
　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
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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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