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　共済組合の事業計画は、例年、総務省が示す基準に沿って編成しております。
　平成30年度の主な事業の概要について、お知らせします。
　短期経理につきましては、平成３０年度の予算において負担金・掛金が増収傾
向にあること等により、年度末において約５億円の当期短期利益金が見込まれる
ことから、今年度については、財源率を据え置くこととしました。
　次に年金関係の経理である厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長
期経理についてですが、厚生年金保険経理の財源率は、平成２６年に５年に１度の
再計算が行われ、既に平成３０年までの財源率が決定しており、本年９月より総報
酬ベースで掛金、負担金を合わせて、千分の３．１４の引き上げになり、廃止された
職域年金に替わる経理である退職等年金経理の財源率は、前年同様、掛金、負担
金を合わせて、千分の１５となります。また、経過的長期経理については、前年に対
し、マイナス０．００８７の千分の０．１０３５となり、こちらは全額地方公共団体にご負
担いただくことになっております。
　保健経理の財源率については、前年度と同様とし、昨年の共済懇談会での意
見、要望等を種々検討し、レクリエーション施設等の拡充を図り、新規事業としてコバトン健康マイレージへの参加、特定保健指導
の実施率向上のための健康セミナーの開催及び委託保養所の追加等を計画しています。
　また、事業計画及び予算編成の基礎となります組合員数等の推計値については、「共済組合の概況」をご覧ください。

　去る2月23日第204回組合会において、平成30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。

●共済組合の概況
所 属 所 数 111所属所
組 合 員 数 55,431人
任意継続組合員数 1,346人
被 扶 養 者 数 49,915人
平 均 標 準
報 酬 の 月 額

短期 400,437円
長期 395,804円

平 均 標 準 期 末
手 当 等 の 額

短期 1,560,659円
長期 1,555,478円

原口理事長（鴻巣市長）第204回組合会にて

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 理短 期 経 理

　今年度の支出については、共済組合が負担する高齢者医療制度への支援金等の額が前年度とほぼ同額となり、医療費給付額等と合わせた支
出総額（介護分を除く。以下同じ。）は371億8,000万円程と見込んでおります。
　一方、収入については、財源率を維持し、収入総額を376億8,600万円程と見込んでおり、年度末には5億600万円程の当期短期利益金が生
じる見込みとなっております。
　共済組合では、医療費を増加させないことへの取組みとし
て「平成30年度医療費適正化対策事業」（12ページ参照）を
実施し、医療費の適正化に努めるとともにジェネリック医薬
品の普及促進に取組んでまいります。
　組合員及び被扶養者の皆様には、疾病予防及び病気の早
期発見・早期治療に心掛けていただくようお願いするととも
に、短期経理の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30年度における特定保険料率（組合員の標準
報酬等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、47.55‰となります。

支 出 収 入

保健給付等
16,113,543

病床転換
支援金
36

掛金・負担金
33,067,475

その他
2,249,931当期短期

利益金
506,564 前年度繰越

支払準備金
2,369,530

その他
1,902,857

次年度繰越 
支払準備金
2,375,836

退職者給付
拠出金
167,162

前期高齢者納付金
後期高齢者支援金
16,620,938

37,180,372 37,686,936

事業計画事業計画及び及び予算決まる予算決まる平成30年度

（単位：千円）
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平成29年10月に行われた総務省の定める貸付規則の改正により、貸付事業の財源
は連合会の退職等年金経理の余裕金を財源とするものと変更されたため、新たに設
置された経理です。

退職等年金預託金管理経理退職等年金預託金管理経理

　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
おり、平成30年度の運用額については、預金600万円、貸付経理への長期貸付金44億1,600万円
を合計した44億2,200万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573万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 5,731

収入 利息及び配当金 5,731

國分議員（さいたま市） 松本議員（新座市） 坂本議員（深谷市）

旧職域相当部分の支払いなどのため公務財源として負担金を徴収し、連合会へ払い
込む経理です。経 過 的 長 期 経 理経 過 的 長 期 経 理

　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を支払うた
めの経理となります。平成30年度は所属所負担金として公務財源率0.1035‰で徴収した額と追加
費用として1.9‰で徴収した額の総額5億4,000万円程を全額連合会へ払い込みます。

（単位：千円）

支出 負担金払込金 540,840

収入 負担金 540,840

富岡議員（朝霞市長） 林議員（三芳町長） 持田議員（小川町）

厚生年金の組合員保険料・負担金を収納し、全国市町村職員共済組合連合会（以下、
連合会とする。）へ払い込む経理です。厚生年金保険経理厚生年金保険経理

　被用者年金一元化後の厚生年金給付に係る経理となります。
　厚生年金の財源率は平成30年に従前の厚生年金保険料と同率になるまで、毎
年9月に引き上げられます。その財源率で徴収した組合員保険料と所属所負担金
と基礎年金拠出金に係る負担金及び追加費用として17.8‰で徴収した負担金も
こちらの経理で徴収し、総額805億円程の全額を連合会へ払い込みます。

（単位：千円）

支出 組合員保険料・所属所負担金払込金 80,537,267

収入 組合員保険料・所属所負担金 80,537,267

「退職等年金給付」の支払いのため掛金・負担金を収納し、連合会へ払い込む経理で
す。退 職 等 年 金 経 理退 職 等 年 金 経 理

　被用者年金一元化により廃止された職域相当部分にかわり新設された「退職等年金給付」
を支払う経理です。平成27年10月以降発生した公務上の障害・遺族の年金給付についても、
こちらの経理で取扱います。
　掛金・負担金率の7.5‰は連合会で示された上限値となり、その率で徴収された51億
4,900万円程の全額を連合会へ払い込みます。

（単位：千円）

支出 掛金・負担金払込金 5,149,612

収入 掛金・負担金 5,149,612

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。経過的長期預託金管理経理経過的長期預託金管理経理

　平成30年度の運用額については、預金35億600万円、市町村債の引き受け73億2,100万円及び
貸付経理への長期貸付金12億1,500万円を合計した120億4,200万円程を見込んでおります。な
お、長期貸付金については、貸付事業の財源が連合会の退職等年金経理の余裕金を財源とするもの
とされ、段階的に退職等年金預託金管理経理へ全額移行することとなります。
　収入については、運用益として利息及び配当金8,312万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 83,127

収入 利息及び配当金 83,127
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草津保養所アルペンローゼを運営する経理です。宿泊経理宿泊経理（草津保養所）（草津保養所）

　平成30年度の利用率は62％と推計し、施設収入を2億8,119万
円程と見込んでいます。この施設収入は、5月28日から6月1日まで
の5日間メンテナンスのため休館日を除いた営業日数360日で算
出いたしました。
　支出につきましては、アルペンローゼの宿泊に係るインターネッ
ト予約システムの導入費用、その他アルペンローゼ運営に必要な
経費として、総額3億5,465万円程を見込み、当期損失金として約
3,346万円生じる見通しとなります。
　今後も経費削減に努めながら、年金受給者向けの広告、「春の特
別企画」及び「秋・冬の特別企画」等の普及宣伝活動を積極的に実施
して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4,000万円を予定しておりま
すが、この繰入分については、減価償却費の一部等に充当するもの
です。

支 出 354,653 収 入 321,195

施設収入
267,599

商品売上
9,936

その他
3,660

保健経理より繰入
40,000

当期損失金
33,458

その他
87,026

光熱水料
及び燃料費
35,336

事業用
消耗品費
15,950

商品仕入
7,728

減価償却費
51,239

委託費及び
委託管理費
96,324

飲食材料費
61,050

（単位：千円）

短期給付及び長期給付の事務を行うための諸経費を賄う経理です。業 務 経 理業 務 経 理

　業務経理に要する費用のうち、一部は短期経理（組合員１
人当たり2,355円）から繰り入れる措置が講じられておりま
す。
　また、厚生年金保険経理及び経過的長期経理からの繰入
については、長期給付事業の一元的処理を行っている連合
会より連合会交付金として交付されることとなり、両経理合
わせて、組合員1人当たり3,495円となります。
　なお、退職等年金経理に係る事務費については、その事務
に要した実額を連合会交付金として交付されることとなって
おります。
　また、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11,796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
経理からの繰入金が中心となります。
　支出については、必要最小限の費用を見込んでおりますが、平成３０年度は、全国市町村職員共済組合連合会基幹システムの入れ替えに伴う再
構築費用、元号の改元費用及び２年ごとに実施している組合員証等の検認に係る費用が発生するため委託費約1億4,184万円、共済組合事務局
の事務室等の賃借料約1億2,174万円及び事務費約5,871万円等となり、年度末には4,243万円程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、ご理解の程よろしくお願いいたします。

支 出 収 入1,105,316 1,062,878

事務費
負担金
払込金
290,531

職員給与
270,718

事務費
負担金
654,277

短期経理
より繰入
130,623

連合会
交付金
276,279

委託費 
141,841

賃借料 121,744

事務費 
58,718

その他
221,764

その他 1,699 当期損失金
42,438

（単位：千円）

組合員及び被扶養者の健康増進、体位の向上、病気の予防対策などを行う経理です。保 健 経 理保 健 経 理

　主な支出として、人間ドック等の疾病予防対策費に約7億
2,200万円、草津保養所・契約保養所等の利用助成に約１億
4,600万円、スポーツ大会、レクリエーション助成等に約１億
8,700万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5,300万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。

支 出 収 入1,562,227 1,516,102

疾病予防
対策費
722,172

掛金・負担金
1,404,099

施設利用助成費
146,339

保健体育
奨励費等
186,850

その他
506,866 その他

112,003
当期損失金
46,125

（単位：千円）

横溝議員（川越市）板山議員（草加市）
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支 出 収 入
組合員貸付金利息
92,974

その他
114,126

支払利息
63,765

177,891 93,555

その他
581

当期損失金
84,336

（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 理貸 付 経 理

　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「退職等年金預託金管理
経理及び経過的長期預託金管理経理からの借入金」といい、平成30
年度においては、16億円程返済する予定です。
　今年度につきましては、平成30年１月に利率の引き下げがありまし
たが、貸付金の残高は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、9,297万円程を見込み、主な支出である退職
等年金預託金管理経理及び経過的長期預託金管理経理への支払利
息は6,376万円程を見込んでおります。

さいたま共済会館を運営する経理です。宿 泊 経 理宿 泊 経 理（ 会 館 ）（ 会 館 ）

　平成30年度の会議室利用率を、53.6％と推計し、賃貸料等合わせた
収入総額は1億7,152万円程と見込んでおります。
　一方、支出につきましては、建物の維持保全のため防水補修工事を
予定し、その他の会館維持管理に必要な経費を見込み、支出総額は約
1億5,602万円となり、収支の結果、1,550万円程の当期利益金が生じ
る見込みとなります。

支 出 収 入156,017 171,518

施設収入
52,970

賃貸料
118,310

その他
238

当期利益金
15,501

光熱水料11,113

修繕費
7,162

その他
61,729

減価償却費
31,190

委託費及び
委託管理費
44,823

（単位：千円）

川野議員（川口市）白井議員（吉川市）

支 出 収 入

利息及び配当金
7,386,503

その他
231,713

その他
67,518

当期損失金
447,197

支払利息
7,669,505

7,901,218 7,454,021

（単位：千円）

組合員の皆様から預かった貯金をまとめて運用し、その利益の範囲内で、できるだ
け高い利息をつけて還元する経理です。貯 金 経 理貯 金 経 理

　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39億1,800万円増加することを見込んでおり、
年度末貯金残高は4,372億円程となり、組合員にお支払いする支払利
息は約76億6,950万円程を見込んでおります。

半貫議員（狭山市） 堀部議員（久喜市） 寺山学識経験監事
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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

27,000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

42,000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
2,000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

歯科健康診査 組合員（任意継続組合員を除く） 歯科健診費用を負担　１年度内１回 歯科健診申込書を事前に提出し、健康診査票の交付を受ける

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
※双生児以上の場合も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 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

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 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

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・バレーボール・サッカー・ソフトテニス・卓球・ソフトボール大会 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

『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
囲碁・将棋大会 組合員及び被扶養者 囲碁・将棋大会
写真展 組合員及び被扶養者 写真展 『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、ゴルフ場、ボルダリング施
設、鍼灸マッサージは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

組合員（任意継続組合員を除く）
及び被扶養者 コバトン健康マイレージ スマートフォンアプリで申込をする

組合員及び被扶養者 健康セミナー（ライザップ） 『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

お問い合わせ先　総務課　☎048-822-3301

自動車購入資金の融資を中心とした、生活必需物資の供給を目的とする経理です。物 資 経 理物 資 経 理

　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30年度の融資については、近年減少傾向にあったものの、平
成30年１月に利率を引き下げたことによる増加分を含め、前年度とほ
ぼ同じ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
5,000万円借入れ、1億円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6,800万円程を見込
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5,900万円程を見込んでおります。

支 出 収 入

融資金償還利息
68,266

当期利益金
5,867

67,867 73,734

販売
手数料
3,865

その他
1,603その他

8,595

支払利息
59,272

（単位：千円）
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　本組合では、地方公務員制度の根幹となる「医療保険
制度及び年金制度等」が将来にわたり健全に維持・運営
されるよう、去る2月23日に開催された「第204回組合
会」において『医療保険制度及び年金制度等に関する決
議』（下記参照）を全会一致で決議いたしました。
　この決議は、同日、組合会議員を代表して、持田明彦理
事(小川町)、松本貢一理事(新座市)、國分政義理事(さい
たま市)、板山裕樹監事(草加市)、横溝光男議員(川越市)、
白井正議員(吉川市)、川野道広議員(川口市)、半貫芳男
議員(狭山市)及び堀部信和議員(久喜市)により、全国市
町村職員共済組合連合会理事長宛てに提出し、関係機関
への働きかけを強く要望いたしました。今後もより良い
制度への改善に向けて、皆様の一層のご理解とご協力を
よろしくお願いいたします。

「「医療保険制度及び年金制度等に関医療保険制度及び年金制度等に関すする決議る決議」」についてについて
平成30年2月23日開催「第204回組合会」で決議 ～全国市町村職員共済組合連合会理事長宛て同日要望書提出～

　わが国における社会保障制度を取り巻く状況は、国民皆保険・皆年金制度の実現から半世紀以上が過ぎ、制度の成熟をみたが、
少子高齢化の進行という構造的要因を背景に、今後、いかに次世代に引き渡せるようにするかが課題となっており、持続可能な社
会保障制度の確立が求められている。
　医療保険制度においては、平成27年に成立した「医療保険制度改革法」に基づき、後期高齢者支援金の負担を、より負担能力に
応じた負担方法に改めることとされ、平成29年度には全面総報酬割が導入され、更には、介護納付金の負担方法が平成29年度よ
り段階的に総報酬割が導入され、平成32年度には全面総報酬割が実施されるなど、このことは共済組合をはじめとした被用者保
険全体の負担増となり、今後の健全な制度運営を維持することが懸念される。
　また、平成37年（2025年）度に、いわゆる「団塊の世代」が全て75歳以上に達するなど、超高齢化社会を目前に控え、単位共済
組合においては、更なる高齢者医療制度への負担増が見込まれ、このような状況が続けば、医療保険事業を維持するためには、
財源率を引き上げるなど、組合員に負担増を強いる状況になると危惧するが、負担は限界に来ていると考える。
　一方、年金制度については、被用者年金一元化により共済年金制度が厚生年金保険制度に統合され、ワンストップサービスなど、
年金受給者の立場に立ったサービスの充実と、給付と負担の均衡を保ちながら、永年にわたり持続でき、信頼される年金制度の
確立が求められることから、今後の動向を注視する必要があると考えている。
　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等が、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）   高齢者医療費の更なる増嵩が確実視される中で、高齢者医療制度への納付金、支援金の負担方法については、地方公

共団体及び組合員の掛金・負担金に過度に依存することのないよう、国庫負担の拡充を図ること。
 （2）   高齢者医療制度への納付金、支援金は、各被用者保険における医療給付額等を勘案して上限を設けること。
 （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）   雇用と年金の接続を重視し、65歳満額支給制度を引き続き維持すること。また、私たちの年金積立金の運用にあたって

は、リスクの高い運用については極力避け、その透明性の確保に努めること。

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・福祉を三位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、

今後も持続的に堅持・運営できるよう関係機関へ働きかけを行うこと。
 （2） 長期給付に係る資金運用にあたっては、長期的な観点に立ち、安全で効率的な運用に努めること。
 （3）   組合員貸付金の貸付利率については、依然、市中金利より高い貸付利率となることから、更に利用しやすい貸付制度と

なるよう基準利率の改定、また、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30年2月23日

埼玉県市町村職員共済組合
第 ２ ０ ４ 回 組 合 会

医療保険制度及び年金制度等に関する決議
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 組合員証 組合員証ををご確認ご確認ください！ください！
　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、組合員証およ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およ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、組合員およ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。

●❷

●❸

●❹

●❺

●❻

●❼

　（組合員被扶養者証およ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

　（組合員被扶養者証およ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・性別および生年月日

　共済組合における市町村（所属所）の固有番号およ
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）】

❼

【組合員被扶養者証（表面）】

平成30年 4月26日交付

埼９９９

❺
❻ 平成30年 4月 1日

昭和61年 8月 1日

組合員証等の記載事項について

【組合員証（表面）】

平成30年 4月26日交付

埼９９９

❶
❷

❸
❹

昭和61年 4月13日

平成30年 4月 1日

　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。

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

●❶組合員証名称

❶
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お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

　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。

組合員証等は大切に保管してください

　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。

組合員証等に関する各種届出について

　組合員および任意継続組合員、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。

75歳を迎えた時には ……

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2ページに掲載しました「平成30年度事業計
画概要のお知らせ」の記事のうち、平成30年度の掛金・負担金
率の一部に誤りがありましたので、右記のとおり訂正させてい
ただきます。
　ご迷惑おかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。

誤 正

種　別

負担金 負担金
短期経理 短期経理
医療費・
拠出金

医療費・
拠出金

全組合員 46.85 47.05

平成30年4月から平成30年4月から
靴型装具の療養費（家族療養費）の請求をするときは靴型装具の療養費（家族療養費）の請求をするときは
実際に装具を装着している写真が必要となります！実際に装具を装着している写真が必要となります！

　医師が必要と認めた治療用の装具を製作または購入した場合、いったんご自身で医療費を全額お支払いい
ただき、後日、所属所の共済事務担当課を通して療養費の請求書等を提出していただくこととなっています。
　平成30年4月から厚生労働省からの通知（保医発0209第1号）により、治療用の靴型装具を製作した場合、
療養費を請求する際に『患者が実際に装着していることが確認できる写真』を添付することとされましたのでお
知らせします。

　ご不明な点は共済組合保険課までお気軽にお問い合わせください。

　必要な書類

　●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）　
　●装具装着時の写真（足首部分あたりまで入っているもの）

共済だより
2018.4.April No.622

9



扶養状況調査扶養状況調査（検認）の（検認）の実施実施ののお知らせお知らせ
平成30年度

　今年度は扶養状況調査（検認）を実施いたします。
　この調査は、地方公務員等共済組合法に基づき、被扶養者に認定されている方が、現在も被扶養者としての
要件を備えているかを確認するために行うものです。
　また、被扶養者の継続認定を行うための必要な手続きとなりますので、提出書類等早めに用意していただく
とともに、検認についてご理解とご協力をお願いいたします。
　なお、検認の詳細については、6月号でお知らせいたしますが、今月号では主な内容を掲載いたします。

お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

⒈調査対象者

　 　平成30年4月1日現在18歳以上75歳未満で、平成30年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、認定年月日が平成30年4月1日以降の方は除きます。

⒉調査対象期間

　 　平成28年7月1日～平成30年6月30日
　　※この間に新たに認定された方は、認定日以降平成30年6月30日までの期間
　　※ 調査方法等の実施に関する詳細は、勤務先の共済事務担当課を通じて、別途お知らせいたします。

⒊調査する事項

　 　●収入がある者…………収入金額の確認
　 　●別居している者………毎月の送金（仕送り）確認、同居者の確認
　 　●稼動能力がある者……稼動できない理由の確認
　 　●その他…………………認定状況により確認いたします。

⒋調査に必要な書類

　 　状況等に合わせて添付書類が必要となりますので、次の書類は大切に保管しておいてください。
　 　●給与明細（平成28年7月～平成30年6月分）
　 　●確定申告書（控）……収支内訳書も含みます(平成28年、29年分)
　 　●年金決定・改定通知書または年金額支払通知書
　　　(平成28年8月以降の年金額のわかるもの)
　　　(障害年金・遺族年金および年金基金・企業年金も含みます)
　 　●公的機関各種届出（開業届・廃業届）
　 　●各種手当金や給付金の送金通知書
　 　●仕送り状況が確認できる振込明細書等(平成28年7月～平成30年6月分)

　 　なお、その他にも収入状況や仕送り状況等が確認できるものがありましたら、併せて大切に保管しておいてください。
　　※ 調査対象期間内に、新たに認定された方で、既に給与明細や仕送りにかかる認定書類を提出済の場合は、それ以降平成30

年6月までの書類を提出してください。

⒌認定取消の取扱い

　 　検認により被扶養者の認定が認められない場合には、取消事由の発生日に遡り「被扶養者取消申告書」を提出して
いただきます。

　 　なお、今回の検認で調査票・確認書類等を提出されない場合は、被扶養者資格「主として組合員の収入により生計
を維持されている」ことの確認ができないため、平成28年7月1日に遡り認定取消し、資格の継続はしないことといた
しますので、提出忘れのないようご注意ください。
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標準報酬の月額の資格取得時決定について
　組合員の資格を新たに取得したときは、その資格を取得した日現在
の報酬月額（基本給＋諸手当）により標準報酬の月額（※）を決定します。
　月の途中に資格を取得した場合は、月の初日に資格を取得したとし
たならば受けるべき報酬を考慮して算定します。
　通勤手当や寒冷地手当は、1カ月分に相当する金額を算定して報
酬に加算します。
　時間外勤務手当は、時間外勤務があらかじめ見込まれる場合には、見込み額を算出して報酬に加算します。

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、組合員が受ける給付の額にも反映されます。

資格取得時決定 組合員となったとき
定時決定 年１回の決まった時期（毎年9月）の見直し
随時改定 報酬が大きく変動したときに行う改定

育児休業等終了時改定 育児休業等が終了した時点での改定
産前産後休業終了時改定 産前産後休業を終了した時点での改定

※ 標準報酬とは、共済組合の短期給付事業、長期給付事業及び福祉事業等に係る掛金（保険料）や短期給付の給
付額、厚生年金保険給付及び退職等年金給付の額の算定の基礎となるものです。

例：  平成30年4月1日資格取得、資格取得日現在の報酬月額218,300円の場合 
（基本給183,300円、地域手当10,000円、通勤手当5,000円、時間外勤務手当(見込)20,000円）

「標準報酬」を決定
等級 月額

短期給付等事務 第14級 220,000円

長期給付
厚生年金 第15級 220,000円
退職等年金 第14級 220,000円

報酬月額218,300円
基本給

183,300円
諸手当
35,000円

（通勤手当、時間外
勤務手当(見込)等）

標準報酬等級表に
あてはめる

＋

 　

1
円

88,000
円以上 円未満

93,000
円

4,586
円
654

円
196

円
7,913

円
735

円
13,430

円
14,084

1
2
3
4
5

2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

98,000
104,000
110,000
118,000
126,000

93,000
101,000
107,000
114,000
122,000

101,000
107,000
114,000
122,000
130,000

4,586
4,867
5,148
5,522
5,896

654
694
734
788
841

196
208
220
236
252

8,813
9,352
9,892
10,611
11,331

735
780
825
885
945

14,330
15,207
16,085
17,254 
18,424

14,984
15,901
16,819
18,042
19,265

6
7
8
9
10

7
8
9
10
11

6
7
8
9
10

134,000
142,000
150,000
160,000
170,000

130,000
138,000
146,000
155,000
165,000

138,000
146,000
155,000
165,000
175,000

6,271
6,645
7,020
7,488
7,956

895
948
1,002
1,068
1,135

268
284
300
320
340

12,050
12,770
13,489
14,388
15,288

1,005
1,065
1,125
1,200
1,275

19,594
20,764
21,934
23,396
24,859

20,489
21,712
22,936
24,464
25,994

11
12
13
14
15

12
13
14
15
16

11
12
13
14
15

180,000
190,000
200,000
220,000
240,000

175,000
185,000
195,000
210,000
230,000

185,000
195,000
210,000
230,000
250,000

8,424
8,892
9,360
10,296
11,232

1,202
1,269
1,336
1,469
1,603

360
380
400
440
480

16,187
17,086
17,986
19,784
21,583

1,350
1,425
1,500
1,650
1,800

26,321
27,783
29,246
32,170
35,095

27,523
29,052
30,582
33,639
36,698

16
17
18
19
20

17
18
19
20
21

16
17
18
19
20

260,000
280,000
300,000
320,000
340,000

250,000
270,000
290,000
310,000
330,000

270,000
290,000
310,000
330,000
350,000

12,168
13,104
14,040
14,976
15,912

1,736
1,870
2,004
2,137
2,271

520
560
600
640
680

23,381
25,180
26,979
28,777
30,576

1,950
2,100
2,250
2,400
2,550

38,019
40,944
43,869
46,793
49,718

39,755
42,814
45,873
48,930
51,989

21
22
23
24
25

22
23
24
25
26

21
22
23
24
25

360,000
380,000
410,000
440,000
470,000

350,000
370,000
395,000
425,000
455,000

370,000
395,000
425,000
455,000
485,000

16,848
17,784
19,188
20,592
21,996

2,404
2,538
2,738
2,939
3,139 

720
760
820
880
940

32,374
34,173
36,871
39,569
42,267

2,700
2,850
3,075
3,300
3,525

52,642
55,567
59,954
64,341
68,728

55,046
58,105
62,692
67,280
71,867

26
27
28
29
30

27
28
29
30
31

26
27
28
29
30

500,000
530,000
560,000
590,000
620,000

485,000
515,000
545,000
575,000
605,000

515,000
545,000
575,000
605,000
635,000

23,400
24,804
26,208
27,612
29,016

3,340
3,540
3,740
3,941
4,141

1,000
1,060
1,120
1,180
1,240

44,965
47,662
50,360
53,058
55,756

3,750
3,975
4,200
4,425
4,650

73,115
77,501
81,888
86,275
90,662

76,455
81,041
85,628
90,216
94,803

31
32
33
34
35

650,000
680,000
710,000
750,000
790,000

635,000
665,000
695,000
730,000
770,000

665,000
695,000
730,000
770,000
810,000

30,420
31,824
33,228
35,100
36,972

4,342
4,542
4,742
5,010 
5,277

1,300
1,360
1,420
1,500
1,580

55,756 4,650

92,126
93,590
95,054
97,006
98,958 

96,468
98,132
99,796
102,016
104,235

36
37
38
39
40

830,000
880,000
930,000
980,000
1,030,000

810,000
855,000
905,000
955,000
1,005,000

855,000
905,000
955,000
1,005,000
1,055,000

38,844
41,184
43,524
45,864
48,204

5,544
5,878
6,212
6,546
6,880

1,660
1,760
1,860
1,960
2,060

100,910
103,350
105,790
108,230
110,670

106,454
109,228
112,002
114,776
117,550

41
42
43
44
45

1,090,000
1,150,000
1,210,000
1,270,000
1,330,000

1,055,000
1,115,000
1,175,000
1,235,000
1,295,000

1,115,000
1,175,000
1,235,000
1,295,000
1,355,000

51,012
53,820
56,628
59,436
62,244

7,281
7,682
8,082
8,483
8,884

2,180
2,300
2,420
2,540
2,660

113,598
116,526
119,454
122,382
125,310

120,879
124,208
127,536
130,865
134,194

46 1,390,000 1,355,000 65,052 9,285 2,780 128,238 137,523

●標準報酬等級表及び掛金（保険料）早見表 【平成30年4月～平成30年8月まで】
標準報酬 掛金等級
長期給付短期

給付
等事務

厚生
年金

退職等
年金

月額 短期分 厚生年金
保険料

退職等
年金給付福祉分

介護分
40歳以上
65歳未満

報酬月額

合計 合計

介護
除く

介護
含む

46.80
1000

6.68
1000

2.00
1000

89.93
1000

 7.50
1000

保険料 掛金
長期分

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

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

　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として、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普及促進、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
ポーツ教室等の開催など、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。
　しかしながら、組合員一人当たりの医療費は、皆様のご協力により前年度に比べ若干ですが減少傾向
になっているにもかかわらず、支出全体の45％以上を占める高齢者支援制度への拠出金等は年々増加
しており、短期給付財政を大きく圧迫し大変厳しい情勢が続いております。
　こうした状況の中、今年度は財源率の引き上げは行わないことといたしましたが、今後の安定した短
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30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、本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。

平成 3 0年度医療費適正化対策事業実施要領

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、医療機関名、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）、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、11月～ 5月診療分は9月に、6月
～ 10月診療分は2月上旬にお知らせすること。

③ 医療費通知書は医療費控除に使用できる様式に
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。
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お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

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カウンセリング助成事業
⑷インフルエンザ予防接種助成事業
⑸歯科健診事業
⑹特定健康診査・特定保健指導の実施
⑺健康マイレージ事業
⑻健康セミナーの開催
⑼ 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. 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30年度については、ジェネリック医薬品に
切り替え可能な情報を「ジェネリック医薬品差額
通知」で提供していくこと。

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・講座内容・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
の同意書の確認及び往療料の適正請求について徹
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  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係る処理
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. 被扶養者資格の適正化
　「被扶養者認定基準及び取扱い」等に基づき扶養
認定事務を行い資格の適正化を図ること。
　また、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。
10. 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への不正受診の
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。

 Ⅲ　第2期データヘルス計画の策定について

　第2期データヘルス計画を策定し、実施すること。
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　平成30年４月より本組合において、医療費適正化対策事業の疾病予防対策の
一環として、「埼玉県コバトン健康マイレージ」事業に参加することとしました。
スマートフォンを利用して、歩いた歩数に応じてポイントを貯めて、貯まった
ポイントから抽選で商品がもらえる健康事業です。

https://kobaton-mileage.jp/

組合員（任意継続組合員は除く。）および年齢18歳以上の被扶養者とします。参加対象者

スマートフォンによるアプリでの参加のみとなります。
アプリをダウンロードして起動するだけで歩数計としてご利用になれ、測定した歩数データは
アプリ内で送信が可能です。
なお、詳細につきましては「埼玉県コバトン健康マイレージ」のホームページをご参照のうえ、
コバトン健康マイレージアプリお申し込み方法手順に従いお申し込みください。

参 加 方 法

１・Web申し込み手順

1トップ画面から　　　　　　　をクリック
2重要(1) ～ (3)の『確認しました』へチェックを入れる
3『同意して次に進む』をクリック
4埼玉県コバトン健康マイレージ利用規約を最後まで読んだうえで『同意して次に進む』をクリック
5WMわたしムーヴ利用規約を最後まで読んだうえで『同意して次に進む』をクリック
6受信可能なメールアドレスを入力し『仮メールを送信する』をクリック
7  （メールを受信する）メールボックスの中の『【埼玉県コバトン健康マイレージ】参加申込み手続き
について』のメールを開き、参加申込みURLをクリック

8『 健康保険コード をお持ちの方』をクリック
9健康保険コードを入力し『次に進む』をクリック
10お名前等ユーザー情報を入力し『次に進む』をクリック
11  保険証の情報　・　・　 を入力し『次に進む』をクリック
12『埼玉県コバトン健康マイレージアプリ』を選択
13ご利用端末『Android』もしくは『iOS』のうち該当するものを選択
14『寄付する』もしくは『寄付しない』を選択し『次に進む』をクリック
15内容を確認し『この内容で送信する』をクリック
16  完了画面が出たら申し込みは完了です➡アプリインストール 
手順へ進む

（注意1）  『健康保険証のコピーを事務局に郵送してください』との案内が表示されますが、埼玉県市町村職員共済組
合の健康保険コードでご登録いただいた場合、提出は不要です。

※埼玉県コバトン健康マイレージアプリの対応機種を必ずご確認ください。
※お手元に埼玉県市町村職員共済組合「組合員証」または「組合員被扶養者証」を用意してください。

コバトン健康マイレージアプリお申し込み方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

健康保険コード
o4BTgNVs

（オー  4  ビー  ティー  ジー  エヌ  ブイ  エス）

平成30年 4月26日交付

埼９９９

昭和61年 4月13日

平成30年 4月 1日

埼玉県コバトン健康マイレージ事業の参加について埼玉県コバトン健康マイレージ事業の参加について
～楽しく歩いてポイント貯めよう！～～楽しく歩いてポイント貯めよう！～

❶ 被保険者記号

❷ 被保険者番号

❸ 保険者番号

❶ ❷ ❸
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２・アプリインストール手順

1  Androidの場合は『Playストア』、iOSの場合は『App Store』で『埼玉県コバト
ン健康マイレージ』と検索

2『埼玉県コバトン健康マイレージ』アプリをインストールする
3『埼玉県コバトン健康マイレージ』アプリを開く
4『端末上の写真、メディア、ファイルへのアクセス』を許可する
5『この端末の位置情報へのアクセス』を許可する
6利用規約を最後まで読み、『同意する』を選択する
7ログインIDとパスワードを入力する（先ほど登録いただいたメールアドレス宛に２通に分けて届いております）
8『ログイン』を選択する
9以上で完了です
（注意2） アプリ起動時に『本人確認書類を事務局までお送りください。本人確認が４週間できない場合は、アカウントを停止いたしま

す。』と表示されますが、コバトンマイレージ事務局への本人確認書類送付は不要です。マイレージ事務局にて登録審査完了後
（１～２週間後）表示は消える仕様となっています。

参加登録・お問合せは 埼玉県コバトン健康マイレージ事務局
https://kobaton-mileage.jp/WEB・お問合せ

住　所 〒330-9091  さいたま新都心郵便局  私書箱159号

おー！みんなの コ バ トン

☎0570-035810
受付時間：月～土 9：00～ 17：00
※ 日・祝日、年末年始はお休み　※通話料金は発信者の負担となります。

健康セミナー（ライザップ）の開催について健康セミナー（ライザップ）の開催について
　新規事業として、生活習慣病予防などを目的に、平成30年度から
下記のとおりライザップによる健康セミナーを実施します。
　詳細については、本年８月ごろにお知らせいたします。

⒈ 対 象 者　 組合員および被扶養者

⒉ 実施時期　 平成31年1月以降

※画像はイメージです
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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。（任意継続組合員の方は、共済組合へ直接提出してください。）
「限度額適用認定申請書」は共済組合のホームページからも入手することができます。

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割負担割合：3割

自己負担限度額の計算例（70歳未満）

標準報酬の月額 所得区分 適用区分 限度額計算方法

830,000 円以上 上位
所得者Ⅰ ア 252,600 円＋（医療費－ 842,000 円）×１％

530,000円以上830,000円未満 上位
所得者Ⅱ イ 167,400 円＋（医療費－ 558,000 円）×１％

280,000円以上530,000円未満 一般Ⅰ ウ 80,100 円＋（医療費－ 267,000 円）×１％

280,000 円未満 一般Ⅱ エ 57,600 円

低所得者（市町村民税非課税等） オ 35,400 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。

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。

病院病院でのでの窓口負担窓口負担がが軽減されます！軽減されます！
「限度額適用認定証」をご存知ですか?

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）

窓口で支払う金額
（自己負担限度額）

87,430 円に
なります。

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

窓口で支払う金額
（医療費の 3割）

300,000 円に
なります。

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

短期給付
からの

お知らせ

限度額適用認定証を提示した場合1 限度額適用認定証を提示しない場合2
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「だんしん」からの保険金
（貸付金残高相当額）

共済組合から貸付けを受ける方へ

だんしん事業のご案内

「だんしん」（団体信用生命保険）

債務返済支援保険

「だんしん」に加入すると、貸付金の返済中に借受人に万一のことがあった場合に、保険金
で貸付金残高が返済されます。
あわせて「債務返済支援保険」に加入すると、病気やケガで長期休職となった場合に、貸
付金の返済金相当額（平均返済月額）が保険金として支払われます。

「だんしん」と「債務返済支援保険」にあわせて加入すると、万一の場合だけでなく、長期間就業障害となった場合
にも安心です。

万一の場合

保障額

＜死亡・所定の高度障害状態＞
保険金1,000万円
（貸付金残高相当額）

を共済組合にお支払いすることで
貸付金残高が返済されます。

貸付金残高
（債務）

」
ん
し
ん
だ
「

貸付金残高

「だんしん」に加入をしていると、万一、組合員が死亡、または所定の高度障害状態となってしまったとき、
「だんしん」の保険金で貸付金残高が返済されます。
全国の市町村職員を対象として実施している制度のため、ご負担の少ない特約保証料（加入者が負担する保険料）
でご加入できます。特約保証料は、年1回、貸付金残高に応じて見直しされますので、返済が進むにつれて加入
者の負担が少なくなります。

病気やケガで長期休職となられても…

万一、死亡・所定の高度障害状態となられても…

「債務返済支援保険」の保険金で返済金相当額
（平均返済月額）が補償されます

「だんしん」の保険金で貸付金残高が返済
されます

Point

特長

制度の位置付け

特約保証料

保険金額（貸付金残高相当額）
（10万円につき  月額20円）

※特約保証料は見直されることがあります。

貸付金残高

1,000万円の場合

例

例

  月額　2,000 円

制度内容等詳細についてはパンフレットをご一読ください。 MY－A－17－LF－008447　MYG－A－17－LF－1028

返済金額

険
保
援
支
済
返
務
債 返済金相当額
（平均返済月額）
60,000円の場合

＜所定の就業障害の場合＞
1カ月あたり保険金60,000円
（返済金相当額）を30日の免責期間
を経過した日から3年を限度に就業
障害が終了するまでお支払いします。※保険料は毎年見直しを行うことから、

変更されることがあります。

保険金額（返済金相当額）
（1万円につき  月額99円）

〈計算例〉
毎 月 償 還 40,000円
ボーナス償還120,000円
平均返済月額 60,000円＝｛（40,000円×12）＋（120,000円×2）｝÷12

の場合

特長
所定の精神障害により就業障害となったときも貸付金の返済金相当額（平均返済月額）を保険金として加入者に
お支払いします。
全国の市町村職員を対象として実施している制度のため、ご負担の少ない保険料で加入できます。

補償額保険料

  月額 594 円
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　平成27年10月１日に被用者年金制度が一元化されたことに伴い、改正前の共済年金に
おける３階部分（職域部分）は廃止され、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、国民年金・厚生年金といった公的年金
とは異なり、将来自分が年金を受給する際に必要な原資を、あらかじめ労使折半による保
険料で積み立てる「積立方式」による給付になります。
　この将来の退職等年金給付の原資となる額を「給付算定基礎額」といいます。
「給付算定基礎額残高通知書」では、前年度に個人が積み立てた給付算定基礎額等に関する
各情報をお知らせします。
　なお、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/

　平成30年５月に、平成29年4月から平成30年３月までの「給付算定基礎額」に関する情報を圧着ハガキで
お知らせします。

退職等年金給付にかかる退職等年金給付にかかる
「給付算定基礎額残高通知書」を送付します！「給付算定基礎額残高通知書」を送付します！

　退職等年金給付（年金払い退職給付）制度の年金財政方式は、将来の給付に要する費用を事前に積み立てて
おき、積み立てた資金から年金を支給する方式となっております。
　この積立状況を把握するための作業が財政検証であり、退職等年金給付（年金払い退職給付）制度において
は、国共済と地共済を合算した年金財政上の剰余・不足の状況を毎年確認することとなっております。

退職等年金給付（年金払い退職給付）にかかる退職等年金給付（年金払い退職給付）にかかる
平成28年度末財政状況について平成28年度末財政状況について

　地方公務員共済組合連合会では、ホームページに平成28年度末の「財政検証結果」を
掲載しています。是非、ご覧ください。
　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、「年金払い退職給付制度」からご覧いただけます。
　※  平成30年度において、年金払い退職給付にかかる「財政再計算」を実施する予定です。

地方公務員共済組合連合会

年金払い退職給付にかかる財政状況（平成28年度末）について

地方公務員共済組合連合会 検 索

お問い合わせ先　年金課　☎048-822-3307

共済だより
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平成30年度の年金額改定についてお知らせします！
～年金額は昨年度から据え置き～～年金額は昨年度から据え置き～

お問い合わせ先　年金課　☎048-822-3307

　平成30年1月26日、総務省から「平成29年平均の全国消費者物価指数」が公表されました。
　これを踏まえ、平成30年度の年金額は、法律の規定により、平成29年度から据え置きとなります。詳細につきまし
ては、以下のとおりです。

年金受給権者年金受給権者のの再就職について再就職について
　老齢厚生年金・障害厚生年金および共済年金の受給権者が再就職したときは、下記届出が必要です。

●公務員（フルタイム再任用職員を含む）として再就職した場合

　　 「年金受給権者再就職届書（組合員用）」が必要です。 
※引き続き組合員（公務員）となった場合を除きます。

● 公務員（短時間再任用職員）、民間会社や 私立学校共済の教職員等に再就職した場合

　　届出は不要です。

●国会議員・地方議会議員に就任した場合

　　  「国会議員または地方公共団体の議会の議員に係る老齢厚生
年金在職支給停止（解除）届」が必要です。

※１　名目手取り賃金変動率　　 前年の物価変動率に2年度前から4年度前までの3年度平均における実質賃金変動率と可処分所得
割合変化率を乗じたもの

※2　 マクロ経済スライド　　　 現役被保険者の減少と平均余命の伸びに基づいて、スライド調整率が設定され、その分を賃金や物
価の変動がプラスとなる場合、改定率から控除するもの

◆平成30年度の参考指標
　（1）物価変動率 0.5%
　（2）名目手取り賃金変動率※1 ▲0.4%
　（3）マクロ経済スライド※2によるスライド調整率 ▲0.3%

　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。
　この年金額の改定ルールは法律により規定され、賃金水準の変動がマイナスで、物価水準の変動がプラスとなる
場合には、年金を受給し始める際の年金額（新規裁定年金）、受給中の年金額（既裁定年金）ともに、スライド（増減）
なしとすることが規定されています。
　これにより、平成30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がマイナス（▲0.4％）で、物価
変動率がプラス（0.5％）となることから、新規裁定年金・既裁定年金ともにスライド（増減）なしとされます。

年金額の改定について

共済だより
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● 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。

貸付制度貸付制度ををご活用くださいご活用ください
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 1.26%

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 1.26%

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 1.00%

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 住宅貸付に同じ 120月以内 0.93%

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 0.93%

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

住宅貸付に同じ 360月以内 0.93%

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 1.26%

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 1.26%

（平成30年4月1日現在）

共済だより
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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 1.26%

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 1.26%

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）

1.26%

（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。地方公務員共済組合連合会の定款で定める「基準利率」
に応じて、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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本人 配偶者

18～26歳 2,698 42 

27～35歳 6,284 700 

36～40歳 2,694 647 

41～45歳 3,490 843 

46～50歳 3,075 664 

51～55歳 2,064 454 

56～60歳 1,906 271 

61歳～ 286 51 

合計 22,497 3,672 

（名） （％）

H30

29,029 29,13428,692

52.952.8 53.0

H29H28

　平成30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 プランサポート加入者数

口数 人数（名）
1口 1,862

2口 5,356

3口 959

4口 3,698

計 11,875

（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 3,057 62 

3歳～22歳
3,762

27～35歳 7,525 939 

36～40歳 3,567 883 

41～45歳 4,692 1,293 

46～50歳 4,256 1,105 

51～55歳 2,956 750 

56～60歳 2,654 444 

61歳～ 427 103 

合計 29,134 5,579 

口数 人数（名）
5口 4,879

10口 1,578

15口 1,268

計 7,725

※予定利率=年1.25%

7Lプランの本人加入率については、
52.9%となりました

加入区分
年齢

加入区分
年齢

（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 1,484 15 

3歳～22歳
1,297

27～35歳 2,569 163 

36～40歳 1,074 215 

41～45歳 1,778 339 

46～50歳 1,864 316 

51～55歳 1,270 224 

56～60歳 1,135 146 

61歳～ 167 27 

合計 11,341 1,445 

加入区分
年齢

過去3年間の7Lプラン加入者数（本人）推移

M・F・Eプラン加入状況●❶

7Lプラン・7Lプランサポート・入院援助金加入状況●❷

共済生活保険等加入状況共済生活保険等加入状況ののお知らせお知らせ

共済だより
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（単位：名）
（１）医療費支援制度加入者数【新規導入】

本人 配偶者 こども

15歳～20歳 21 0 

0歳～ 25歳
343

21歳～25歳 417 11 

26歳～30歳 569 39 

31歳～35歳 402 69 

36歳～40歳 375 68 

41歳～45歳 450 103 

46歳～50歳 415 81 

51歳～55歳 235 39 

56歳～60歳 139 18 

61歳～ 10 8 

合計 3,033 436 

加入区分
年齢

お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

（単位：名）
（２）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
16歳～20歳 0 1 1 

21歳～25歳 83 60 143 

26歳～30歳 397 356 753 

31歳～35歳 470 475 945 

36歳～40歳 638 663 1,301 

41歳～45歳 887 779 1,666 

46歳～50歳 806 578 1,384 

51歳～55歳 534 352 886 

56歳～60歳 424 376 800 

61歳～ 75 50 125 

合計 4,314 3,690 8,004 

配偶者 244 1,090 1,334 

本人加入者数
男性 女性 合計

688名 732名 1,420 名

（４）退職後継続保障制度加入状況
本人 配偶者 こども

1,730 名 167 名 401 名

（５）傷害補償制度加入者数【新規導入】

（単位：名）
（３）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
16歳～20歳 2 3 5 

21歳～25歳 69 143 212 

26歳～30歳 281 331 612 

31歳～35歳 293 316 609 

36歳～40歳 343 426 769 

41歳～45歳 517 551 1,068 

46歳～50歳 467 431 898 

51歳～55歳 271 227 498 

56歳～60歳 150 223 373 

61歳～ 25 27 52 

合計 2,418 2,678 5,096 

配偶者 142 587 729 

その他制度加入状況●❸

3,000

1,000

5,000

7,000

9,000

11,000
（名）

H27 H28 H29

9,338

5,825

1,420

10,005 9,726

1,714

4,836
5,568

1,712

過去3年間の各制度加入者数推移（本配）

加入者数 給付件数 保険金支給額
9,054 名 ４ 件 566,201円

（６）訴訟費用保険

（７）長期療養収入補償制度
加入者数

1,485 名

スポーツ保険❹
加入者数（平成30年1月1日現在）及び保険金支給額
（平成29年1月1日～平成29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 594名 123件 8,002,300円
安心サポート保険 191名 25件 750,358円
ゴルファー保険 693名 15件 804,542円

共済だより
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●❶  7Lプラン（Aコース）

●❹  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 ▶☎03（5289）7590

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30年８月１日を責任開
始日（加入日）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、１年ごとに収支計算を行って剰
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）（ただし、今回は５ヵ月で収支計算を行います。）

記載の年金額はパンフレット作成時点の基礎率（予定利率、予定死亡率、予定事業費率等）で計算していますので、将来の基礎率の変更により
年金額が変動（増減）することがあります。

MYG-A-17-LF-1137

７Ｌプラン
・昨年の配当率：約38.0％
●  配当率は、お支払い時期の前年度
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。

● 平成29年給付実績
7Lプラン給付件数 :26件
7Lプランサポート :21件
入院援助金給付件数 : 342件

配当金
保険金保険金
給付金給付金 剰余金剰余金

制度運営費制度運営費

日　程 項　目 備　考
平成30年 4月2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 870円

女 530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）

共済生活保険中途加入共済生活保険中途加入ののお知らせお知らせ

スケジュール３.

制度の内容2.

制度のしくみ1.

詳細はパンフレットを
ご覧ください

●❷  7Lプランサポート（5口コース） ●❸  入院援助金（3,000円コース）

～退職後、ゆとりある生活のための積立～

4月新規採用
組合員の皆様へ

４月新規採用者の
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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。

お手続き期間 平成30年5月下旬～８月上旬（予定）

更 新 募 集更 新 募 集 のの ご 案 内ご 案 内

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　　医療費支援制度 69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30年１月1日更新時現在
29,000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。

【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、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】

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

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） 

悪性新生物（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。 長期療養収入補償制度

制度のしくみ （7Lプラン・7Lプランサポート・入院援助金）

医療費支援制度
● 病気・ケガでの1日以上の入院から保障します。 
（1日以上の入院で1回目、31日目で2回目、以降30
日ごとに1回）
●入院を伴わない手術（診療報酬点数合計2,000点以上）
　や入院を伴わない放射線治療を保障します。
● 先進医療の技術に係る費用と同額を保障します。（通
算2,000万円まで）

　※ 対象となる先進医療については、パンフレットの「給付金に
関するご注意」をご確認ください。

　※ 「入院日数」は、暦の上での日単位として数えます。また、入
院の有無は、入院基本料の支払の有無などを参考にして判断
します。

【対象】 組合員および配偶者・こども

傷害補償制度

重病克服支援制度

● 急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより
　入院・通院・手術をした場合、保険金をお支払いし
ます。
●日常生活における賠償事故のリスクについても補償
します。

【対象】 組合員および配偶者・こども

（保障開始）１月１日

たは

新特約により
給付範囲拡大！！
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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。

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。

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。

入院保障プランは、病気、ケガで継続した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。

訴訟費用保険

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。

【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プラン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）

【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
による入院の場合は日額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）

【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。

【対象】 組合員配当金はありません。

※記載の年齢はすべて保険年齢です。　※記載の内容は平成30年1月1日更新時点のパンフレットの内容です。

7Lプラン（セブン・ライフ・プラン）

入院援助金

退職後継続保障制度

7Lプランサポート

入院保障プラン

M・F・Eプラン

今 後 の 流 れ  （予定）

7L プランは、現職中の死亡・高度障害時に、遺族厚生年金・
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。

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。
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貸 付 実 施 時 期 年2回（6月および10月）

申 込 み 受 付 貸付実施時期の前月上旬頃を予定

対 象 物 件 新築・増改築・購入（中古住宅等含む。）

貸 付 利 率 年利0.67％（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30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。

　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。

財産形成住宅貸付財産形成住宅貸付ののご案内ご案内

共済だより
2018.4.April No.622

27

お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305



◉ 参加費用の払込 
　共済組合指定の「払込書」（参加決定者に後日送付します。）によ
り、最寄りの埼玉りそな銀行県内各支店を通じて共済組合あてに
納入してください。

◉ 集合時間
6月8日（金）18：00までにチェックインして
ください。
6月8日（金）22：00までにチェックインして
ください。

◉ 集合場所
本組合保養所「アルペンローゼ」
群馬県吾妻郡草津町草津512－2
☎0279（88）1300
※大会前日の宿泊となります。

◉ 大会当日の受付およびスタート時間
指定されたスタート時間の30分前までにゴルフ
場にて受付
共済組合で各組ごとにあらかじめスタート時間を
決めてお知らせいたします。スタート時間

ゴルフ大会参加申込書（6月8日～ 6月9日）
（きりとり線）

草津カントリークラブ

◉ 申込方法 
　参加希望者は、下表≪ゴルフ大会参加申込書≫に必要事項を記
入のうえ、本組合福祉課まで送付または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30年4月27日（金）※本組合必着といたします。

◉ 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。また、アルペンローゼの宿
泊上の都合により、定員以下で参加者を決定する場合があります。

◉ 参加者決定
抽選結果は、所属所を経由して申込者に連絡します。

◉ 申込みの取消し 
　申込みの取消しは、速やかに共済組合福祉課までご連絡くださ
い。万が一取消しする場合は、可能な限り代理参加者（ただし、
参加資格者に限る。）を選出してください。当該代理参加者が立て
られなかった場合は、宿泊日の11日前からアルペンローゼにキャ
ンセル料が発生いたしますのでご注意ください。
◉ その他
＊競技方法については、参加決定者あてに後日お知らせいたします。
＊不明な点等ございましたら、福祉課までお問い合わせください。

◉ 開催期日および場所
開催期日 平成30年6月9日（土）
開催場所  草津カントリークラブ

群馬県吾妻郡草津町大字前口3-45
☎0279（88）3610

◉ 参加資格
組合員および被扶養者（ただし、学生を除く。）

◉ 募集人数 
80名（アウトイン各10組） 
※ 4名1組を原則としますが、4名未満の参加申込みも可能です。
ただし、４名に満たない場合はキャディフィ費の差額を現地ゴル
フ場でお支払いいただきます。
※最低実施人数を30名といたします。
◉ 参加費用

18,000円

16,500円

＊ 　上記費用は、宿泊料・グリーンフィ・キャディフィ・諸経費・昼食代・
傷害保険料・利用税・消費税を含みます。その他飲み物代等につ
いては、別途現地ゴルフ場でお支払いください。

「1泊朝食」の宿泊の方

「１泊2食」の宿泊の方

「１泊2食」の宿泊

「1泊朝食」の宿泊

66 88（金） （土）99

受　付

ゴルフ大会ゴルフ大会

所属所名
（市町村等） 組合員証番号 組合員氏名

（代表者） 性別 生年月日 種別 宿泊区分 部屋タイプ

－ 男・女       ・     ・ 組 ・ 被 1泊2食・1泊朝食

禁　煙
・

喫　煙
・

どちらでも可

部 課 所 名 勤務先電話番号              （           ）
所属所名
（市町村等） 組合員証番号 組合員氏名

（代表者以外） 性別 生年月日 種別 宿泊区分

－ 男・女       ・     ・ 組 ・ 被 1泊2食・1泊朝食

－ 男 ・ 女       ・     ・ 組 ・ 被 1泊2食・1泊朝食

－ 男 ・ 女       ・     ・ 組 ・ 被 1泊2食・1泊朝食

＊種別欄の「組」は組合員、「被」は被扶養者です。
＊部屋タイプは、ご希望の部屋タイプを○で囲んでください。ただし、ご希望に沿えない場合がございますので、あらかじめご容赦ください。

大会は９日（土）です大会は９日（土）です 申込者が募集人数を超えた場合は、
抽選により参加者を決定

開催開催ののご案内ご案内

大会会場    草津カントリークラブ    申込締切日    4 月27日（金） ※本組合必着のこと

福祉課　☎048-822-3305

66

ゴルフ大会実施要領

申込方法・参加者決定等

草津会場 １泊２食は
宿泊ポイント
 貯まります！

大会の実施要領は次のとおりですので、ふるってご応募ください。

8080名名
募集人数
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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（ ）内に希望する会場名を記入してください。　⑵ 申込みは、１人１会場といたします。
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28日（月）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。

ゴルフ教室開催ゴルフ教室開催ののご案内

開催日 会場名 開催場所 定員 講習時間
7月3日
（火） 加須会場 騎西グリーン

ゴルフ 34人
午後6時から
9時まで7月5日

（木） 所沢会場 所沢キリンゴルフ
パーク 78人

7月7日
（土） 鳩山会場 ゴルフプラザ鳩山 20人 午後1時半から

4時半まで
7月9日
（月） 岩槻会場 オルゴゴルフ

ガーデン 31人

午後6時から
9時まで

7月11日
（水） 坂戸会場 アーリーバード

ゴルフクラブ 45人

7月12日
（木） 川口会場 川口グリーン

ゴルフ 80人

▲

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
　　組合員および被扶養者▲

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。また、クラブを持っている方はご持参ください。
　各会場、貸クラブの本数には制限があります。なお、川
口会場は貸クラブの希望にお応えできない場合があります。▲

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・場所および募集人数

▲

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30 年5 月28日（月）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３日前
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
あてに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、
　土日および祝日を除く。）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できません。▲

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

ぜひ参加
してみては
いかが？がいかがいかが

県内６カ所で開催!!

開 催 要 領
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◆開催日および場所
⑴ さいたま会場
• 平成30年6月16日（土）
• 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

⑵ 川越会場
• 平成30年6月23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

◆   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、組合員およびその家族（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
さいたま会場、川越会場それぞれ35名 
※各会場とも、最低実施人数を10名といたします。

◆   用具および服装
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）

弓道初心者体験会参加希望申込書
＊ 私は（ ６月16日「さいたま」 ・ 6月23日「川越」 ）の体験会に申し込みます。（※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11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   両日参加することも可能です。この場合は、下記申込
書の参加会場を○で囲む際に、両会場に○をつけてく
ださい。

⑵   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。

⑶   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

申込方法等

5月11日（金）

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 参加者氏名および年齢 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 6月16日（土）「さいたま会場」
６月23日（土）「川越会場」

会　場

弓道初心者
　体験会のご案内

◉組合員およ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!?

開催要領
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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
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 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8日（金）共済組合必着
■申込み取消しについて
　申込みの取消しおよ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交通費およ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30年7月14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
組合員および被扶養者（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）

● 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。

開催のご案内

弓道大会参加申込書（７月14日個人戦・団体戦共通）

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 要 領

　 申 込 方 法 等　 申 込 方 法 等

弓道大会

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

７月14日（土）
団体戦個人戦

日高アリーナ弓道場 
（日高市文化体育館）

会 場

6月8日（金）※共済組合必着申 込
締切日
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レクリエーション施設利用補助制度レクリエーション施設利用補助制度ののお知らせお知らせ

レクリエーション施設利用券使用時の注意点

1利用資格者 利用日現在、組合員およ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）

利用施設区分 利用限度回数

レジャー施設等 １施設につき１人１回

潮干狩り場 指定施設の中から１人１回

ゴルフ場・キャンプ場・映画館・日帰り温泉・
ボルダリング施設・鍼灸マッサージ施術所 指定施設の中から１人３回

※ 利用可能な施設については、「共済事業のあらまし」または共済組合ホームページ（最新情報）をご確認ください。利用券の裏面に
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、必ずご確認ください。

　レクリエーション施設利用券は、組合員および被扶養者（本組合から組合員証等を発行されている方）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、施設区分ごとに１年度内１人１回となっています。ただし、ゴルフ場、キャンプ場、映画館、日帰り温
泉、ボルダリング施設および鍼灸マッサージ施術所については、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、補助金の返還請求を行うこととなりますので、
利用についてはご注意願います。

●❶所属所名 市町村名または一部事務組合名をご記入ください。

●❷組合員氏名 組合員本人の氏名をご記入ください。

●❸所属所番号 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。

●❹組合員証番号 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。

●❺利用年月日 施設をご利用する年月日をご記入ください。

●❻利用者名 利用券を使用する方の氏名をご記入ください。

●❼利用者生年月日 利用券を使用する方の生年月日をご記入ください。

※ 上記、見本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。

【組合員証（表面）】【見本】
平成30年 4月26日交付

平成30年 4月 1日

昭和61年 4月13日

埼９９９

❶
❸
❻

❷
❺
❼

❹

❸ ❹

レクリエーション施設利用券の記入方法
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レクリエーション施設追加契約施設一覧表
（１）　レジャー施設【年度利用回数：１施設１回】
都 道 府
県 名 施　設　名 所在地および連絡先 開設期間 区分および利用料金 補助金額 備　　考

群
馬
県

ツリーアドベンチャー
丸沼高原

群馬県利根郡片品村
東小川4658-58
℡0278-58-2211

6月～ 10月

大人（トライアルチケット） 2,500円 1,500円
＊大人は中学生以上
＊小人は小学生まで
＊ 施設の利用にあたり、身長や体
重制限等がございますので、施
設のホームページ等でご確認く
ださい。

＊ 営業日は施設へご確認ください。
小人（トライアルチケット） 1,500円 1,000円

神
奈
川
県

さがみ湖リゾート
プレジャーフォレスト

神奈川県相模原市
緑区若柳1634番地
℡042-685-1111

通年

大人
入園料 1,400円 700円 ＊大人は中学生以上

＊小人は3歳～小学生以下
＊シニアは60歳以上
＊ 定休日・営業時間は施設にお問
い合わせください。

フリーパス 3,500円 1,500円

小　人
シニア

入園料 800円 700円

フリーパス 2,800円 1,500円

（２）　キャンプ場施設【年度利用回数：キャンプ場施設の中から3回】
都 道 府
県 名 施　設　名 所在地および連絡先 開設期間 区分および利用料金 補助金額 備　　考

群
馬
県

丸沼高原
オートキャンプ場

群馬県利根郡片品村
東小川4658-58
℡0278-58-4300

5月～ 10月

共通
フリーサイト 3,000円～

1,500円

＊ 長期休業期間有（11月～ 4月）
＊ フリーサイト、電源付サイトは
それぞれ1泊1台の料金となりま
す。

電源付サイト 4,000円～

大人
手ぶらでキャンプ（食材付） 8,400円～

手ぶらでキャンプ（食材無） 6,900円～

小人
手ぶらでキャンプ（食材付） 7,400円～

手ぶらでキャンプ（食材無） 5,900円～

湯島オートキャンプ場
群馬県利根郡みなかみ町
相俣2004-31
℡0278-66-1126

3月～ 12月 共通

キャンプサイト 3,240円～
1,500円 ＊ 営業日については、施設へお問

い合わせください。
＊ 別途入場料がかかります。

フリーサイト 2,700円

フリーサイト（バイク） 1,620円 1,000円

赤城山
オートキャンプ場

群馬県前橋市
三夜沢町425-1
℡027-283-8368

通年 共通

キャンプサイト 5,000円～

1,500円
＊ バンガロー・キャビンの利用料
金は大人（18歳以上）2名～ 4名
までの料金となります。

バンガロー 8,000円～
キャビン 10,000円～
バイク 2,000円

ソロキャンプ 3,000円

神
奈
川
県

パディントンベア・
キャンプグラウンド

神奈川県相模原市
緑区若柳1634番地
℡042-685-0917

通年 共通

常設テントサイト 他 6,700円～

1,500円

＊ 営業日については、施設のHP等
をご確認ください。

＊ 利用料金は、利用されるシーズンや
利用人数、利用されるキャンプサイ
トにより異なりますので、施設の
ホームページ等をご確認ください。

セットアップ
テントサイト 他 8,000円～

埼
玉
県

フォレストサンズ
長瀞

埼玉県秩父郡長瀞町
本野上363
℡0494-26-6111

通年 共通
トレーラーハウス 13,000円～

1,500円
＊ 利用料金は利用するシーズンや利用
人数等により異なりますので、施設の
ホームページ等をご確認ください。

コテージ 33,600円～
テントサイト 3,000円～

満願ビレッジ
キャンプ場

埼玉県秩父郡皆野町
大字下日野沢3902-1
℡0494-62-4726

通年 共通

トレーラーハウス 13,000円～

1,500円

＊ 利用料金は利用するシーズンや
利用人数等により異なりますの
で、施設のホームページ等をご
確認ください。

＊ キャンプサイト・デイキャンプ
は利用券対象外

＊ 利用料金は3歳以上
コテージ 10,000円～

北本市野外活動
センター

埼玉県北本市高尾9-143
℡048-593-0008

通年 共通
デイバンガロー 2,000円

1,500円
＊ 利用料金は1区画の料金
＊ デイキャンプ・デイバンガロー
は、午前10時～午後3時まで。

＊ ナイトキャンプ・ナイトバンガ
ローは、午後3時～翌日10時ま
で。

ナイトバンガロー 7,000円
デイキャンプ 300円

※１)　700円4月1日～
10月31日 共通 ナイトキャンプ 500円

※１）　利用料金が補助金額を下回る場合は、当該利用料金の金額を補助金額とすること。

（３）　映画館【年度利用回数：映画館の中から3回】
都 道 府
県 名 施　設　名 所在地および連絡先 開設期間 区分および利用料金 補助金額 備　　考

群
馬
県

シネマテークたかさき 群馬県高崎市あら町202番地
℡027-325-1744 年間

一般 1,700円

700円

＊ 作品により料金が異なる場合が
あります。

＊ 学生割引は学生証をご提示くだ
さい。

＊ 障がい者割引は、障がい者手帳
をご提示ください。

＊ 群馬県条例により、終了が夜10
時を超える回は保護者同伴でも
18歳未満の方はご覧いただけま
せん。

大学・専門学生 1,400円

高校生以下（3歳以上） 1,000円

シニア60歳以上（自己申告） 1,000円

障害者手帳をお持ちの方付添の方1名 1,000円

（4）　ボルダリング施設【年度利用回数：ボルダリング施設の中から3回】
都 道 府
県 名 施　設　名 所在地および連絡先 開設期間 区分および利用料金 補助金額 備　　考

埼
玉
県

Be born
クライミングジム

埼玉県越谷市南越谷
4-16-13
℡048-916-5910

通年

大人 平　日 1,350円～
土日祝 1,620円～

700円
＊ 大人の対象者は学生以外
＊ 学生の場合、学生証要提示
＊ 別途初回登録料が必要学生 平　日 1,350円～

土日祝 1,512円～
高校生以下 平日・土日祝 1,080円

ROCK CUBE
クライミングジム

埼玉県越谷市南越谷
1-15-1楽園タウン
℡048-993-4569

通年

一般 平　日 1,380円～
土日祝 1,580円～

700円

＊ 一般の対象者は学生以外
＊ 学生の場合、学生証要提示
＊ 別途初回登録料が必要
＊ レディスデーは水曜日

大学生
専門学生

平　日 1,380円～
土日祝 1,580円～

高校生以下 平　日 1,080円～
土日祝 1,180円～

レディスデー  ２時間 1,080円
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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/

都道府県名 契約解除施設名

埼玉県
ゆうパークおごせ（キャンプ場・温泉）

天然温泉　スパロイヤル川口

● 下記のレクリエーション施設については、平成30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。

契約解除施設について

テニスコートの利用にかかる補助金額が上がりました！

施設名 利用料金
（税　別）

現　行 平成30年4月～

補助金額 補助金額
（最高限度額） 補助金額 補助金額

（最高限度額）

アルペンローゼ
テニスコート

1面1時間
2,000円 500円 1面2時間

1,000円 1,000円 1面2時間
2,000円

　アルペンローゼのテニスコートを利用される際に使用できる補助金額につきまして、平成３０年４
月から下記のとおり変更となりましたのでお知らせいたします。
　なお、今年のテニスコートの営業開始は、4月下旬を予定しておりますので、ぜひご利用ください。

ペットと宿泊できる施設と契約しました！

（利用券の受け取りおよび使用方法）
　当該施設へ宿泊される際にアルペンローゼフロントへお立ち寄りいただき、宿泊される方全員の組合員証および被扶養者証を提示して、利用券の発
行を受け、必要事項を記入して当該施設のフロントへ提出してください。
　なお、予め、利用券の発行を受けたい場合は、別途「健康保養施設利用券申請書」をご記入の上、本組合施設課までご提出いただきますと、申請書に記
載した送付先住所へ利用券の送付をいたします。「健康保養施設利用券申請書」につきましては、本組合ホームページよりダウンロードいただけます。

健康保養施設（アルペンローゼ周辺施設）
　ペットと宿泊できる施設「コンドミニアム フラットレット
草津」と契約し、健康保養施設として追加いたしました。食
事の付かない素泊まり専門の宿泊施設となります。

施設名 コンドミニアム　フラットレット草津

利用料金 平　日
大人1名（素泊まり） 5,000円～（税別）
ペット1泊１頭 1,000円　  （税別）
※ ペットは犬（小型犬～大型犬）、猫、小動物（ウサギ、小
鳥等）の宿泊ができます。

※ 利用料金は、宿泊日や人数により異なりますので、施
設のホームページ等をご確認ください。

※ ご利用にあたり、その他不明な点がございましたら施
設へ直接お問合せください。

補助金額 1泊につき１人2,000円
（年度内の利用限度はありません。）

住　所
連絡先

〒377-1711
群馬県吾妻郡草津町草津464-1211
☎ 0279-88-0311
[URL]　http://fl atlet-kusatsu.com

　ペットと宿泊できる施設「音雅（おんが）」と契約し、委託保
養所として追加いたしました。利用券の券種は委託保養所
となりますので、３，５００円の利用券をご使用いただけます。

委託保養所

施設名 音　雅（おんが）

利用料金 平　日
大人1名（１泊２食付） 15,000円～（税別）
ペット1泊１頭 2,000円　  （税別）
※ ペットは犬（小型犬～中型犬）、猫の宿泊ができ、それ
以外のペットは要相談。

※ 利用料金は、部屋タイプや宿泊日、人数により異なり
ますので、施設のホームページ等をご確認ください。

※ ご利用にあたり、その他不明な点がございましたら施
設へ直接お問合せください。

補助金額 1泊につき１人3,500円
（年度内の利用限度はありません。）

住　所
連絡先

〒377-1711
群馬県吾妻郡草津町大字草津740-3
☎ 0279-88-1212
[URL]　http://onga.co.jp
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「ノルディックウォーキング教室「ノルディックウォーキング教室～新緑編～～新緑編～」」
参加者募集中！！参加者募集中！！

アルペンローゼに泊まって楽しく体を動かそう！！

　参加希望者は、『共済だより』３月号または共済組合
ホームページより「ノルディックウォーキング教室参加申
込書」を印刷し、必要事項を記入のうえ共済組合施設課
まで送付またはＦＡＸしてください。

　抽選結果は、申込代表者あてに通知します。
　※ 申込みの取消・変更がある場合は速やかに共済組合施設課へ
ご連絡ください。

　※ 宿泊日の11日前からアルペンローゼのキャンセル料が発生
しますのでご注意ください。

●平成30年6月15日（金）～16日（土）　1泊2日
　※ノルディックウォーキング教室は6月16日午前中に行います。
●草津保養所「アルペンローゼ」

開催期日および場所 申込方法

参加者決定

30名（※希望者が定員を超えた場合は、抽選により参加者を決定
します）
平成30年4月23日（月）共済組合必着

　 組合員および
被扶養者

組合員の家族等
（被扶養者除く）

「１泊２食」の宿泊 ７，０００円 １３，０００円

「１泊朝食」の宿泊 ５，５００円   ８，７００円

※ポールレンタル希望者は別途500円
※組合員および被扶養者料金は利用券控除後の金額

【内訳】
　①宿泊料
　②ノルディックウォーキング教室費用（損害保険料含む）
　③合わせ湯が楽しめる「大滝乃湯」の入浴券付

高校生以上の方

趣 味 教 養 講 座

※詳しくは、『共済だより』3月号または共済組合ホームページ（http://www.saitama-ctv-kyosai.net）をご確認ください。

参加対象

募集定員および申込締切日

参加費

お問い合わせ先　施設課（保養所担当）　☎ 048-822-3304（直通）

35共済だより
2018.4.April No.622



1階ロビー 和室（15畳） 洋室（ツインルーム）

身障者対応風呂（家族風呂兼用）
「あおば」（要予約） テニスコート

和食1日限定20名様（要予約）
※内容は季節により異なります。ビュッフェ

イワボタン

アズマシャクナゲ

コブシ

レストラン

※日～木曜日の宿泊（但し、4/29・5/3・5/28～31を除く）

2018.4.1（日）～6.28（木）
平成30年度期間限定

埼玉県市町村職員共済組合　草津保養所アルペンローゼ

※税・サービス料込み。 ※利用人数に含まれるのは3歳以上の方となります。 ※小人料金は、上記料金及び通常料金のいずれか低い方の料金となります。
※4階・5階・６階（一部）は禁煙室となります。「喫煙」「禁煙」のご希望がございましたら、ご予約の際にお申し出ください。

1泊2食付7,000円～
（単位：円）

5名以上
－
－
－
7,000
7,000
8,000

4名
－
－
－
7,000
8,000
9,000

3名
－
－

  7,000
  8,000
  9,000
10,000

2名
  7,000
  8,000
  8,000
  9,000
10,000
11,000

1名
8,000
9,000
9,000
－
－
－

ツイン
DXツイン
トリプル
12畳
15畳
特別室

洋 

室

和 

室

本組合員の
同居家族及び
同居でないご両親

1泊2食付9,800円～
（単位：円）

5名以上
－
－
－

  9,800
  9,800
10,800

4名
－
－
－

  9,800
10,800
11,800

3名
－
－

  9,800
10,800
11,800
12,800

2名
  9,800
10,800
10,800
11,800
12,800
13,800

1名
10,800
11,800
11,800
－
－
－

ツイン
DXツイン
トリプル
12畳
15畳
特別室

洋 

室

和 

室

他共済及び
一般の方

（単位：円）

ツイン
DXツイン
トリプル
12畳
15畳
特別室

洋 

室

和 

室

5名以上
－
－
－
4,000
4,000
5,000

4名
－
－
－
4,000
5,000
6,000

3名
－
－
4,000
5,000
6,000
7,000

2名
4,000
5,000
5,000
6,000
7,000
8,000

1名
5,000
6,000
6,000
－
－
－

4,000円～本組合員及び
被扶養者の方
（利用補助券ご使用の場合）

1泊2食付

お得な料金でご利用いただけます！ 日曜日～木曜日の宿泊が対象となります！

新緑の草津をお楽しみください。

お申し込み・お問い合せ

の特別企画の
ご案内春

期間限定ですので、ご予約はお早めに！！
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草津温泉に着いたらどこに行こう？
帰途につく前にもう少しどこかに寄りたい！
そんなときにおススメの半日プランをご紹介いたします。

　草津のシンボル「湯畑」は、草津温泉の中
心に位置する観光客が多く訪れるメインス
ポット。毎分4,000リットルもの源泉が湧き出
る文字通りのお湯の畑は、見ごたえ満点です。

江戸時代にこの場所にあった共同浴場「松乃湯」を再現し
て造られた足湯場。木樋を通る源泉を眺めながら足湯に浸
かり、草津温泉ならではの風情を味わうことができます。

　湯けむり亭

アルペンローゼからのご案内4月号

湯畑を囲む石柵には、草津を実際に訪れたゆかりのある偉人・歴
史上の人物・著名人から100人の名前が刻まれています。平成26
年には百一人目の人物が石柵に名前を刻みました。湯畑周辺を散
歩しながら探してみましょう。

　草津に歩みし百人

湯畑周辺
モデルプラン

　温泉街を一望できる丘の上に建てられた神
社。草津温泉を発見したと伝わる日本武尊が祀
られており、毎年7月17・18日には白根神社例
祭が行われ、草津の街中を神輿が練り歩きます。

　湯もみと踊りショーが毎日開催され
ている、草津きっての観光施設。平成
27年に大正ロマン風に建て替えられ
た、伝統を今に伝える草津の名所です。
不定期で開催されている落語イベント
やジャズライブなども人気です。

が湧き出
満点です。

中
ス
出 江戸

て造
かり

草津に

出
。

「湯もみ」は、熱い源泉の中に六尺板を入れて湯
をもみ、入浴できるまで一定の温度に下げる入浴
法です。「湯もみ」をすることにより、温度を下げる

だけでなく、湯を柔らかく
する効果や入浴前の準備
運動にもなります。

熱乃湯では、土日祝日に「湯
もみ体験」ができます。
＊

「湯もみ」ってなに
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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



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ご案内ご案内

「えらべる倶楽部」からのお知らせ　

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
 ：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

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

　平成30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。

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。

宿泊割引増額宿泊割引増額キャンペーンキャンペーン

（12月22日（土）～ 1月6日（日）宿泊分）

会員と配偶者及びそれぞれの２親等以内のご親族

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

※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

「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

対 象 者

ご利用条件

お 申 込 み

7月21日～9月24日及び12月22日～1月6日
の宿泊に限りお一人様１泊につき

3,000円引！

定
（日）宿泊日（日）宿泊

限始
（土） 1月日（土） 1月

始年年末
（12月2（12月2

年定限期夏

通常期
お一人様１泊につき
1,000円引のところ

通常期　お一人様１泊につき　500円引のところ

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

7月21日～ 9月24日及び12月22日～
1月6日の宿泊に限りお一人様1泊につき

1,000円引！

（7月21日（土）～９月24日（月・振）宿泊分）（7月21日（土）～９月24日（月・振）宿泊分）
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1●「パスワードが不明な方」・「会員証を再発行される方」は会員サイトログインページよりご申請いただけます
●パスワード専用ダイヤルTEL 03-5646-5545 ※ご本人様からのみ　●会員証再発行は右記QRコードからもお申込みできます
● カード形式の会員証は、共済担当者様を通じて申請いただければ、再発行料が無料になります（集約の関係上、発行までに２ヶ月
程度かかる場合があります）

サービス ご利用方法サービス ご利用方法
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1 0 4 7 埼玉県市町村職員共済組合

※ 本組合については、
本組合の組合員及び
その被扶養者に限り
ます。

本組合指定のレクリエーション施設「東京ディズニーリゾート」からのお知らせ本組合指定のレクリエーション施設「東京ディズニーリゾート」からのお知らせ
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湯河原の良質な温泉を、十和田石を使った石の風呂と癒やし効果のある檜の風呂でゆったりとお楽しみください。

歴史ある湯河原でやすらぎの時間を
ゆったりお過ごしください

神奈川県市町村職員共済組合保養所のご案内

沼津IC……伊豆縦貫自動車道……国道1号線……
箱根峠……湯河原パークウェイ……湯河原温泉ちとせ

東京・埼玉・千葉・茨城・栃木方面／東名高速道路「厚木IC」より約1時間
群馬方面／圏央道「海老名JCT」・東名高速道路「厚木IC」より約1時間

静岡方面／東名高速道路「沼津IC」より約1時間

厚木IC…… 小田原厚木道路……西湘バイパス……石橋IC……
国道135号線……湯河原温泉入口交差点右折……湯河原温泉ちとせ

小田原
厚木道

路

西湘
バイ
パス

135

134

海老名JCT

御殿場IC

厚木IC

石橋IC
早川IC
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茅ヶ崎JCT

湯河原温泉入口
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東名高速道路
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芦ノ湖
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伊豆縦貫
自動車道
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1

1

1

湯河
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イ

芦
ノ
湖
ス
カ
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ン

湯河原温泉ちとせ
☎0465-63-0121ご予約・お問い合わせ

〒259-0314　神奈川県足柄下郡湯河原町宮上２８１番１
http://www.kanagawa-kyosai.jp/chitose

1泊2食A期料金（税・サ・入湯税込み）

梅
コース 12,861円～
桜
コース 14,643円～
椿
コース 19,989円～

こもれびの湯

せせらぎの湯 宴会会場

桜コース一例

和室 ユニバーサルルーム

洋室 特別室

神奈川県

湯河原
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草津保養所「アルペンローゼ」からのお知らせ

　日頃、組合員の皆様におかれましては、草津保養所アルペンローゼをご利用いただき、誠にありがとうございます。
　1月23日（火）に発生した草津本白根山の噴火に関して、ご心配をおかけしておりますが、噴火のあった草津本白根
山から温泉街までは5キロメートル以上離れていることから、アルペンローゼをはじめ、草津温泉街には現在のところ
被害やその他影響はございません。なお、本白根山の立ち入り規制が火口付近半径2キロから1キロに縮小され、志賀
草津道路については規制範囲から外れたことから、4月20日より開通予定となっています。
　また、4月下旬にはアルペンローゼのテニスコートも営業いたしますので、新緑の草津にぜひお越しくださいますよ
う、アルペンローゼスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

お申込み・
お問い合わせ先

 4～6月の空室状況（3月20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）

※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

自由作品の部　佳作
『そよ風の通りみち』
藤原 正宜さん（加須市）
人物を小さく扱ったのがうまい。雲と
木の枝と、花の流れが統一されていて
爽やかさが強調されています。

自由作品の部　佳作
『「絶景」独り占め』
島田 哲哉さん（さいたま市）
題名に感心、上手い。作者も、手前の
女性も、坂の花園を歩く105人の人達
も皆、こうしてこの景色を独り占めした
のかなーと思いました。いや、何より
一番独り占めしているのは評者である
私かも知れません。ごめんなさい。

課題の部　理事長賞
『日本一の巨木』
谷口 健一さん（春日部市）
村はずれの広野、秋の陽を受けて、若
芽・新緑となった村の子供たちと、見
上げる程の巨木となった良寛和尚とが
共に語り、唄い、走りながら刻（とき）を
過ごす様（さま）を見るようです。見事
です。

平成29年度写真展入選作品　概評 日本写真家協会JPS会友　宮 田　均
　男　34,852 人
　女　20,024 人
　計　54,876 人

組合員数

1,470 人

任意継続
組合員数

50,893 人

被扶養者数

（平成30年2月末現在）組合の状況

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 １日・８日・15日・16日・22日・23日・29日 5月1日（火）
10月 ６日・７日・13日・20日・27日 6月1日（金）

 9・10月の土曜日等の利用希望を受け付けております。
　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し、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込みください。なお、期間中1グループ1枚の申込みとし、複数枚申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。

草津本白根山の噴火について

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
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 × × ×

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
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 × × × × ▲ ▲ ▲ × ×

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
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 × ×

休
館

禁 煙 × × ▲

和 室
喫 煙 × × × ▲
禁 煙 × × × ▲ ▲ ▲ ▲
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〒362-0075 埼玉県上尾市柏座2-6-25（ハウジングプラザ）
TEL.048-778-0361建設業許可：埼玉県知事許可（特-28）第31833号

埼玉支店
0120-73-6137TEL

お
問
い
合
わ
せ
は

OPEN
積水ハウスグループの積和建設埼玉積水ハウスグループの積和建設埼玉

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

セ
ン
タ
ー

出
入
口

出
入
口

至上尾

至上尾

約800m

コナカ

ステラタウン
イトーヨーカドー

至
上
尾
駅
至
日
進
駅

土
呂
駅
入
口

大宮北ハウジングステージ

リ・クエストスクエア大宮

N

至蓮田駅

産
業
道
路

至大宮駅
大成町4丁目 東大成小入口

華屋与兵衛

リフォーム大宮ショールームリフォーム大宮ショールーム

リ・クエストスクエア大宮
048-661-5171TEL

住まいのことならなんでも
お気軽にご相談ください

マンションも
戸建住宅も

2017年9月1日現在
日本の100歳以上の高齢者は

積和建設埼玉は健康長寿に
配慮したリフォームを提案しています。

67,824人！

が来ました。

100歳以上生きる時代

健康長寿配慮型の
リフォームのご相談は
お気軽にお問い合わせ
ください。

積和建設のリフォームショールームへ
ぜひお越しください。

ご存知ですか

〒331-0813
さいたま市北区植竹町1-816-1
（ノーザンハート・KITAMATI
大宮北ハウジングステージ内）　
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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。

丸山記念総合病院・健康診断専門施設

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レインボークリニック
○岩槻駅前、徒歩１分の好立地。公共駐車場を無料でご利用可能です。
○胃カメラが実施可能となりました。ぜひご利用ください。

●心安らぐ清潔なフロアーで、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〉東武アーバンパークライン  岩槻駅東口より徒歩１分






	H1-4
	2-6
	7
	8-9
	10
	11
	12-13
	14-15
	16
	17
	18
	19
	20-21
	22-23
	24
	25-26
	27
	29
	30
	31
	32-34
	35
	36
	37
	38-39
	40
	41
	42
	43
	個人情報提供停止申込書_2018.indd



