい。
（埼玉県内の販売窓口は、大宮アルシェ店、羽生イオンモー
ル店、川口アリオ店、越谷イオンレイクタウン店となります。）

「東京ディズニーランド」及び「東京ディズニーシー」

利用券を従来どおり各所属所の共済事務担当課に申し出て
取得し、下記の「東京ディズニーリゾート・コーポレートプロ
グラム「サンクス・フェスティバル・パスポート購入申込書」」
（コピー可）を切り取り、東京ディズニーランド及び東京ディ
ズニーシーのチケット販売窓口または東京ディズニーリゾー

利用日現在、組合員及びその同居家族
・ 上記の期間中、特別料金の適用を受けようとする方は、え
らべる倶楽部との併用はできませんのでご注意ください。
・ 前売券を購入した方で上記の期間外に利用する場合は、利
用日当日の通常料金との差額及び期日変更手数料が別途
かかりますのでご注意ください。
・ パスポート購入申込書1枚につき5名まで購入できますの
で、6名以上で利用される方はコピーでの対応をお願いし
ます。

平成28年7月1日（金）～7月29日 （金） ※土・日・祝日を除く平日のみ
※入園制限中の場合はご利用いただけませんのでご注意ください。

1 期　間期　間

2 特別料金等特別料金等

3 対象施設対象施設

4 対象者対象者

5 パスポート購入方法パスポート購入方法

6 その他その他

東京東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラムディズニーリゾート・コーポレートプログラム
「「サンクス・フェスティバルサンクス・フェスティバル」」のごのご案内案内
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行　

程 熊　

谷

大　

宮

大　

宮

熊　

谷

草
津
温
泉

    期　日
   9月2日（金）～3日（土）
宿泊場所

群馬県吾妻郡草津町草津512-2
埼玉県市町村職員共済組合
草津保養所アルペンローゼ　☎0279‐88‐1300
参加費

宿泊料（1泊2食付）+昼食2回 +バス代
① 組合員及び被扶養者
　 大人1名 13,500円　小人（小学生まで）1名 11,000円
① （補助金1泊6,000円を控除後の額）
② 組合員の家族等
① 大人1名 19,500円　小人（小学生まで）1名 17,000円
参加費の納入方法

参加費は、納入告知書を送付いたしますので、最寄りの埼玉
りそな銀行県内各支店からお振り込みください。
申込方法

参加希望者は、次ページ下部の申込書に記入のうえ、直
接施設課へ送付、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
埼玉県市町村職員共済組合　施設課
FAX 048‐822‐3340
申込締切日

平成28年7月25日（月）共済組合へ必着
募集人員

定員40名（バス1台）（最少催行人員20名）
都合により、行程及び乗車場所を一部変更する場合が
ありますのでご了承ください。

  募集人員を超えた場合の参加者決定
   抽選により参加者を決定いたします。
抽選の結果は、参加申込者に直接お知らせいたします。
申し込み後の取消について

申し込み後の取消の場合、ただちに施設課またはアルペ
ンローゼまでご連絡ください。
取消料について

＊8月23日から８月29日までの取消 750円
＊ 8月30日から9月1日までの取消 1,500円
＊旅行日当日または無連絡の取消 2,500円
＊3歳以上12歳未満の子どもについては半額

傷害保険について
傷害保険につきましては、共済組合で一括加入いたし
ます。

その他
＊ 出発時刻及び乗車場所は、参加者に直接お知らせいた
します。
＊ 必ず参加者本人のお名前でお申し込みください。 お名
前が違う場合、保険等の適用が受けられなくなります。

＊ 申込状況により、部屋の種類（禁煙・喫煙）について、ご
希望に添えない場合があります。なお、相部屋となる
場合もありますのでご了承ください。
＊ ご不明の点は施設課へお問い合わせください。

信州上田真田丸大河ドラマ館
上田城跡公園

（昼食・ガイド付散策）

帰帰  

りり

行行  

きき
草津温泉

アルペンローゼ／宿泊

沼田城跡公園
（ガイド付散策）

道の駅川場田園プラザ
（昼食・自由散策）

【お問い合わせ先】
施設課

☎048-822-3304

上田城跡公園 本丸跡上田城跡公園 本丸跡

上田城跡公園 上田城跡公園 

アルペンローゼからアルペンローゼから
バス旅行のお知らせバス旅行のお知らせ

真田街道バスの旅真田街道バスの旅真田街道バスの旅

宿泊ポイントが貯まります

9月2日（金）～9月3日（土）9月2日（金）～9月3日（土）

日本１００名城のひとつ上田城をはじめ、日本１００名城のひとつ上田城をはじめ、
今話題の真田氏ゆかりの地を巡るツアーです！今話題の真田氏ゆかりの地を巡るツアーです！
宿では草津の名湯をゆったりご堪能いただけます！宿では草津の名湯をゆったりご堪能いただけます！

協力：上田市マルチメディア情報センター

真田神社真田神社
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埼玉県市町村職員共済組合　草津保養所

～ア～ア～ア～ア～ア～ア～ア～アアアルペルペルペルペルペルペルペルペル ンロンロンロンロンロンロンロンロン ゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼゼ～ロロロロロ ゼゼ～ア～ア～アアアルペルペルペルペル ンロンロンロンロン ゼーゼーゼーゼゼゼ～～～

草津保養所「アルペンローゼ」は、昨年７月にリニューアル
オープンしました。
和モダンを基調とし、落ち着いたくつろげる空間になり、お
客様からご好評をいただいております。リニューアル後、ま
だご利用になられたことがない方も、より快適になった施設
に是非お越しください！！

落ち着いた雰囲気のロビー 上質な空間のDXツインルーム 落ち着いた雰囲気の和室特別室 「和」をイメージした大浴場入口

お好きなスタイルをお選びください！
彩浴衣、作務衣の貸出をしています。

７月でリニューアルして
１周年になります！

組合員証番号 参加者氏名 性　別 年　齢 種　　別 乗車地 ＊共済使用欄

男・女 歳 組合員・被扶養者・一般・年金者連盟 大宮　・　熊谷

男・女 歳 組合員・被扶養者・一般・年金者連盟 大宮　・　熊谷

男・女 歳 組合員・被扶養者・一般・年金者連盟 大宮　・　熊谷

男・女 歳 組合員・被扶養者・一般・年金者連盟 大宮　・　熊谷

備考 部屋の種類 禁煙・喫煙・どちらでも可

申
込
代
表
者

所属所名 組合員証
番号 年　齢 歳 種　別 組合員・被扶養者

一般・年金者連盟

代表者名 部課署名 勤務先
電話 　　　　（　　　）　　　　　　内

住所（自宅）
〒　　　 －

携帯電話 　　　　（　　　　　）　　　

申込人数 名 乗車地 大宮　・　熊谷 代表者が参加しない場合の記入欄 名

（注） １.代表者の連絡先は必ず記入し、該当するところへ○をつけてください。  ２.申込人数は代表者を含めた人数を記入してください。
３.代表者が参加しない場合には記入欄にチェックし、参加人数を記入してください。  ４.「＊共済使用欄」には、記入しないでください。

バス旅行参加申込書（真田街道バスの旅）
（きりとり線）

期日：9月2日（金）～3日（土）　　申込締切日：7月25日（月） 共済組合必着
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初夏の草津は、心地よい風と暖かな陽の光にきらめく新緑に囲まれた、風光明媚な温泉街となります。マ
イナスイオンをたっぷり浴び、野鳥の声に耳を傾けながら、のんびりと過ごしてみてはいかがでしょうか。
本ページでは、補助対象の施設を「温泉」「スポーツ」「観光」の3つのキーワードをもとにご紹介します。

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

アルペンローゼからのご案内

白根山
ロープウェイ

大滝乃湯
アルペンローゼ
テニスコート

草津の源泉を思う存分に楽しめる大浴場

アルペンローゼ施設内紹介

本白根山と白根山にわかれている草津白根山は、標高2,000m以
上の高さを誇る活火山です。その草津白根山と殺生河原を結んで
いる、全長約2.4kmの白根山ロープウェイでは、季節ごとに咲く
珍しい高山植物や新緑に彩られる美しい山の景色を堪能するこ
とができます。

「大滝乃湯」には様々な種類の温泉があり、「美人の湯」と
して名高い煮川源泉を使用した大浴場、二段の岩風呂に
なっている露天風呂、湯滝のうたせ湯、古くから伝わる入浴
法の合わせ湯などが楽しめます。また、毎月第2・第４土曜
日は、配湯管にたまった湯の花を掃除する「白濁の湯」の日。
白濁したお湯に浮かぶ極上の湯の花を楽しめます。

緑あふれる敷地にゲスト専用テ
ニスコートがあります。オムニ
コート（人工芝）は4面あり、広々
と開放的な空間。ラケットやボー
ルは無料レンタルできるので、
手軽にテニスを楽しめます。カッ
プルやご夫婦でプライベートを
満喫するも良し、ご家族やご友
人とわいわい汗を流すも良し。
気持ちの良い時間をお過ごしく
ださい。

四季折々で違う顔を持つ
草津白根山を空中散歩

草津で1、2を争う人気の温泉施設

アルペンローゼではお風呂にこだ
わっており、男湯・女湯に分かれた
大浴場やサウナルーム、家族風呂、
和室には檜風呂をご用意しており
ます。温泉の種類は「万代鉱源泉」。
主に神経痛や関節痛、冷え症、慢性
婦人病などに効果が期待できます。
家族風呂「あおば」は、ご高齢者や
体の不自由な方も安心して入浴で
きるよう手すりを設置、段差をなく
したバリアフリー仕様です。

※ 現在、白根山の火口周辺規制に伴い、湯釜火口
から半径1㎞は立入禁止となっております。

緑あふれるテニスコートで
汗をかいてリフレッシュ

草津草津 6～86～8月月イベント情報
● ハクサンシャクナゲ群落めぐり

● 第14回 草津よいと～こ！！ツーデーウオーク

● 白根神社祭礼

● キャンドルイベント“夢の灯り”

● 草津白根山コマクサイベント

● 草津温泉感謝祭

6月19日

7月2日・3日

7月17日・18日

7月中旬

7月下旬

8月1日・2日

＊ 施設の利用補助券をご利用の際はアルペンローゼフロントま
でお申し込みください。

身障者対応兼家族風呂「あおば」（要予約）
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茨城県市町村職員共済組合　宿泊施設のご案内



8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
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 火 水

洋 室
喫 煙 × ▲ ▲ ▲
禁 煙 × ▲ ▲ ▲ × ▲ ▲ ▲ ▲

和 室
喫 煙 × ▲ × × ▲ × × × ▲ × × × × ▲ × × × ▲ × ▲
禁 煙 × × ▲ × × × × × ▲ × × × × × × × × × ▲ × × × ×

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
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 ▲ ▲
禁 煙 ▲ ▲

和 室
喫 煙 × ▲ ▲ × × ▲ ▲ × ×
禁 煙 ▲ × × × ▲ × × × ▲ × ×

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、共済組合ホームページより利用希望申込書をダウンロードするか、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もの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。

11・12月の土曜日等の利用希望を受け付けております。

抽選区分 抽選日（宿泊日） 締切日

11月 5日・12日・19日・26日 7月1日

12月 3日・10日・17日 8月1日

次号8月号で「アルペンローゼ」冬休みの利用希望を受け付けます

申し込み方法等 詳細申し込み用紙は 8月号に掲載します。

締　切　日 平成28年8月29日（月）必着

抽選対象日 平成28 年12月23日（金）～平成２9 年1月3日（火）の宿泊まで

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

||お知らせお知らせ
||

 11・12月の利用希望受付

課題の部「影」
優秀賞『天安河原』
古谷崇さん（杉戸町）
逆光に輝く新緑の中、ほぼシルエットで纏めたこと
によって高千穂町の聖地、天安河原の厳（おごそ）か
さが表現されております。格調の高い作品と思いま
した。

課題の部「影」
佳作『梅雨明け』
藤原正宜さん（加須市）
布袋草の花咲く田とくつろぐ作者のセルフポートレ
イトといったところでしょうか、なかなか洒落た
ショットですネ。こんな自由な記念写真があっても
いいですね。

平成27年度写真展入選作品　概評 日本写真家協会（JPS） 宮 田　均
　男　34,943 人
　女　19,796 人
　計　54,739 人

組合員数

2,237 人

任意継続
組合員数

52,392 人

被扶養者数

（平成28年4月末現在）組合の状況

表 

紙 

説 

明

 6～8月の空室状況（5月17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
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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
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

休　

館

▲ ▲ ×
禁 煙 × ▲ ▲ ▲ ▲

和 室
喫 煙 ▲ × ▲ ▲ × ▲ ▲ ×
禁 煙 × × ▲ × × × × × × ▲ × ▲ × × ▲ ×
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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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