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1. 令和元年度末現在の市町村数
区　分 令和元年度
市 40
町 22
村 1

一部事務組合等 47
計 110

※一般組合員には特別職も含まれます。

種　別 組合員数 被扶養者数 区分 標準報酬の月額 平均標準報酬月額 標準期末手当等年度累計額

一 般 組 合 員 47,978人 37,859人
長期 19,101,976,000 円 398,140 円 75,921,863,000 円
短期 19,414,216,000 円 404,648 円 76,183,912,000 円

市町村長組合員 55人 49人
長期 33,380,000 円 606,909 円 159,298,000 円
短期 46,260,000 円 841,090 円 236,385,000 円

特定消防組合員 7,691人 11,174人
長期 3,207,720,000 円 417,074 円 12,002,830,000 円
短期 3,211,000,000 円 417,500 円 12,002,830,000 円

長 期 組 合 員 4人 ー
長期 2,040,000 円 510,000 円 6,661,000 円
短期 2,250,000 円 562,500 円 6,806,000 円

市町村長長期組合員 8人 ー
長期 4,840,000 円 605,000 円 23,064,000 円
短期 5,970,000 円 746,250 円 30,666,000 円

継続長期組合員 4人 ー 長期 1,610,000 円 402,500 円 6,841,000 円

小　　 計 55,740人 49,082人
長期 22,351,566,000 円 400,996 円 88,120,557,000 円
短期 22,679,696,000 円 406,912 円 88,460,599,000 円

任意継続組合員 1,151人 732人 短期 426,620,000 円 370,651 円

合　　 計 56,891人 49,814人
長期 22,351,566,000 円 400,996 円 88,120,557,000 円
短期 23,106,316,000 円 406,179 円 88,460,599,000 円

対 前 年 比 213人 △ 228人

2. 組合員数等の状況 （令和元年度末現在）

令和元年度組合決算について、去る6月23日

に開催された組合会において承認されました

ので、その概要をお知らせします。

決算決算のの概要概要令和元年度

統 括 事 項

原口理事長（鴻巣市長）原口理事長（鴻巣市長）

大橋議員（加須市長）富岡議員（熊谷市長）
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【収支の状況】
　収入につきましては、掛金・負担金の財源
率を10‰引き下げて運営したところ収入総額
は、３４９億６２６万円となり、前年度に対して
３２億４，３８６万円の減収となりました。
　一方、支出については、法定給付のうち、
療養の給付と休業給付に若干の増加がみられ
ましたが、今年度においては、高齢者医療制
度に対する納付金・支援金等の支出が減少し
たことから、前年度の支出合計より３０億１，
３６２万円減額の３４１億９，７３７万円となってお
ります。

【高齢者医療制度への納付金等の状況】
　今年度の高齢者医療に係る納付金等につ
いては、１２３億３，７０4万円となっております。
　この金額は、支出全体の３６．０８％を占める
状況となっております。

【当期短期利益金】
　収支決算を行った結果、７億８８9万円の当
期短期利益金が生じました。この利益金は、
全額短期積立金に積み立てました。

【利益剰余金の状況】
　令和元年度末における短期積立金は
４３億４，４６８万円となりました。また、欠損金
補てん積立金は法定所要額である１４億２，
６７９万円を積み立てております。利益剰余金
の合計は５７億７，１４７万円となります。

【収支の状況】
　収入総額は、３４億９，１４３万円で前年に対して３億７，７７８万
円の増収となっております。一方、支出総額は、３４億６，
８４１万円で主に社会保険診療報酬支払基金へ介護納付金と
して納付しております。

【当期介護損失金】
　収支決算を行った結果、２，３０2万円の当期介護利益金が
生じましたが、前年度より繰り越した介護繰越欠損金５２７万
円に充当した結果、年度末の介護積立金は１，７７４万円となり
ます。

◉ 医療給付／ 131億6,475万円（前年度比　約1.01%増）

◉ 組合員1人当たり／ 231,000円  共済組合から医療機関へ支払った1人当たりの医療費です。

短　期　分

介　護　分

支
出

収
入

掛金・負担金
30,001,924
（78.13％） 

介護掛金・負担金
3,491,432
（9.09％） 

その他の収入
4,904,344（12.78％） 

法定給付・附加給付
16,508,741（43.83％） 
高齢者医療に係る
納付金等
12,337,040（32.75％） 

介護納付金等
3,468,413（9.21％） 

その他の支払
5,351,597（14.21％） 

当期利益金
731,909

短期経理収支状況

収入総額 38,397,700 支出総額 37,665,791

単位：千円

医療費の推移組合員 1人当たりの医療費の推移

医療費を中心とし、他に出産費、埋葬料、休業給付及び災害給付などを行う経理です。
また、この経理で介護保険料の受け入れ、納付を行っています。短期経理
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　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厚生年金保険料と同率に統一されまし
た。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39.7‰と追加費用として15.4‰
で徴収した負担金もこちらの経
理で徴収し、総額818億円程の
全額を連合会へ払い込んでおり
ます。

　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月以降発生している公務上の障害・遺族の年金給付は、こ
ちらの経理での取り扱いとなっております。
　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52億2,000
万円程の全額を連合会へ払い込
んでおります。

　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です。令和元年
度は所属所負担金として公務財源率0.1098‰と追加費用とし
て1.2‰で徴収した3億6,000万円程の全額を連合会へ払い
込んでおります。

厚生年金保険経理収支状況 

収入総額 81,838,902 支出総額 81,838,902

単位：千円

経過的長期経理収支状況 

収入総額 363,166 支出総額 363,166

単位：千円

退職等年金経理収支状況 

収入総額 5,226,474 支出総額 5,226,474

単位：千円

負担金払込金
363,166
（100％） 

負担金
363,166
（100％） 

支
出

収
入

負担金払込金・
掛金払込金
5,226,474
（100％） 

負担金・掛金
5,226,474
（100％） 

支
出

収
入

負担金払込金・
組合員保険料
81,838,902
（100％） 

負担金・
組合員保険料
81,838,902
（100％） 

支
出

収
入

國分議員（さいたま市）

松本議員（新座市）

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

「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

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

松本議員（新座市）

國分議員（さいたま市）

松本議員（新座市）

吉田議員（滑川町長）
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【収支の状況】
　収入については、運用益として利息及び配当金が4,827万
円となりますが、全額支払利息として連合会へ払い込むこと
になります。

【連合会預託金の状況】
　元年度末における連合会預
託金は50億8,500万円となっ
ております。この資金は、組合
員への貸付金に運用されてお
ります。

【収支の状況】
　収入については、運用益として利息及び配当金が2,021万
円となりますが、全額支払利息として連合会へ払い込んでお
ります。

【連合会預託金の状況】
　元年度末における連合会預託金は109億521万円となって
おります。この資金は、市町村債の引き受けに運用されてお
ります。

【収支の状況】
　収入総額は10億3,484万円で前年度に対して2,969万円の
減少となりました。一方、支出は、前年度に対して7,943万
円増加し、支出総額9億1,331万円となりました。

【当期利益金】
　収支決算を行った結果、1億2,152万円の当期利益金が生
じたため、当該利益金は全額積立金として積み立てました。

【利益剰余金の状況】
　元年度末における積立金は8億9,274万円となっておりま
す。

支
出

収
入

職員給与
235,500（25.79％） 
事務費
47,503（5.20％） 
委託費
84,170（9.22％） 

その他
546,146（59.79％） 

当期利益金
121,527

連合会交付金
269,087
（26.00％） 

市町村等負担金
639,200（61.77％） 

短期経理より繰入
124,855（12.07％） 

利息及び配当金他
1,704（0.16％） 

業務経理収支状況 

収入総額 1,034,846 支出総額 913,319

単位：千円

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。退職等年金預託金管理経理

短期給付事業、年金給付事業を行うために必要な経費（人件費、事務費等）を賄う経理です。業務経理

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

坂本議員（深谷市）

退職等年金預託金管理経理収支状況 

収入総額 48,277 支出総額 48,277

単位：千円

支
出

収
入

支払利息
48,277
（100％） 

利息及び配当金
48,277
（100％） 

支
出

経過的長期預託金管理経理収支状況 

収入総額 20,215 支出総額 20,215

単位：千円

支
出

収
入

支払利息
20,215
（100％） 

利息及び配当金
20,215
（100％） 

支
出
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支
出

収
入

職員給与
60,631（4.19％） 
厚生費
1,026,482（70.96％） 

その他の支払
318,239（22.00％） 

宿泊経理へ繰入
41,265（2.85％） 
当期利益金
86,642

負担金・掛金
1,424,047
（92.88％） 

その他の収入
109,212（7.12％） 

30歳以上の方は
人間ドック受検を !

  人 間 ド ッ ク等  
17,461人が受検

各種施設の利用助成及び
各スポーツ大会を実施

人間ドック助成 球技大会及びスポーツ教室 各種助成金等

実施者数 14,623人

実施種目

野球、バレー、
サッカー、ソフトテニス、
卓球、ソフトボール、
弓道、ゴルフ、スキー、
スノーボード、
親子スキー

要した費用 412,502千円

脳ドック助成

実施者数 226人

要した費用 5,030千円 要した費用 10,944千円 歯科健康診査 753千円

併診ドック助成 保養施設利用助成 特定健康診査

実施者数 2,612人 利用補助者数 26,104人 受診券による受診者等 14,186人

要した費用 111,116千円 要した費用 123,155千円 要した費用 21,201千円

がん検診 レクリエーション施設助成 特定保健指導

実施者数 22,636人 利用人員 163,059人 実施者数 1,199人

要した費用 53,321千円 要した費用 147,183千円 要した費用 16,903千円

妊婦保健助成金 13,988千円

カウンセリング助成 10,072千円

インフルエンザ助成 108,155千円

【収支の状況】
　収入総額は、15億3,326万円となり、このうちの主なもの
は負担金・掛金の14億2,405万円です。主に給料総額の増
加に伴い、前年度に対して1,287万円の増収となっておりま
す。
　一方、支出総額は、14億4,662万円となり、支出の中心と
なる厚生費としては、10億2,648万円が実行されました。厚
生費の支出の主なものとして、人間ドック（併診ドックを含む）
に係る費用が5億2,865万円、保養施設等の利用助成として1
億2,316万円等が実行されております。

【当期利益金】
　収支決算を行った結果、8,664万円の当期利益金が生じま
した。
　この利益金は全額積立金として積み立てました。

【利益剰余金の状況】
　元年度末における積立金は、15億9,668万円となりました。
　その他欠損金補てん積立金を若干保有しており、利益剰余
金の合計は16億89万円となります。

保健経理収支状況 

収入総額 1,533,259 支出総額 1,446,617

単位：千円

◆ 令和元年度実施した主な事業 ◆

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

堀部議員（久喜市） 板山議員（草加市）
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【利用状況】
　令和元年度は、本白根山の噴火の影響で減少していた利用
者が前年度よりも回復傾向にありましたが、新型コロナウイル
ス感染拡大が影響し、3月における利用者が大きく減少したこ
とから、最終的な利用人数は対前年比1,001人減少の19,687
人、利用率については対前年度比マイナス0.5％の53.3％とな
りました。

【収支の状況】
　収入総額は2億8,521万円となり、このうち主なものは施設
収入2億2,084万円です。
　一方、営業を行うための諸経費としての支出総額は3億
3,173万円となり、この中には固定資産に係る減価償却費
5,131万円が含まれます。

【当期損失金】
　収支決算を行った結果、令和元年度は4,652万円ほどの当
期損失金が生じました。この損失金は前年度より繰り越した積
立金の一部を取り崩して補てんしました。

【利益剰余金の状況】
　令和元年度末における改良積立金は3億円、欠損金補てん
積立金は2億2,339万円、積立金は7億8,333万円となります。

◉ 草津保養所／草津保養所アルペンローゼを経営する経理です。

草津経理収支状況 

収入総額 285,214 支出総額 331,737

単位：千円

支
出

収
入

施設収入 
220,844（77.44％） 

保健経理より繰入 
40,000（14.02％） 

その他の収入 
24,370（8.54％） 当期損失金 

46,523

職員給与 29,072（8.76％） 

飲食材料費 
55,860（16.84％） 

委託管理費及び委託費
79,869（24.08％） 

光熱水料及び燃料費
37,116（11.19％） 
減価償却費
51,313（15.47％） 

その他支払
78,507（23.66％） 

宿泊経理

【収支の状況】
　収入総額は、約1億7,092万円、会議室の利用率は53.2％
になりました。
　一方、営業を行うための支出総額は約1億4,174万円とな
りました。

【当期利益金】
　収支決算を行った結果、令和元年度は2,918万円の当期利
益金が生じました。この利益金は全額積立金として積み立て
ました。

【利益剰余金の状況】
　令和元年度末における欠損金補てん積立金は8,229万円と
なり、積立金は3億0,797万円となりました。
　その結果、利益剰余金は3億9,026万円となります。

◉ 会　館／さいたま共済会館を経営する経理です。

支
出

収
入

施設収入
52,585（30.77%）

賃貸料
116,884（68.38%）

その他の収入
1,452（0.85%）

職員給与
27,539（19.43%）
委託費及び委託管理費
35,889（25.32%）
光熱水料
10,868（7.67%）

減価償却費
30,662（21.63%）
その他の事業費
26,785（18.90%）

特別修繕繰入金
10,000（7.05%）
当期利益金
29,178

会館経理収支状況 

収入総額 170,921 支出総額 141,743

単位：千円

半貫議員（狭山市） 西岡議員（吉川市）
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  支払利息  
1.6%

  共済預金残高  
4,543億円

70億9,111万円を
利息として還元

【収支の状況】
　収入総額は、76億8,419万円となります。収入の中心であ
る利息収入が69億7,091万円となりました。
　一方、支出総額は、73億910万円となり、支出の中心で
ある組合員の皆様へ支払う支払利息は70億9,111万円となり
ました。

【当期利益金】
　収支決算を行った結果、3億7,509万円の当期利益金が生
じました。
　この利益金は、全額積立金へ積み立てました。

【資産及び利益剰余金の状況】
　元年度末の資産総額は、4,858億873万円となりました。
この資産の運用状況については11ページをご覧ください。
　なお、組合員の皆様からお預かりしている組合員貯金の残
高は、元年度末で4,543億9,727万円となっております。
　また、元年度末の利益剰余金については、積立金が13億
7,749万円、欠損金補てん積立金が法定所要額である227億
1,986万円となっており、支障のない財政状況となっております。 負

債
資
産

組合員貯金
454,397,275
（93.53％） 

未払費用他
7,314,106（1.51％） 

利益剰余金
24,097,354（4.96％） 

流動資産他
66,475,597
（13,68％） 

投資有価証券
415,983,138
（85.63％） 

長期貸付金
3,350,000
（0.69％） 

貯金経理資産状況 

資産総額 485,808,735

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

支
出

収
入

職員給与 
52,506（0.72％） 

支払利息
7,091,119
（97.02％） 

当期利益金
375,091

その他の支出
165,477（2.26％） 

利息及び配当金
6,970,912
（90.72％） 

償還差益他 
713,281
（9.28％） 

貯金経理収支状況 

収入総額 7,684,193 支出総額 7,309,102

単位：千円

山本議員（所沢市） 尾熊議員（川口市）

市川議員（秩父市） 寺山学識経験監事
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【収支の状況】
　収入総額は、7,958万円となり、前年度に対して883万円
減収となっております。
　支出総額は、1億4,647万円となり、支出の中心となる支
払利息は、5,154万円となっております。

【当期損失金】
　収支決算の結果、6,688万円の当期損失金が生じました。
　この損失金は、積立金の一部を取り崩し補てんいたしました。

【利益剰余金の状況】
　令和元年度末における積立金は17億1,878万円となりま
す。また、欠損金補てん積立金は法定所要額である3億928
万円となっており、支障のない財政状況となっております。利
益剰余金の合計は20億2,806万円となります。
　なお、貸付資金のための退職等年金預託金管理経理からの
長期借入金は50億3,100万円となっております。

【貸付件数及び貸付総額】
　令和元年度末の貸付件数は19,461件、貸付総額は61億
8,561万円となっており、前年度末に対し、貸付件数は73件、
貸付総額については、6億115万円の減少となっております。
　なお、貸付金の内訳では住宅貸付が32億4,678万円となっ
ており、貸付総額全体の約5割を占めております。

【貸付金状況】
　令和元年度の貸付金の状況は次のとおりです。
　また、元年度中に貸し付けた1件当たりの平均貸付額は、
普通貸付約95万円、住宅貸付約598万円、特別貸付約95万
円となっております。

支
出

収
入

職員給与
51,821
（35.38％） 

支払利息
51,540
（35.19％） 

その他の支払
43,109
（29.43％） 

組合員貸付金利息
79,093
（99.38％） 

その他の収入
494
（0.62％） 

当期損失金
66,883

貸付経理収支状況

収入総額 79,587 支出総額 146,470

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

事　由 件数 金額（千円） 事　由 件数 金額（千円）

普通
貸付

随　時 670 634,443

特別
貸付

医　療 3 2,300
その他 0 0 入　学 57 45,050
小　計 670 634,443 修　学 142 132,900

住宅
貸付

新　築 7 77,900 結　婚 30 37,300
増改築 26 85,122 葬　祭 6 7,750
敷　地 3 18,000 小　計 238 225,300
建　売 5 64,000

介護
住宅

新　築 2 6,000
その他 0 0 増改築 0 0
小　計 41 245,022 建　売 0 0

災害
貸付

新　規 0 0 その他 0 0
再貸付 0 0 小　計 2 6,000
小　計 0 0 合　計 951 1,110,765

◆ 令和元年度貸付金状況 ◆
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【収支の状況】
　収入総額は、7,235万円となり、前年度に対して27万円減
少となりました。
　一方、支出総額は、6,701万円となり、支出の中心である
支払利息は、6,033万円となっています。

【当期利益金】
　収支決算の結果、533万円の当期利益金が生じました。
　この利益金は、欠損金補てん積立金へ積み立てました。

【利益剰余金の状況】
　元年度末における欠損金補てん積立金は、1億2,317万円
となりました。
　なお、組合員の皆様に融資している融資金は、33億7,355
万円となっています。

支
出

収
入

職員給与
3,680
（5.49％） 
支払利息
60,339（90.04％） 

保険料
1,462（2.18％） 

その他
1,533（2.29％） 
当期利益金
5,336

販売手数料
3,695（5.11％） 

融資金償還利息
66,935（92.51％） 

その他の収入
1,720（2.38％） 

◉ 自動車購入資金融資総額／ 33億円（4,300万円減少）

物資経理収支状況

収入総額 72,350 支出総額 67,014

単位：千円

自動車購入資金の融資を中心とした、生活必需品の供給を目的とする経理です。物資経理

本組合主催の研修会・イベント等における
新型コロナウイルス感染予防対策について
本組合主催の研修会・イベント等に参加される皆さまにご協力をお願いいたしま本組合主催の研修会・イベント等に参加される皆さまにご協力をお願いいたしますす。。

◎ 開催当日はご来場の前に検温をお願いいたします。
　 37.5℃以上の発熱がある方、体調のすぐれない方はご来場をお控えください。
◎  会場に入室する際には、手指の消毒または手洗いのご協力をお願いいたします。
◎  会場内ではマスクの着用及び飛沫感染防止のため会話は極力お控えください。

◉◉  会場内での感染予防対会場内での感染予防対策 策 ◉◉

　◎会場に消毒液の設置

　◎座席間の空間確保

　◎運営スタッフのマスク着用

　◎休憩時の換気

　今後の状況によっては、研修会・イベント等が中止になることもありますのでご承知おきください。
　なお、受付にて検温（非接触）を実施する場合もあります。
　その他詳細につきましては、各担当課からご案内いたします。

消毒液
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　組合員の皆さまからお預かりした資金は、安全性の高い国債・地方債および特別法人債等の有価証券による長期的運用と、
定期預金および金銭信託などの短期的運用および平成25年度より物資事業への長期貸付金の運用を行っております。
　共済組合が運用する有価証券は、法令により国債・地方債・特別の法律による法人の発行する債券、その他主務大臣が定
める確実と認められる有価証券と定められています。
　主務大臣が定める確実と認められる有価証券とは、指定格付機関からＡ格以上を取得している社債、外国政府、条約に基
づく国際機関の発行する円貨債券または政府保証に相当する外国法人の発行する円貨債券で指定格付機関からＡＡ格以上を
取得しているもの等です。
　株式等の運用は一切行っておりません。

　共済組合は、ペイオフ（預金保険制度）における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。
　金融機関が万が一破綻した場合は、共済組合と金融機関の間でペイオフが適用されます。
　したがって、共済預金の運用は、ペイオフ対象となる預金の割合を抑制し、資産の大部分を国債などの有価証券で運用を
しています。
　債券購入にあたっては、リスク管理のため信用力の高い債券を分散して購入しており、債券購入後においても、定期的に
格付をチェックする等、関係各方面から情報を収集・分析し、将来的なリスクの発生をいち早く察知できるよう努めており
ます。
　取引金融機関の選定についても基準を設け、経営状況など日頃から注視しております。

　貯金経理では不測の事態に備えるため、法令により組合員貯金総額の５％以上の金額を「欠損金補てん積立金」として積み
立てることが定められております。
　当組合における、令和元年度末の欠損金補てん積立金は227億1,986万円となっており、その他にも積立金を13億7,749
万円積み立てており、積立金総額は240億9,735万円となっています。これは、貯金総額の5.3％となっております。

区　分 金　額（千円） 構成比
預 貯 金 62,216,463 12.8%
金 銭 信 託 3,000,000 0.6%
国 債 70,351,760 14.6%
地 方 債 37,890,355 7.8%
公 営企業債 1,991,800 0.4%
特 別法人債 84,099,651 17.4%
社 債 214,649,572 44.3%
円貨建外国債 7,000,000 1.4%
長 期貸付金 3,350,000 0.7%
合 計 484,549,601 100.0%

　令和２年３月末現在の資産運用の状況は次のとおりです。

預貯金

金銭信託

社　債

地方債

国　債

公営企業債
特別法人債

長期貸付金
円貨建外国債

　 共済預金は、組合員の皆さまの生活の安定と福祉の増進を目的として、共済組合が有価証券等で
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。
　共済預金の運用方法および令和２年３月末現在の運用状況についてご説明いたします。

お問い合わせ先　出納課　☎048-822-3302

共済預金の資産運用状況について

運 用 方 法

資産運用の状況

リスク管理について

積立金について

貯金経理　資産の状況
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　本組合における現組合会議員の任期が来る11月30日をもって満了となるた
め、組合会議員の選挙を実施することとなります。
　この選挙は、共済組合の事業運営等について議決権をもつ、重大なる使命をもっ
た組合会議員の選挙です。
　長側議員選挙については、共済組合が直接市町村と連絡をとり、来る11月10
日に実施いたします。
　職員側議員の選挙は、次の「職員側議員選挙実施要領」により行いますので、ご
承知のうえ、各所属所の代議員選出の際は、組合員の皆さまのご協力をお願いい
たします。
　開催当日は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防対策を講じて実施いたします。
　なお、ご来場の際にはマスクの着用及び咳エチケットの励行にご協力をお願いします。

（注）
※ 「100人ごとに1人」とは、有権者総数が199人
までの場合は1人、200～299人の場合は2人
と計算されます。
※ 組合員の数の中には任意継続組合員も含まれ
ます。

任期満了に伴う
組合会議員選挙が行われます!!

◉組合員の代表者選任及び届出について
（1） 　組合員の代表者を選任し届出する者 

　市町村長（一部事務組合にあっては管理者とす
る。以下「市町村長等」という。）になります。

（2） 　選任される者 
　当該市町村等の副市町村長または人事担当部
課長（相当する事務を担当する者を含む。）のう
ちから1人。

（3） 　届出期限 
　令和2年10月9日（金）

◉任意継続組合員の選挙区について
　任意継続組合員の属する選挙区は、任意継続組
合員の退職のときの市町村等に所属する職員とみ
なされますので、現職の組合員と同様の取り扱い
となります。

◉組合員の代表者の職務について
（1） 　組合員数・代議員数の届出に関すること。 

　選挙の公告のあった日（令和2年10月6日（火））
における当該市町村長以外の組合員の数、及び、
代議員の数を届け出ることになります。 　 　
　届出期限は令和2年10月15日（木）になりま
す。なお、代議員の数を計算する場合は、市町
村長以外の組合員100人ごとに1人（市町村長以
外の組合員数が100人未満の市町村等にあって
は1人）となります。

代議員の選出

職員側議員選挙実施要領
10月27日までに各所属所で代議員選出

長側議員選挙　11月10日（火）
職員側議員選挙　11月19日（木）　5区別同時実施

共済だより
2020.8.August No.638

12



（2） 　代議員氏名の届出に関すること。  
　市町村長以外の組合員から互選された代議員
氏名を当該選挙区の選挙長に届け出ることにな
ります。      
　届出期限は令和2年10月27日（火）になりま
す。（1）、（2）の届出の送付先については、共済
組合総務課あてとなります。

◉ 選挙管理者及び選挙管理者職務代理者の
　選任について
（1） 　選任する者     

　市町村長等
（2）　選任する場合の意見を求める最小限の範囲
　　▶組合員の代表者
　　▶人事担当部課長
　　▶職員団体代表者
　　▶職員互助会その他職員の組織の代表者

◉選挙管理者の職務について
（1） 　当該市町村等の市町村長以外の組合員が選挙

する代議員の選挙の事務を担当いたします。
（2） 　代議員の選挙の日時及び場所を定め、組合員

に周知いたします。（この場合、選挙には全員
参加することが理想ですが、これらの決定にあ
たっては少なくとも前述の（2）に掲げる意見を
求める最小限の範囲の者の意見を聞き、これを
定めることになります。）

（3） 　市町村長以外の組合員についての選挙人名簿
を調製いたします。（この選挙人名簿に登載さ
れる者は、代議員の選挙日現在、市町村長以外
の組合員となります。）
①　 派遣職員の取扱い
ア 　市町村等間の派遣職員   
　その者に給料を支給する所属所の組合員と
して取り扱われます。
イ 　公益法人等への派遣法に規定する派遣職員
及び退職派遣者

派遣職員
派遣元の所属所の組合員として取り扱われます。
退職派遣者
退職時の所属所の組合員として取り扱われます。

② 　職員団体専従職員の取扱い   
　職員団体専従職員については、職員として
の身分を保有するところの所属所の組合員と
して取り扱われます。

（4） 　選挙の方法を決定いたします。   
　単記無記名秘密投票によることが原則です
が、代議員の選挙当日または、あらかじめ市町
村長以外の組合員にはかり、指名推せんの方法
によることができます。   　 
　あらかじめ、これらの方法を決定する場合、
少なくとも前述の意見を求める最小限の範囲の
者の意見を聞くようにしてください。  
①　投票の場合     
ア 　投票の場合は次のイ～エについて定めて実
施し、有効投票の最多数を得た者が当選人と
なります。ただし、

　 以上の得票がなければならないこととされて
います。

イ 　代議員選挙に用いる投票用紙の様式を決定
することになります。

ウ 　必要がある場合、組合員のうちから選挙立
会人を選任することになります。

エ 　選挙事務従事者の必要がある場合は、市町
村長等に対し、その指名を申し出て、市町村
長等からその指名を受けたときは、選挙事務
従事者の氏名を市町村長等以外の組合員に周
知することになります。

② 　指名推せんの場合    
　指名推せんの方法で決定するには、少なく
とも市町村長以外の組合員の過半数の同意が
必要となります。この場合の過半数とは、選挙
会場に集まった有権者ではなく、その市町村等
のすべての有権者の過半数の意となります。

（注）
　意見を求める範囲は、最小限の範囲を規定し
ているもので、これ以外の職員または全員の意
見を求めることを制限しているものではありま
せん。 有効投票総数

当該市町村等における代議員の定数

1

4
×

共済だより
2020.8.August No.638

13



　ア 　指名人を選任     
　指名推せんの方法に決定された場合は、選
挙会において、被指名人を誰にするかを指名
する指名人を選挙会場に集まった有権者の過
半数の同意を得て選任いたします。この場合、
数の確認を万全にすることが望まれます。

　イ 　被指名人の選考     
　指名人が決定された場合は、通常、選挙会
を休憩し、指名人を選考委員長格として、別
途選考会を開き、十分協議して被指名人を内
定することになります。

　ウ 　当選人の決定     
　前記により、被指名人の内定があったとき
は、選挙会を再開し、指名人から被指名人の
指名を願い、その者を当選人と決定すること
の可否をはかり、選挙の場所に集まった有権
者の三分の二以上の者に異議がないときは、そ
の被指名人をもって当選人といたします。

　エ 　当選人のないとき、または当選人が定数に達
しないときは、改めて再選挙を行うことになり
ます。この場合、代議員の届出期限までに当選
人が決定されなければならないことになります。

（5） 　代議員が決定したときは、氏名、生年月日及
び組合員証番号等を組合員の代表者に報告する
ことになります。

（6） 　投票用紙の交付、投票、投票の終了、開票、

無効投票、投票の効力等は、公職選挙法の規定
に準ずることになります。

（7） 　当選人の報告     
　当選人が決定（代議員の決定）したとき、選挙
管理者は、直ちに当該当選人にその旨を告知す
るとともに、当該市町村長等に報告することに
なります。

（8）　選挙録
　 ①　選挙管理者は、選挙録を作成し、当該市町
　 　村長等に提出することになります。
　 ②　市町村長等は、当該選挙に係る代議員の任
　 　期中、選挙録を保存することになります。

代議員が選出された後における
共済組合が行う選挙
（別記1の日程表を参照）

◉選挙の日時
　各選挙会場とも令和2年11月19日（木）午前10時開
会後、選挙の方法を決定し、実施いたします。午後4
時30分をもって終了いたします。

◉選挙の場所
　5地区別=別記2のとおり。

◉ 選挙区及び選挙区に属する市町村等並びに議
員定数等

　別記3のとおり。

◉選挙された議員の任期
　令和2年12月1日から令和4年11月30日まで。

◉選挙長及び選挙長職務代理者
　別記4のとおり。

（注）
※ 「過半数の同意を得る」とは、有権者の過半数
の者だけに意見を求めて同意を得る意ではな
く、すべての有権者の意見が反映される形に
おいて過半数の者の同意を得る、ということ
です。
※ 有権者の過半数の同意を得て選挙の方法を指
名推せんに決定する場合は、後日その確認が
できるよう手配しておくことが必要です。こ
の場合、投票の方法について有権者の自由意
志を阻害することのないよう特に留意される
ことが望まれます。

（注）
※ 三分の二以上の同意を求める場合、その数に
ついて異議のないよう確認を万全にすること
が望まれます。
※ 被指名人について賛否をはかる場合、被指名
人個々について賛否をはかるのではなく、選
任すべき被指名人を一括して賛否をはかるこ
とになります。

職員側議員の選出
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◉職員側議員選挙の特例について
　職員側議員であった者で、既に退職している者
は、当分の間、議員となる被選挙権を有すること
になります。

◉選挙に係る諸費用について
（1） 　共済組合が直接行う選挙会場における諸費用

は、共済組合の負担となります。ついては各所
属所において出張命令のご配慮をお願いいたし
ます。

（2） 　代議員の所属所から選挙会場までの交通費及
び日当の額に相当する金額は共済組合で負担い
たします。

（3） 　前記（2）の金額は、当該所属所の旅費に関す
る条例等の規定によるものとし、所属所長が一
括して共済組合に請求し、組合員の全員口座に
送金いたします。

◉代議員証明書について
（1） 　選挙長は、代議員互選届に基づき、代議員証

明書を交付いたします。
（2） 　代議員は、選挙当日、代議員証明書を必ず持

参し、選挙長に提示することになります。

（注）
※ 代議員証明書を持参しないときは、選挙会場
へ入場できない場合がありますので、特にご
注意されるようにお願いいたします。

月　日 内　　容 備　考（規程等）

10月　6日（火） 選挙公告 選挙の期日前15日まで

10月　9日（金） 「組合員の代表者届」締切り 公告のあった日から3日以内

10月15日（木） 市町村長以外の「組合員数及び代議員数届」締切り 選挙の期日前6日まで

10月27日（火） 「代議員互選届」、「職員側議員であった者の立候補者氏名届」締切り 選挙の期日前5日まで

11月10日（火） 「選挙人名簿」調製 選挙の期日前2日まで

11月19日（木） 選挙

〈別記1〉

選　挙　区 選　挙　の　場　所 所在地及び電話番号

第 1 区 ホテルブリランテ武蔵野 ２階エメラルド さいたま市中央区新都心2-2
電話　048-601-5555

第 2 区 川越プリンスホテル ３階プリンスホール 川越市新富町1-22
電話　049-227-1111

第 3 区 ホテルガーデンパレス（熊谷） 2階　孔雀 熊谷市佐谷田3248
電話　048-525-7777

第 4 区 宮代町コミュニティセンター進修館 大ホール 南埼玉郡宮代町笠原1-1-1
電話　0480-33-3846

第 5 区 ホテルガーデンパレス（熊谷） 2階　鶴 熊谷市佐谷田3248
電話　048-525-7777

〈別記2〉

職員側議員選挙実施日程

選 挙 実 施 場 所
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選　挙　区 市町村長以外の組合会議員選挙区 議員定数 選挙会場

第 1 区

さいたま市　川口市　鴻巣市　上尾市　草加市　蕨市
桶川市　北本市　伊奈町　
埼玉県市町村総合事務組合　埼玉県都市競艇組合　
北本地区衛生組合　桶川北本水道企業団　
上尾、桶川、伊奈衛生組合　
埼玉県市町村職員共済組合　埼玉県央広域事務組合　
草加八潮消防組合

3人
ホテルブリランテ
武蔵野

第 2 区

川越市　所沢市　東松山市　狭山市　戸田市　入間市
朝霞市　志木市　和光市　新座市　富士見市　坂戸市
鶴ヶ島市　日高市　ふじみ野市　三芳町　川島町　
吉見町　戸田競艇企業団　朝霞地区一部事務組合　
蕨戸田衛生センター組合　志木地区衛生組合　
入間西部衛生組合　坂戸、鶴ヶ島下水道組合　
坂戸、鶴ヶ島水道企業団　入間東部地区事務組合　
坂戸地区衛生組合　坂戸・鶴ヶ島消防組合　
埼玉西部環境保全組合　川越地区消防組合　
比企広域市町村圏組合　埼玉中部環境保全組合　
埼玉西部消防組合

3人 川越プリンスホテル

第 3 区

熊谷市　行田市　本庄市　深谷市　美里町　寄居町　
荒川北縁水防事務組合　本庄上里学校給食組合　
彩北広域清掃組合　児玉郡市広域市町村圏組合
大里広域市町村圏組合

1人
ホテルガーデンパレス
（熊谷）

第 4 区

加須市　春日部市　羽生市　越谷市　八潮市　久喜市
蓮田市　白岡市　幸手市　吉川市　三郷市　宮代町
杉戸町　松伏町　越谷・松伏水道企業団
蓮田白岡衛生組合　久喜宮代衛生組合
加須市・羽生市水防事務組合　江戸川水防事務組合
東埼玉資源環境組合　埼葛斎場組合
吉川松伏消防組合　利根川栗橋流域水防事務組合
広域利根斎場組合　埼玉東部消防組合

2人
宮代町コミュニティ
センター進修館

第 5 区

秩父市　飯能市　毛呂山町　越生町　滑川町　嵐山町
小川町　ときがわ町　鳩山町　横瀬町　皆野町　
長瀞町　小鹿野町　東秩父村　神川町　上里町　
小川地区衛生組合　皆野・長瀞下水道組合　
秩父広域市町村圏組合　西入間広域消防組合　
毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合　
広域飯能斎場組合　広域静苑組合

1人
ホテルガーデンパレス
（熊谷）

〈別記3〉

選挙区の範囲及び議員定数
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地区別選挙会場ご案内図

選　挙　区 選　挙　長 選挙長職務代理者

第 1 区 議　員　　國　分　政　義 議員　板　山　裕　樹 · 議員　尾　熊　　　純

第 2 区 議　員　　松　本　貢　一 議員　半　貫　芳　男 · 議員　山　本　一　人

第 3 区 議　員　　坂　本　善　雄 共済組合　　新　井　隆　司

第 4 区 議　員　　堀　部　信　和 議　　員　　西　岡　英　児

第 5 区 議　員　　市　川　聡　一 共済組合　　松　澤　　　厚

※選挙当日は、駐車場の混雑が予想されますので、なるべく電車等をご利用くださるようお願いいたします。
※ホテルガーデンパレスへは、熊谷駅よりシャトルバス（無料）を運行します。

ホテルブリランテ武蔵野
（第１区選挙会場）

川越プリンスホテル
（第２区選挙会場）

ホテルガーデンパレス（熊谷）
（第３区・第５区選挙会場）

宮代町コミュニティセンター進修館
（第４区選挙会場）

ホテル
ブリランテ
武蔵野

さいたま
赤十字病院

埼玉県立
小児医療
センター

川越
プリンスホテル
川越
プリンスホテル西口

西武新宿線西武新宿線

西雲寺西雲寺

山手学院高校山手学院高校

JR川越線JR川越線

東武東上線
東武東上線

本
川
越
駅

コンビニコンビニ

増美保育園増美保育園

川越市駅

宮代町コミュニティ
センター 進修館
宮代町コミュニティ
センター 進修館

西口

宮代
郵便局
宮代
郵便局

埼玉りそな銀行埼玉りそな銀行春日部久喜線

春日部久喜線

東武伊勢崎線東武伊勢崎線
東武伊勢崎線東武伊勢崎線 東武動物公園駅

東武日光線
東武日光線

黒塀屋

ホテル
ガーデンパレス
ホテル
ガーデンパレス

〈別記4〉

職員側議員選挙長及び選挙長職務代理者

お問い合わせ先　総務課　☎048-822-3301
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その他66

参加締切日55

参加申込方法44

参加費用33

研修内容（予定）22

　本組合では、退職を間近に控えている組合員の方を対象に「退職準備研修会」を開催します。
　この「退職準備研修会」は、退職後の生活の支えとなる年金や医療保険制度、共済生活保険等の理解を深め、
今後の生活設計にお役立ていただくことを目的としております。
　なお、今年度につきましては、新型コロナウイルスにかかる感染予防対策のため、各会場の参加人数を減らし
て開催する予定としておりますが、希望する方が可能な限り参加できるよう例年より開催回数を増やして実施い
たします。

　「ホテルブリランテ武蔵野」「川越プリンスホテル」については、駐車場が少ないため電車等をご利用くださいますよう
ご協力をお願いいたします。なお、車でご来場する場合の駐車料金は、原則自己負担となります。
　詳しくは、共済組合総務課（☎048-822-3301）または、所属所の共済事務担当課までお問い合わせください。
　また、開催日については、所属所ごとの区分（19ページ参照）としており、他の日程に変更することも可能ですが、
各会場の収容人数に限りがあるため、ご希望に沿えない場合もございますのでご容赦ください。

① 退職後の年金について ② 退職後の医療保険制度について
③ 退職後の共済生活保険について　 ④ 退職後のライフプランについて
⑤ 年金・医療・共済生活保険等の個別相談 ⑥ その他

　参加費は無料とし、テキストは共済組合でご用意いたします。

　開催当日は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防対策を講じて実施いたします。
　なお、ご来場の際にはマスクの着用及び咳エチケットの励行にご協力をお願いします。
　また、今後の社会情勢によっては、開催を中止する可能性もありますのでご了承ください。

9月16日（水）（注） 所属所から共済組合あての締切日です。参加希望の方はその期日に間に合うよう早めに担当課に申し込んでください。

令和2年10月26日（月） 川越プリンスホテル（川越） 3階プリンスホール
令和2年10月27日（火） ホテルブリランテ武蔵野（さいたま新都心） 2階エメラルド
令和2年10月29日（木） ホテルブリランテ武蔵野（さいたま新都心） 2階エメラルド
令和2年11月24日（火） ホテルブリランテ武蔵野（さいたま新都心） 2階エメラルド
令和2年11月25日（水） 川越プリンスホテル（川越） 3階プリンスホール
令和2年11月26日（木） ホテルガーデンパレス（熊谷） 2階
令和2年11月27日（金） ホテルガーデンパレス（熊谷） 2階
令和2年12月10日（木） ホテルブリランテ武蔵野（さいたま新都心） 2階エメラルド

午後1時
から開会

開催日時及び開催場所11

　所属所の共済事務担当課に参加の希望を申し出てください。（所属所ごとにとりまとめ、
「参加申込書」を共済組合総務課あてに送付いただきます）

退職準備研修会退職準備研修会をを開催開催しますします
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開催時期および開催場所（所属所ごとの区分）

所沢市　狭山市　入間市　志木市　和光市　富士見市　坂戸市　鶴ヶ島市　ふじみ野市　朝霞地区一部事務組合
志木地区衛生組合　入間東部地区事務組合

川越プリンスホテル（川越） 〔令和2年10月26日（月）〕

お問い合わせ先　総務課　☎048-822-3301

川口市　上尾市　蕨市　戸田市　朝霞市　埼玉県市町村総合事務組合　埼玉県都市競艇組合　戸田競艇企業団
蕨戸田衛生センター組合　上尾、桶川、伊奈衛生組合

ホテルブリランテ武蔵野（さいたま新都心） 〔令和2年10月27日（火）〕

さいたま市

ホテルブリランテ武蔵野（さいたま新都心） 〔令和2年10月29日（木）〕

草加市　越谷市　八潮市　吉川市　三郷市　松伏町　越谷・松伏水道企業団　東埼玉資源環境組合　吉川松伏消防組合
草加八潮消防組合

ホテルブリランテ武蔵野（さいたま新都心） 〔令和2年11月24日（火）〕

川越市　飯能市　東松山市　日高市　三芳町　毛呂山町　越生町　滑川町　嵐山町　小川町　ときがわ町　川島町　吉見町
鳩山町　小川地区衛生組合　入間西部衛生組合　坂戸、鶴ヶ島下水道組合　坂戸、鶴ヶ島水道企業団　坂戸地区衛生組合
坂戸・鶴ヶ島消防組合　埼玉西部環境保全組合　川越地区消防組合　比企広域市町村圏組合　埼玉中部環境保全組合
西入間広域消防組合　毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合　広域静苑組合　埼玉西部消防組合

川越プリンスホテル（川越） 〔令和2年11月25日（水）〕

秩父市　本庄市　深谷市　北本市　横瀬町　皆野町　長瀞町　小鹿野町　東秩父村　美里町　神川町　上里町　寄居町
皆野・長瀞下水道組合　本庄上里学校給食組合　秩父広域市町村圏組合　児玉郡市広域市町村圏組合　大里広域市町村圏組合

ホテルガーデンパレス（熊谷） 〔令和2年11月26日（木）〕

熊谷市　行田市　加須市　羽生市　鴻巣市　北本地区衛生組合　桶川北本水道企業団　埼北広域清掃組合
埼玉県央広域事務組合　広域利根斎場組合

ホテルガーデンパレス（熊谷） 〔令和2年11月27日（金）〕

春日部市　新座市　桶川市　久喜市　蓮田市　白岡市　幸手市　伊奈町　宮代町　杉戸町　蓮田白岡衛生組合
久喜宮代衛生組合　埼葛斎場組合　埼玉東部消防組合

ホテルブリランテ武蔵野（さいたま新都心） 〔令和2年12月10日（木）〕

黒塀屋

ホテルガーデンパレス（熊谷）
熊谷市佐谷田3248
☎048-525-7777

ホテル
ブリランテ
武蔵野

さいたま
赤十字病院

埼玉県立
小児医療
センター

ホテルブリランテ武蔵野
（さいたま新都心）
さいたま市中央区新都心2-2
☎048-601-5555

10/27（火）
10/29（木）
11/24（火）
12/10（木）

川越
プリンスホテル
川越
プリンスホテル西口

西武新宿線西武新宿線

西雲寺西雲寺

山手学院高校山手学院高校

JR川越線JR川越線

東武東上線
東武東上線

本
川
越
駅

コンビニコンビニ

増美保育園増美保育園

川越市駅

川越プリンスホテル
（川越）
川越市新富町1-22
☎049-227-1111

1111
26（木）

11111
27（金）

会場案内図

10100
26（月）

11111
25（水）
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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、かかった医療費の全額を一時
立て替え払いし、後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（すべて
の費用が給付対象となるとは限りません）。また、医師が必要と認めた治療用装具等
の購入費用についても同様となります。
　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。

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※

●療養費・家族療養費等請求書 
●組合員証等を使用しなかった理由書 
● 診療報酬明細書（レセプト） 
（医療機関に発行を依頼してください）
●領収書（原本） 

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※

●療養費・家族療養費等請求書
●組合員証等を使用しなかった理由書
● 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）
●医療費を返還した際の領収書（原本） 

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※

●療養費・家族療養費等請求書 
●組合員証等を使用しなかった理由書
● 海外療養費支給申請に伴う調査に関わる同意書
●診療内容明細書（海外用） 
●領収明細書（海外用） 
●渡航が確認できる書類（パスポートの写しなど）

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※

●療養費・家族療養費等請求書
●輸血証明書
●領収書（原本）

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※

●療養費・家族療養費等請求書
●保険医の証明書（原本）
●領収書（原本）および明細書
●装具を装着している写真(靴型装具のみ)

医師の同意を得て受けたと
きのはり・きゅうおよびマッ
サージ代

基準料金の7割※

●療養費・家族療養費等請求書
●保険医の同意書（原本）
●療養費支給申請書等
●領収書（原本）

【提出書類等】

短期給付からのお知らせ

組合員証等を使用できなかったとき組合員証等を使用できなかったとき
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【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。
　（請求書等は当組合ホームページからダウンロードできます。）

【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。

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

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

障害者総合支援法で規定され
る一定の額を上限に、購入価
格の7割※ 

●療養費・家族療養費等請求書
●保険医の作成指示書の写し
●患者の検査結果
●領収書（原本）（患者氏名・治療用眼鏡代等の但
し書き・領収印があるもの）

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）および弾性包帯
を購入した場合に一定の額を
上限に、購入価格の7割※

◎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
●保険医の装着指示書（原本）
●領収書（原本）

慢性静脈不全による難治性
潰瘍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慢性
静脈不全による難治性潰瘍治
療のために使用される弾性ス
トッキング及び弾性包帯を購
入した場合に一定の額を上限
に、購入価格の7割※

◎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
●保険医の装着指示書（原本）
●領収書（原本）

輪部支持型角膜形状異常眼
用コンタクトレンズ代

スティーヴンス・ジョンソン
症候群および中毒性表皮壊死
症の眼後遺症において、保険
医の指示に基づき作成された
輪部支持型角膜形状異常眼用
コンタクトレンズについて一
定の額を上限に、治療用コン
タクトレンズの購入に要した
費用の7割※

●療養費・家族療養費等請求書
● 保険医の治療用コンタクトレンズの作成指示
書等の写し(疾病名が記載された処方箋の写し
等支給対象となる疾病のため指示したことが
確認できるもの）
●領収書（原本）

※70歳以上75歳未満の人（高齢受給者）については、8割（一定以上所得者7割）、義務教育就学前の子については、8割となります。

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。
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　共済だより6月号でお知らせしました扶養状況調査について、調査対象者がいる組合
員へは、今月中に所属所の共済事務担当課を経由して「被扶養者資格確認届書」等（ピン
ク色の封筒）が配付されます。つきましては、同封の「被扶養者状況調査（検認）の実施
のお知らせ」にそって、必要事項を記入し、被扶養者の状況に応じた書類を添付いただ
き、所属所の共済事務担当課へご提出ください。共済事務担当課への提出期限につき
ましては、共済事務担当者にご確認ください。
　また、扶養状況調査にあたり、本組合ホームページ専用バナーを掲載しております
ので、ご活用ください。
　提出期限までの提出にご協力をお願いします。

共済組合への提出期限は令和2年9月30日（水）必着

お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

　新型コロナウイルス感染症に対する自粛要請の影響で令和2年3月から5月まで休業を余儀なくさ
れ、すべての給与明細を提出することができません。この場合、どうしたらよいですか？
　事業所に「給与等支払証明書」の作成をご依頼いただき提出してください。また、複数の事業所があ
る場合は、それぞれ揃えていただき提出してください。
　なお、新型コロナウイルス感染症に対する自粛要請の影響で、提出期日までに書類が入手できなかっ
た場合は、その旨を記載していただき入手出来次第提出してください。

　新型コロナウイルス感染症に伴う、給付金を受けました。これは給付を受けた月の収入に含めるの
ですか？
　新型コロナウイルス感染症に伴う　①持続化給付金②特別定額給付金については、継続的に給付さ
れるものではなく、一時的に給付されるものであるため収入には含めません。

　今回の扶養状況調査で、配偶者のパート収入が基準額（108,334円）を超過していることがわかり、
遡って扶養認定を取消すこととなりました。認定取消となった場合、どのような手続きが必要になる
のですか？
　組合員の被扶養者である20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金第3号被保険者となることが定め
られており、被扶養者の資格を喪失した場合には、国民年金第3号被保険者も遡って資格を喪失する
こととなります。
　そのため、被扶養者の資格喪失後は、ご自身で加入することとなる国民健康保険の保険料、また国
民年金第1号被保険者としての保険料を負担することとなりますのでご了承ください。
　なお、遡って認定取消となった場合、その間の医療費の返還が生じる場合があります。

　調査対象者の中に、大学を卒業し既に就職している子の分が含まれていました。この場合、どうす
ればよいですか？
　早急に所属所の共済事務担当課で扶養認定の取消申告の手続きと被扶養者証の返納を行ってください。

Q1

A1

Q2

A2

Q3

A3

Q4

A4

扶養状況調査 Q A&

令和2年度 扶養状況調査（検認）を実施します！
～調査票は、今月中に届きます～
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お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

●下記医療機関について、医療機関からの申出により、契約解除することとなりましたので、お知らせいたします。

契約解除年月日 指定医療機関名 契約解除検診種別

令和2年3月31日 医療法人「武蔵野総合病院」 脳ドック及び併診ドック
※人間ドックは、契約継続。

令和2年5月18日 医療法人武蔵野総合病院
「川越予防医療センター・クリニック」

人間ドック、脳ドック及び
併診ドック

令和2年度予防検診指定医療機関の契約解除について

　令和２年８月２９日（土）に開催を予定しておりました将棋大会、及び令和２年９月
５日（土）に開催を予定しておりました囲碁大会については、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、中止することとなりましたので、お知らせいたします。

令和2年度共済組合将棋大会・囲碁大会の中止について

お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

令和2年度健康講座中止のお知らせ
共済だより6月号でお知らせした9月上旬～10月中旬に県内の会場2カ所にて開催予定でありました健康講

座につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、講演を中止することとなりました。
楽しみにしてくださっていた皆さまには大変申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

● 下記医療機関について、法人変更に伴う名称変更の連絡がありましたので、お知らせいたします。（法人名の変
更のみで、病院名に変更はありません。）

名称変更年月日 名　　称 検診種別

令和2年7月1日
新 医療法人社団東光会
「戸田中央総合健康管理センター」

人間ドック、脳ドック及び併診ドック
旧 医療法人財団健隆会
「戸田中央総合健康管理センター」

令和2年度予防検診指定医療機関の名称変更について

医療費通知のお知らせ
共済組合からの医療費通知書は、年2回の発行となっております。
今回は令和元年11月から令和2年5月診療分のお知らせです。
9月中に所属所の共済事務担当課を通じて配付しますので、皆さまの健康管理にお役立ていただき、引き続

き医療費の節減にご協力をお願いいたします。
次回は、令和3年2月（令和2年6月から10月診療分）に配付を予定しています。
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◆対象者
3歳未満の子と同居し、養育している組合員
(子を扶養に入れていない方および育児休業等を取得していない方も該当となります。)

◆養育特例を受けることができる期間
3歳に満たない子を養育することとなった日(※)の属する月から次の①～⑥いずれかに該当するに至った日の翌日の属す
る月の前月までの期間となります。
① 養育している子が3歳に達したとき
② 組合員が死亡したときまたは退職したとき
③ 他の3歳に満たない子（養育特例を受けることとなる子）を養育することとなったとき
④ 子が死亡したときまたは組合員が養育しないこととなったとき
⑤ 育児休業または産前産後休業による掛金の免除を受けることとなったとき
⑥ 被保険者が70歳に到達したとき

(※)3歳に満たない子を養育することとなった日には、次に該当した日も含まれます。

■3歳未満の子を養育する組合員が資格を取得したとき
■育児休業等を終了した日の翌月が属する月の初日が到来したとき
■産前産後休業等を終了した日の翌月が属する月の初日が到来したとき

養育特例には、開始日から２年間の時効があります

◆申し出方法
「養育期間標準報酬月額申出書」(以下「申出書」)に次の書類を添付して、所属所の共済事務担当課経由で本組合に提出
してください。(本組合ホームページよりダウンロード可能です)

【添付書類】
●戸籍謄本または戸籍抄本(申出者と子の身分関係および子の生年月日を確認します)
●世帯全員の住民票 (申出者と子が同居していることを確認します)

◆終了の届けについて
養育している子が次に該当した場合には、「養育期間標準報酬月額終了届出書」(以下「終了届出書」)を所属所の共済事務
担当課経由で本組合に提出してください。(本組合ホームページよりダウンロード可能です)

■3歳到達の前に次の子にかかる産前産後休業および育児休業を取得した場合
■養育しなくなった場合（子が死亡、離婚し養育しなくなった、同居しなくなったなど）

養育している子が3歳到達または組合員が退職の場合は、「終了届出書」の提出は不要です

養育特例について養育特例について
～３歳未満の子を養育している皆さまへ～

3歳未満の子を養育している間に、組合員の標準報酬月額が、子を養育することとなった日(※)の属する
月の前月の標準報酬月額を下回った場合に、本組合へ申し出することにより、養育期間前の高い標準報
酬月額で年金額が計算されます。
(※)養育することとなった日は、出生、養子縁組、同居開始日となります。

共済だより
2020.8.August No.638

24



例１  組合員が女性　産前産後休業および育児休業を取得した場合の申請
●育児休業終了後に標準報酬月額が下がった際に、「申出書」を提出してください ⇒ ☆
　子が3歳到達した際は、「終了届出書」の提出は不要となります。

上記のほかにも様々なケースがありますので、ご不明な点がございましたら年金課までお問い合わせください。

お問い合わせ先　年金課　☎048-822-3307

養育特例　申請イメージ

基準月 3歳出生

標準報酬月額が下がった場合

産休産休 育休育休 養育特例期間養育特例期間

☆

例３  組合員が男性　育児休業を取得した場合の申請
●出生に伴い、標準報酬月額が下がった際、「申出書」を提出してください ⇒ ☆
●育児休業を取得した場合は、養育特例期間終了となりますので「終了届出書」を提出してください ⇒ ◎
●育児休業終了後に、標準報酬月額が下がった場合は養育特例期間に該当するため、「申出書」を提出してください ⇒ ★

基準月 3歳出生

標準報酬月額が下がった場合標準報酬月額が下がった場合

育休育休養育特例期間養育特例期間

☆ ◎ ★

養育特例期間養育特例期間

例２  組合員が男性　育児休業を取得しない場合の申請
●出生に伴い、標準報酬月額が下がった際に、「申出書」を提出してください ⇒ ☆
　子が3歳到達した際は、「終了届出書」の提出は不要となります。

☆基準月 3歳出生

標準報酬月額が下がった場合

養育特例期間養育特例期間

●基準月…子を養育することとなった日の属する月の前月
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そ の 他

貸 付 限 度 額

貸 付 金 額

貸付利率の特例

貸 付 利 率

借 受 資 格

対 象 住 宅

申 込 み 方 法

切替え後の償還表

切替え後の償還金額

切替え後の償還回数

切 替 え 方 法

特別償還の禁止

切替え実施時期

切替え対象貸付

受付締切日 令和2年8月28日（金）

申 込 先 各所属所の共済事務担当課へ

切替え時期 令和2年10月償還分から

　共済組合の貸付金については毎月元利均等償還と半年賦併用償還の２つの方
法があります。
　これらの償還方法のうち、現在、毎月元利均等償還で償還している方については、
借受者の希望により、 １年に１回に限り、半年賦併用償還への切替えができます。
　今年度の切替え希望については、次のとおり募集いたしますので、切替え希望
者は、各所属所の共済事務担当課までお申し出ください。

令和2年8月28日（金）
※ 共済事務担当課から共済組合への報告期限の関係もありますので、
受付締切日については厳守願います。

すべての貸付を対象とします。ただし、特別貸付のうち修学貸付につ
いては、元金を償還している方に限ります。

10月償還分から切替え
※ 半年賦併用償還への切替えを希望した方については、来る10月の償
還分から切替えします。

切替え希望者は9月の特別償還を禁止します。
※ 半年賦併用償還への切替えにあたっては、電算管理上、準備期間を
必要とするため、切替え希望者は9月の特別償還ができません。

お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

　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いたします。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、8月中旬頃に共済事務担当課へ送付いたします。）

財産形成住宅貸付令和2年度
10月期 募集のお知らせ

切替え希望者切替え希望者のの募集募集組合員貸付金既貸付分の
半年賦併用償還方式への

令和2年9月4日（金）

申 込 み 締 切 日

申込み締切日までに所属所の共済事務担当課へお申し出ください。

半年賦併用償還への切替え要領

受 付 締 切 日
切替え時における貸付金残高は、９月末日現在の残高を使用します。
※ ９月末日現在の残高を２等分（円単位で割り切れず１円未満の端数が
生じた場合には、切替え後の最初の毎月償還分の償還額に当該１円
を加えるものとする。）して、半額を毎月償還とし、残りの半額を賞
与償還とします。

切替え後の償還回数は、９月末日現在の残高を、当初貸付を行った金
額の半年賦併用償還の償還表の直近下位の金額にあてはめ、当該直近
下位の金額における残回数を切替え後の償還回数とします。

切替え後の償還金額については、９月末日現在の残高に対し前記によ
り償還回数に基づき再計算します。

再計算した償還表については、後日送付いたします。

組合員が自ら居住するために新築・増改築・購入した住宅（中古住宅
等含む。）
※床面積が40㎡以上280㎡以下の住宅に限ります。

申込日の２年前の日から申込日までに、勤労者財産形成貯蓄を１年以
上継続し、申込日において財産形成貯蓄の額が50万円以上ある方
※財産形成貯蓄額（50万円）は、一般・年金・住宅のいずれか１つま
たは合算の額です。

年利0.59％（変動する場合があります。）

貸付利率特例の詳細については「令和2年度 共済事業のあらまし」 
356ページおよび357ページをご参照ください。

50万円を最低額とし、10万円単位で貸付けます。

貸付申込日の財産形成貯蓄額の10倍（上限4,000万円）の範囲内で、
退職手当の額に200万円を加えた額となります。ただし、貸付事業の
住宅貸付または災害貸付を受けている場合等は、未償還元金を控除し
た額となります。
※  退職手当の額は、貸付申込日から5年を経過した日の自己都合退職
による率で計算します。

・償還期間は、金額に関係なく15年となります。
・償還方法は、毎月元利均等償還のみとなります。
・一部繰上償還はできません。
・  抵当権の設定は必要ありませんが、貸付債権保全のため保険会社で
行っている官公庁等共済組合住宅資金貸付保険に加入することにな
ります。〈保険料は貸付金100万円に対し992円（15年分）です。〉
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お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

定期的な健診で健康な歯を保つため

歯科健康診査を受診しましょう！
●対 象 者 ………………組合員および被扶養者。

●健診項目 ………………歯の状況、歯周組織の状況、口腔清掃状態の健診などを行います。

●受診できる医療機関 ……  埼玉県歯科医師会に加入している県内の歯科医療機関で受診できます。
なお、歯科医師会に加入している歯科医療機関については、埼玉県歯科医師会ホームペー
ジまたは本組合ホームページで確認してください。

●申込み方法等 ………… (1)   歯科医療機関に直接電話等で予約を取ります。30日以上先の日にちで予約を取り、
予約の際、「埼玉県市町村職員共済組合の歯科健康診査」である旨を必ず歯科医療機
関に伝えてください。

(2)   予約後、「歯科健康診査申込書」を各所属所の共済事務担当課または、本組合のホー
ムページからダウンロードして、健診日の30日前までに共済事務担当課（任意継続組
合員およびその被扶養者は直接共済組合）に提出してください。

(3)   申込書提出後共済組合から、「歯科健康診査票」を発行しますので、必要事項を記入
のうえ、健診当日に医療機関の窓口に提出して受診してください。

●そ の 他 ………………•1年度内1回を限度に、3,000円（税別）の健診が無料で受けられます。
 •健診の結果、歯石の除去、虫歯の治療等が必要な場合は、保険診療（自己負担）となります。

かかりつけ歯科でケアを受けている人は、健康な生活習慣をもち、
要介護状態になりにくいことがわかっています。
かかりつけ歯科医と二人三脚のお口のケアで、健康で長生きを目指しましょう！

　かかりつけ歯科とは、目立った症状が
ないときでも、定期的なお口のチェック
とケアを行ってくれる歯科のことです。
かかりつけ歯科医をもつと、右記のよう
なメリットがあります。

お口の健康状態が悪いと全身の健康状態も低下！

かかりつけ歯科でプロフェッショナルケアと、普段のセルフケアの両方を大切に！

●歯石除去など、自分ではケアしきれない部分のケアができる

●歯の本数が保たれ、よく噛めて、消化もよい

●生活習慣病や感染症など、全身の病気が
　悪化しにくくなる

　年に数回はお口の
　状態をチェック
必要なチェックの頻度には個人
差があるので、歯科医に相談を

　セルフケアも
　怠りなく
歯みがきのほか、歯間清掃も大
切。歯科で自分に合ったやり方
を教えてもらおう

　お口の状態によって
　手入れの方法を変える
歯や歯肉の状態が変わったら、
歯科で相談して手入れの方法を
見直そう

歯科健康診査をきっかけに、
かかりつけ歯科医を持ち、
定期的に健診を受けましょう！
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● 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

10月2日（金）18：00までにチェックインしてく
ださい。
10月2日（金）22：00までにチェックインしてく
ださい。

● 集合場所および宿泊場所
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。

ゴルフ大会参加申込書　（10月2日～10月3日）
（きりとり線）

軽井沢高原ゴルフ倶楽部

●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
令和2年8月25日（火）※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 
申込みの取消は、速やかに本組合福祉課までご連絡ください。
万が一取消する場合は、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☎048-822-3305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 令和2年10月3日（土）
開催場所  軽井沢高原ゴルフ倶楽部

群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032
☎0279（84）5454

● 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
50名（アウトイン各6組）

　※ 4人1組を原則としますが、4名未満の参加も可能です。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
 23,500円 22,000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2食」の宿泊 「1泊朝食」の宿泊

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 署 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、ご容赦ください。

「1泊2食」の
宿泊の方

受付

「1泊朝食」
の宿泊の方

スタート時間

申込方法・参加者決定等

大 会 会 場 ： 軽井沢高原ゴルフ倶楽部
申込締切日 ： 8月25日（火）※本組合必着のこと

開催のご案内開催のご案内ゴルフ大会ゴルフ大会

ゴルフ大会実施要領

＊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＊

★ 大会は3日土です ★10/2 金・10/3 土10/2 金・10/3 土

軽 井 沢 会 場

5050人人
募集人数募集人数

軽井沢会場

アルペンローゼの宿泊ポイントが貯まります！  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いたします。１泊２食は

新型コロナウイルスの感染防止策を講じた上で、実施を予定しています。
詳細については、申込締切後に参加者宛てにお知らせいたします。
なお、感染拡大の状況により、中止する場合がありますので予めご了承ください。
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※  利用施設等については、組合員皆さまのご要望を受け付け、委託会社が施設と交渉いたしますので、福祉課
までご連絡いただくようお願いいたします。

「えらべる倶楽部」
令和元年度の利用実績について  

大カテゴリー 小カテゴリー 利用人数 算定受益額 合　計

国内旅行

国内宿泊（通常期） 10,225名 1,000円 10,225,000円
国内宿泊（加重期） 18,354名 3,000円 55,062,000円
るるぶトラベル（通常期） 4,354名 500円 2,177,000円
るるぶトラベル（加重期） 5,422名 1,000円 5,422,000円
会員専用宿泊プラン特典 3,930名 3,950円 15,523,500円
ビジネスホテル 2,242名 750円 1,681,500円

海外宿泊 989名 9,648円 9,541,872円

テーマパーク

東京ディズニーリゾート（大人） 2,900名 1,000円 2,900,000円
東京ディズニーリゾート（小人） 682名 1,000円 682,000円
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（大人） 1,181名 1,000円 1,181,000円
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（小人） 219名 500円 109,500円
キッザニア 217名 1,000円 217,000円

日帰り入浴・スパ 316名 684円 216,144円
婚活・ウエディング 宝飾品購入 74名 30,000円 2,220,000円
出産・育児・セレモニー お祝いサービス他 959名 2,500円 2,397,500円

住宅・引越し
引越し 175名 8,500円 1,487,500円
住宅購入 34名 600,000円 20,400,000円
その他 99名 2,000円 198,000円

レジャー・観光施設 3,201名 930円 2,976,930円
リラクゼーション 332名 200円 66,400円
トラベル便利サービス 568名 2,800円 1,590,400円
スポーツクラブ 24,812名 1,500円 37,218,000円

ショッピング・レンタル

家具購入他 599名 2,100円 1,257,900円
本・ＤＶＤ 622名 285円 177,270円
ギフト 32,042名 1,000円 32,042,000円
ネットショップ 278名 1,875円 521,250円

スキルアップ
会員限定セミナー 31名 5,500円 170,500円
ｅ - ラーニング 1,936名 4,000円 7,744,000円
その他 71名 10,000円 710,000円

エンターテイメント
映画 14,313名 500円 7,156,500円
野球観戦他 1,054名 1,000円 1,054,000円

ライフプラン
えらべる倶楽部相談サービス 267名 3,200円 854,400円
家計見直し他 90名 ー 1,500,000円

キャンペーン各種
当選 529名 1,000円 529,000円
応募 20,758名 1円 20,758円

会員証呈示メニュー

グルメ 16,814名 200円 3,362,800円
レジャー 20,177名 100円 2,017,700円
服飾関係 1,681名 4,500円 7,564,500円
その他 1,681名 700円 1,176,700円

合　計 194,228名 ー 241,352,524円 

令和元年度 年間組合員受益額 241,352,524 円
①年 間 会 費 総 額 : 90,797,760円
②組合員様受益額 : 241,352,524円
③費用対効果（②－①）: 150,554,764円

お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

共済だより
2020.8.August No.638

29



「えらべる倶楽部」からのお知らせ　

お 申 込 み

ご利用条件

対 象 者

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

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旅の予約センター・えらべる倶楽部会員専用プラン

「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

対 象 商 品

（12月19日（土）～1月3（日）宿泊分）

定定限限始始年年末
（（

末年定限期夏

7月19日～9月22日及び12月19日～1月3日7月19日～9月22日及び12月19日～1月3日
の宿泊に限りお一人様１泊につきの宿泊に限りお一人様１泊につき

3,0003,000円円
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・
るるぶトラベルツアー

7月19日～9月22日及び12月19日～7月19日～9月22日及び12月19日～
1月3日の宿泊に限りお一人様1泊につき1月3日の宿泊に限りお一人様1泊につき

1,0001,000円引円引！！

（7月19日（日）～９月22（火）宿泊分）（7月19日（日）～９月22（火）宿泊分）

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

「会員本人及び配偶者とそれぞれの２親等」の範囲ご利用範囲 ※ 新型コロナウィルス感染拡大の状況によっては
ご利用をお控えいただく場合もございます。

宿泊補助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。

宿泊補助に関するお問い合わせ
JTBベネフィットサ ビスセンタ

平日 10：00～ 21：00
土日 10：00～ 17：00
祝日・12/30 ～ 1/3 は休業

受 付
時 間

30 共済だより
2020.8.August No.638



一人でも一人でも、、家族とでも。家族とでも。
新しい生活様式を楽しもう！新しい生活様式を楽しもう！
※下記はすべて「えらべる倶楽部」会員専用サイトからのお申込となります。す。

厳選素材で作ったアツアツのピザを、
お電話1本でお届けします！

竜田ミックス400円分（税抜）1個プレゼント
※ピザを含む2,000円（税抜）以上のご注文で特典1回ご利用

サービス ID：59682002
映画・ドラマ・アニメ等をご視聴するなら

初期登録料2,229円（税抜） → 無料
ビデオ見放題サービス1,990円（税抜）／月
→ 30日間無料トライアル
U-NEXTポイント
→ 500円分をご登録日にプレゼント
（ご利用開始月に付与）
※  U-NEXT 新規登録特典の『ビデオ見放題サービス』30日間無料期間終
了後は、月額利用料1,990円（税抜）の請求が発生いたします。

サービス ID：59634003

『U-NEXT』

お子様の成長に合わせたおもちゃ・知育玩具を、
定期的にお届け・交換するの定額制レンタルサービス

月額3,340円 → 20％引
※初月のみ特典適用
※2ヶ月目以降は3,340円になります。
　最低利用期間2ヶ月。

サービス ID：5F873001

トイサブ！

月額933円（税抜）で50,000本以上の
映画・ドラマ・アニメ、全ての作品が見放題。

サービス ID：5D173001

通常2週間無料トライアル
→ 1ヶ月間
　無料トライアル

Hulu

PIZZA-LA
（宅配ピザならピザーラ）

安心・安全な食材でかんたんにおいしい食卓がで
きる定期宅配。20分で2品作れる大人気ミール
キット入りおためしセット入り

サービス ID：5F218006

Oisixおためしセット 2,000円相当 
→ 980円 
※初めてご利用いただく場合のみ特典適用

Oisix

商品は全て半額！ネット申込みOK！クレジットOK！
お中元にも、お祝い、お誕生日プレゼント、お返
しなどにもご利用ください。

サービス ID：54084004

全品50％引から
さらに購入金額合計の2％引
※ご注文時に会員サイトに記載のクーポンコードをご入力ください。

全品半額ギフト専門店

「HANNEはんね」

良い寝具で夏の寝苦しさから解放！
寝具の昭和西川株式会社が運営する、
公式オンラインショップ

全商品 → 20％引
※「通信事項欄」へ「えらべる倶楽部の会員」である旨・「会員番号」の2点を
必ずご入力ください。

サービス ID：5D929001

「西川ストア」
スマホ
https://www.elavel-club.com/smp

P C
www.elavel-club.com

最新情報は、えらべる倶楽部会員専用サイトから
ご確認ください
※ログイン時には会員番号とパスワードが必要です。

検索 えらべる倶楽部

えらべる倶楽部
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草津保養所「アルペンローゼ」
所在地／群馬県吾妻郡草津町草津 ５１２‐２
☎０２７９‐８８‐１３００

３０名
※  参加希望者が募集人員を超えた場合は、抽選により参加者を
決定いたします。

　 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
※ ポールレンタルを希望される場合でも別途費用はかかりません。
※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日帰り温泉施設「大滝乃湯」の
入浴券付

現地集合、現地解散となります。
●集合
次の宿泊区分ごとにお集まりください。
1泊2食を申込みの方  10月9日（金）18：00までに

チェックインしてください。
1泊朝食を申込みの方  10月9日（金）22：00までに

チェックインしてください。
●解散
10月10日（土）のノルディックウォーキング教室終了後、
解散となります。

高校生以上の方

令和2年９月1日（火）共済組合必着

　参加希望者は、次ページに掲載の「ノルディックウォー
キング教室参加申込書」に必要事項を記入のうえ、直接
共済組合へ送付してください。
　なお、グループの場合は代表者がとりまとめて送付し
てください。

　「振込告知書」を送付いたしますので、最寄りの「埼玉り
そな銀行各支店」より共済組合あてに払い込みください。

〒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

草津周辺の紅葉を楽しみながら
ノルディックウォーキング♪
未経験の方も大歓迎!!
皆さまのご参加をお待ちしております！

　申込みの取消しの連絡は、早めに施設課までご連絡
ください。
　取消しの場合、下記のとおり違約金が徴収されます
のでご注意ください。
【違約金】１泊１名あたり
1  9月29日から10月5日までの取消し  ７５０円
2  10月 6日から10月8日までの取消し  １,５００円
3  利用日当日の取消し  ２,５００円

１泊２食は宿泊ポイントが貯まります！
※宿泊ポイントは組合員と被扶養者が対象

開 のご催 案 内

趣味教養講座 アルペンローゼに泊まって楽しく体を動かそう！！アルペンローゼに泊まって楽しく体を動かそう！！

令和２年１０月9日（金）～10日（土）　１泊２日
※  ノルディックウォーキング教室は10日（土）午前中に行います。

秋編

  「ノルディック「ノルディック
ウォーキング教室」ウォーキング教室」

開催期日

開催および宿泊場所

集合および解散

参加対象

参加費

募集人員

申込締切日

申込方法

参加費用のお支払い

申込書送付先

申込みの取消し

【新型コロナウイルス感染防止対策について】
・ アルペンローゼでは、新型コロナ感染防止の対
策を行っております。
・参加にあたっては、マスクの着用をお願いします。
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お問い合わせ先　施設課（保養所担当）　☎048-822-3304（直通）

　動きやすい服装（上下）、ウォーキングしやすい運動
靴、飲み物（水、お茶等）、タオル、帽子等、両手がフリーに
なるリュックサックやウエストバッグをおすすめします。
　小雨決行のため、雨合羽、ポンチョ等は各自でご準備
ください。
※ ポールをレンタルされない方は、ノルディックウォーキング用
（登山用ではないもの）のポールを持参ください。

所属所名 　 組合員証
番号 　 申込

代表者名 　

部課署名 　 勤務先
電話番号 　　　（　　　）　　　　　　　 携帯

電話番号 　　　（　　　）　　　　　　　　

自宅住所
〒　　　 －

所属所名 組合員証
番号 参加者氏名 性別 年齢 種別

ポール
レンタル
の有無

宿泊区分 部屋タイプ 交通手段

男・女 　　 歳 組合員・被扶養者・一般 有・無 1泊2食・1泊朝食

禁煙
・
喫煙
・

どちらでも可

車
・
電車

男・女 　　 歳 組合員・被扶養者・一般 有・無 1泊2食・1泊朝食

男・女 　　 歳 組合員・被扶養者・一般 有・無 1泊2食・1泊朝食

男・女 　　 歳 組合員・被扶養者・一般 有・無 1泊2食・1泊朝食

男・女 　　 歳 組合員・被扶養者・一般 有・無 1泊2食・1泊朝食

（注）  １.申込代表者名は必ず記入してください。また、代表者の方は、参加者氏名欄にも記入（代表者が参加しない場合を除く）してください。 
２.ポールレンタルを希望される場合でも別途費用はかかりません。
３.部屋タイプは、ご希望のタイプを○で囲んでください。
４.小雨決行のため、雨合羽、ポンチョ等は各自でご準備ください。
５.ポールをレンタルされない方は、ノルディックウォーキング用（登山用ではないもの）のポールを持参ください。

趣味教養講座「ノルディックウォーキング教室～秋編～」参加申込書
（きりとり線）

期日：10月9日（金）～10日（土）　　申込締切日：9月1日（火） 共済組合必着

▲

荒 天の場合
　屋内で講師の方からノルディックウォーキングの
魅力を紹介いたします。
▲

新 型コロナ感染防止対策について
　草津スキースクールの講師の方が所属する日本ノ
ルディックフィットネス協会においては、新型コロナ
ウイルス感染防止対策として以下のガイドラインに
沿って活動しております。
・ 体調が良くない場合、身近な人に感染が疑われる
場合は参加を見合わせていただく。
・ 3密をできるだけ避けるため、一人一人の距離を
十分に確保する（歩行中は3mが目安）
・できるだけ小グループに分かれて行う。
・ 基本的にはマスク着用ですが、歩行中は熱中症等
の危険があることから必ずしもマスク着用でなくて
も良い。
・室内での活動はなし。
・二人一組で向かい合ってのエクササイズはなし。
・ お客様に出会った際、こちらで用意するアルコー
ルで手を消毒。
・ お渡しするレンタルポールもアルコール消毒いた
します。

▲

講 師
　草津スキースクール所属のＪＮＦＡ（日本ノルディッ
クフィットネス協会）の資格を持つインストラクターが
わかりやすく丁寧にご案内いたします。

　宿泊の申込みは共済組合で一括して行いますので、
参加者個人で申込む必要はありません。

持ち物・服装等

その他
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期　日
令和2年10月30日（金）～31日（土）　１泊２日

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1回 +バス代
① 組合員および被扶養者
　 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、年金者連盟会員等
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
9月4日（金）共済組合へ必着

募集人数
定員30名（バス1台）（最少催行人員20名）
都合により、行程およ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。

申込み後の取消しについて
申込み後の取消しの場合、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
＊10月20日から10月26日までの取消し …………  750円
＊10月27日から10月29日までの取消し ……… 1,500円
＊旅行日当日または無連絡の取消し ……………… 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
＊ 出発時刻および乗車場所は、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、
ご希望に沿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。

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

　関東では珍しい「床もみじ」が　関東では珍しい「床もみじ」が
拝観できる宝徳寺に、霊験あら拝観できる宝徳寺に、霊験あら
たかな三夜沢赤城神社を巡り群たかな三夜沢赤城神社を巡り群
馬の歴史に触れ、翌日は自然と馬の歴史に触れ、翌日は自然と
ショッピングを楽しめる軽井沢銀ショッピングを楽しめる軽井沢銀
座散策といちご狩りの旅をご用意座散策といちご狩りの旅をご用意
いたしました！いたしました！
※新型コロナウイルスの感染状況により、行程※新型コロナウイルスの感染状況により、行程
の変更または中止とさせていただく場合がごの変更または中止とさせていただく場合がご
ざいます。ざいます。 三夜沢赤城神社

宿泊ポイントが貯まります
※組合員と被扶養者が対象 10月30日金～10月31日土10 30 10 31

群馬再発見の旅と群馬再発見の旅と
秋のいちご狩り秋のいちご狩り

お問い合わせ先　施設課（保養所担当）　☎048-822-3304（直通）

【新型コロナウイルス感染防止対策について】
・ アルペンローゼでは、新型コロナ感染防止の対策を
行っております。
・参加にあたっては、マスクの着用をお願いします。
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組合員証番号 参加者氏名 性　別 年　齢 種　　別 乗車地 部屋の種類

男・女 歳 組合員・被扶養者・一般・年金者連盟 大宮

禁煙
・
喫煙
・

どちらでも可

男・女 歳 組合員・被扶養者・一般・年金者連盟 大宮

男・女 歳 組合員・被扶養者・一般・年金者連盟 大宮

男・女 歳 組合員・被扶養者・一般・年金者連盟 大宮

備考 ＊共済使用欄

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 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 （群馬再発見の旅と秋のいちご狩り）

（きりとり線）

期日：10月30日（金）～31日（土）　　申込締切日：9月4日（金） 共済組合必着

※行程については、変更となる場合がございます。

聖パウロカトリック教会

大宮駅

アルペン
ローゼ

旧軽井沢銀座
（自由昼食）

軽井沢
ガーデンファーム
いちご園

（いちご狩り）

大宮駅

みやじま庵
錦町店
（昼食）

宝徳寺
（見学）

三夜沢赤城
神社
（見学）

アルペン
ローゼ
（宿泊）

10/30
行程

10/31
行程
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日ごろより、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。
この度、冬休みにおけるアルペンローゼの宿泊予約を受け付けいたします。

冬休み中の利用予約につきましては、例年多くの利用申込みが予想されるため、次の要領により利用希望を受け付けいたします。
なお、定員を超えた日においては、抽選とさせていただきます。

今年の冬休みは、アルペンローゼに宿泊してご家族、ご友人、職場の仲間と草津を満喫してみませんか。
草津自慢の温泉やウィンタースポーツでたっぷりと年末年始をお楽しみください。

アルペンローゼの冬休みアルペンローゼの冬休み
利用申込みのご案内利用申込みのご案内

草津温泉で大満足の冬休み！草津温泉で大満足の冬休み！！

申込要領
■ 利用日 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
令和2年12月24日（木）～令和3年1月3日（日）の宿泊まで

■ 利用申込み方法 ………………………………………………………………………………………………………………………
　次ページの「利用希望申込書（コピー可）」による申込みといたしますので、直接、共済組合へ送付または
ＦＡＸしてください。なお、利用期間中、１グループ１枚に限るものとし、複数枚提出された場合は、利用
希望日の一番早い１枚を抽選対象といたします。

■ 利用希望申込書の締切日 ……………………………………………………………………………………………………
令和2年8月24日（月）必着

■ 利用希望申込書の送付先 ……………………………………………………………………………………………………
■郵送の場合　 〒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 施設課保養所担当あて
■ＦＡＸの場合　０４８‐８２２‐３３４０　施設課保養所担当あて

■ 利用者の範囲 ……………………………………………………………………………………………………………………………
　原則として、組合員および被扶養者（同居の家族を含む）とします。
　なお、その他の方については、組合員と同行する場合に限り利用できます。

■ 抽選結果の発表および利用案内 ………………………………………………………………………………………
　申込者全員に通知いたします。
■当選者　利用案内を送付いたします。
■落選者　 ハガキで連絡いたします。
※抽選結果の発送については、締切後１カ月程度要しますので、ご了承ください。
　通知がお手元に届かない場合はお問い合わせください。

■ 利用希望申込みの制限 …………………………………………………………………………………………………………
　多くの方々にご利用いただくため、連泊の場合２泊３日を限度とさせていただきます。

■ その他 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
● 希望した部屋が満室となり、他の部屋が空いている場合、どの部屋に変更してもよければ、申込書の
該当欄に「 」印を記入してください。

● 禁煙・喫煙の部屋の希望については、申込書の該当欄に「　」印を記入してください。
● 抽選区分は、「冬休み」と記入してください。
● お申込みいただいた内容（宿泊希望日等）につきましては、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。

● ご不明な点については 施設課保養所担当 ☎０４８‐８２２‐３３０４（直通） までお問い合わせください。 
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FAX番号 048-822-3340●申込書は共済組合ホームページよりダウンロードが可能です。
　（ホームページアドレス　http://www.saitama-ctv-kyosai.net）

12室
（全室禁煙）

7室
（内 禁煙5室）

1室
（禁煙）

15畳 5～6名

5～6名

4～5名

8室
（全室禁煙）トリプル

1室
（禁煙）
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※ 喫煙ルームは、3階と6階の一部のみとなります。「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。
※ 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、上記料金および通常料金のいずれか低い方の料金となります。
※ 上記料金は、税・サービス料込みです。

草津保養所「アルペンローゼ」

（単位：円）

5名以上 4名 3名 2名 1名

洋 

室

ツイン － － － 4,500 5,500

DXツイン － － － 5,500 6,500

トリプル － － 4,500 5,500 6,500

和 

室

12畳 4,500 4,500 5,500 6,500 －

15畳 4,500 5,500 6,500 7,500 －

特別室 5,500 6,500 7,500 8,500 －

4,5004,500円～円～

7,5007,500円～円～

10,30010,300円～円～

1泊2食付

本組合員および被扶養者の方
（利用補助券ご使用の場合）

（単位：円）

5名以上 4名 3名 2名 1名

洋 

室

ツイン － － － 7,500 8,500

DXツイン － － － 8,500 9,500

トリプル － － 7,500 8,500 9,500

和 

室

12畳 7,500 7,500 8,500 9,500 －

15畳 7,500 8,500 9,500 10,500 －

特別室 8,500 9,500 10,500 11,500 －

1泊2食付
本組合員の同居家族および
同居でないご両親

（単位：円）

5名以上 4名 3名 2名 1名

洋 

室

ツイン － － － 10,300 11,300

DXツイン － － － 11,300 12,300

トリプル － － 10,300 11,300 12,300

和 

室

12畳 10,300 10,300 11,300 12,300 －

15畳 10,300 11,300 12,300 13,300 －

特別室 11,300 12,300 13,300 14,300 －

1泊2食付
年金者連盟・他共済および
一般の方

利用料金

2020.11.1日～2021.3.18木
※  12/24・12/27～31・1/3・1/7・1/14・2/18を除く

皆さまのお越しを心より
お待ちしております。

※  チラシについては、『共済だより』10月号に
折り込みますのでご参照ください。

の特別企画のご案内の特別企画のご案内

秋秋冬冬

日曜日～木曜日の宿泊が日曜日～木曜日の宿泊が
対象となります！対象となります！

　毎年好評をいただいておりますズワイガニの食べ放
題について、今年度は12月～ 1月のみの限定となりま
す。この機会をぜひ、お見逃しなく!!

お問い合わせ先　施設課（保養所担当）　☎048-822-3304

期間期間
限定 !!限定 !!

放
ま

期 間

お得なこの期間でも
宿泊ポイントが貯まります！！
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主要　 源泉

　ホテルヴィレッジ内にある日本最
大級の森の冒険アトラクション施
設。フランスの山岳救助トレーニン
グから生まれた難易度の異なる2
種類のコースと全42のアトラクショ
ンが楽しめます。樹上10メートルを
駆け抜ける空中トレッキングは、鳥
と同じ目線で森を冒険できます。

湯畑の少し上で湧き出す白
旗源泉は、源頼朝が発見し
たと言われる歴史のある名湯
で、草津の主要6源泉の中で
唯一白濁しています。硫黄臭
が強く、少しピリッとする湯あ
たりが特徴。もとは御座の湯
と呼ばれていましたが、明治時代に源氏の白旗にちなんで「白
旗の湯」と名付けられました。

　昨年、天狗山プレイゾーンに登場
した新アトラクション。空中に架線し
た全長500メートルのワイヤーロー
プを、専用の滑車とハーネスによっ
て滑空します。草津温泉街や遠方の
山々の眺望を鳥のように眺めながら
最高時速70キロで滑り落ちる爽快
感とスリルをぜひ体験してみて！

　「にっぽんの温泉100選」17年連続第1位に選ばれた、豊富な湯量と良質な
泉質を誇る国内屈指の名湯「草津温泉」。連日多くの観光客が訪れる人気観光
地である草津をめいっぱい楽しめるスポットやイベントをご紹介します。

　天狗山プレイゾーンでは、面倒な
火起こし・片付け一切なしの楽チン
BBQができちゃいます。大自然の澄
んだ空気の中、ご家族や友人と手軽
にBBQをお楽しみください。

アルペ
ンローゼからのご案内

避暑地草津を堪能する
夏のアウトドアスポット

6

白旗源泉

白旗源泉が堪能できる施設 共同浴場 白旗の湯ほか

草津フォレストステージ バンジップテング

手ぶらでBBQ

0279-88-3232
3月下旬～12月初旬　受付：平日・土曜8時30分～、
日・祝日・シーズン中 8時～

群馬県吾妻郡草津町大字草津618 0279-88-8111（草津温泉スキー場）
群馬県吾妻郡草津町大字草津字白根国有林158林班

草津温泉には主に6つの源泉があります。
それぞれの特徴を知り、入り比べれてみれば、
あなたも草津温泉マイスター!?

草津温泉

源泉その3

9時～16時 大人2,000円/子ども1,200円(小学生)
マスターステージ… 大人（中学生以上）3,800円、小人（小学生）2,800円
フェアリーステージ… 大人・小人共通1,800円

※利用制限は小学生以上、体重25kg以上110kg未満

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
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東京ディズニーリゾートからのお知らせ
　7月1日から営業再開した東京ディズニーリゾートより新型コロナウイルス感染拡大防止の対応として、以下の連絡がありま
したのでお知らせします。
　なお、ご不明な点がございましたら、下記の連絡先へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

◎パークチケット購入時におけるコーポレートプログラム利用券の使用について
　 　パークチケットの購入方法については、当面の間、オンラインでの購入のみとなることから、本組合の利用券についても
オンラインでの購入のみ使用可能となりますのでご注意願います。

◎コーポレートプログラム「サンクス・フェスティバル」の中止について
　 　2020年9月期および2021年1月～3月期に予定していたサンクス・フェスティバルについては中止となりますのでお知ら
せします。

（お問い合わせ先）
　東京ディズニーリゾート　インフォメーションセンター
　TEL　0570-00-8632　（10：00～15：00）

レクリエーション施設のお知らせ
○本組合と利用券契約をしておりますレクリエーション施設については、新型コロナウイルス感染拡大防止による緊急事態宣
言の解除に伴い、順次、営業再開となっておりますが、各施設の一部利用制限や施設の所在地における県民のみの利用に限
る入場規制などの対策によって、利用券が使用できない場合がありますので、ご利用の際は各施設のホームページや電話
等で営業状況を確認の上、ご利用いただくようよろしくお願いいたします。

　○下記のレクリエーション施設について、利用料金等の変更がありましたのでお知らせいたします。

都道
府県 施設名 開設期間 利用者区分 利用料金 補助金額 備考 適用年月日

東
京
都

すみだ水族館 年間

一般 2,100円 1,500円
＊幼児は3歳以上
＊ 中・高校生は生徒手帳をご提示
ください。

令和2年
7月16日

高校生 1,500円 1,000円
中小学生 1,000円 700円
幼児 600円 注1）　700円

注1）…利用料金が補助額以下の場合は、当該利用料金の実額までを補助金額とします。
※　 …変更箇所

　○下記のレクリエーション施設について、契約解除となりましたのでお知らせいたします。

都道
府県 施設名 所在地及び連絡先 契約解除日 契約解除理由

埼
玉
県

おがのファーム 秩父郡小鹿野町両神薄2366-1
TEL0494-72-8888 令和2年4月30日 閉園のため

　○下記のレクリエーション施設について、施設側より営業中止の連絡がありましたのでお知らせいたします。

都道
府県 施　設　名 2020年度の営業について

東
京
都

国営昭和記念公園（プール） 営業中止（新型コロナウイルス感染防止対策のため）
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草津保養所「アルペンローゼ」からのお知らせ

冬休み・令和3年1・2月の土曜日等の利用希望を受け付けております

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
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 月

洋 室
喫 煙 × × × × × × × × × × × ▲ × ×
禁 煙 × × × ×

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

9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
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

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

洋 室
喫 煙 ▲ ×
禁 煙

和 室
喫 煙 ×
禁 煙 ×

11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

8～11月の空室状況（7月1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

　ご希望の方は、37ページのアルペンローゼ利用希望申込書（コピー可）に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。

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
冬休み 12月24日～ 1月3日 8月24日

令和3年１月 9日・10日・16日・23日・30日 9月1日
令和3年２月 6日・20日 10月1日

　男　35,053 人
　女　21,746 人
　計　56,799 人

組合員数

1,040 人

任意継続
組合員数

48,699 人

被扶養者数

（令和2年6月末現在）組合の状況

課題の部　理事長賞
『“じいじ”に抱っこ』
酒匂 一成さん（狭山市）
衒（てら）いのなさがいい。さりげな
さが感じられる当たり前の静けさが
いい。祭りもたけなわ、カメラを向
けられひょっとこの面を外して対応
する爺（じい）じの謙虚な心配りが
感じられます。目に入れても痛くな
い孫をいとおしく、誇らしげに示す
じいじの至福の様子が美しく描か
れている。じいじの左手、特に親
指の扱いが秀逸です。

課題の部　佳作
『この時間が私たちの
たからもの』
斉藤 明彦さん（さいたま市）
四羽の鳥達の立場に立っ
ての粋な作品ですね。本
当に静かな時間が伝わって
きます。シャッターの音にも
気を使った作者のその時の
気持ちが伝わってきます。

課題の部　佳作
『Summer Memories 2019』
佐藤 周平さん（所沢市）
伝統技術の宝「花火」。花火師は火
薬の質と量と天空でのレイアウトで作
品を予測し、写真師はフィルムの種類
と、シャッター速度やピントなどの匙（さ
じ）加減で、同じく暗黒の天空の中、
映像を予測して作品を創る。よく似た
段取りですね。作品完成まで、両者、
どれだけの試行錯誤があったことでしょ
う。それこそ宝、頭が下がります。

令和元年度写真展入選作品　概評 日本写真家協会JPS会友 宮 田　均

表 

紙 

説 

明

小型写真の部　佳作
『JUMP！』
比留間 徹さん
（東松山市）
シャッターチャンスも背
景の整理も申し分なし。
少年の右手指先を画面
の外にはみ出させた作
画技術も適中。力強い
作品となりました。
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●共済組合ホームページ●

アルペンローゼ 検 索

www.saitama-ctv-kyosai.net/URL

埼玉県市町村職員共済組合　施設課　 TEL（048）822-3304
草津保養所アルペンローゼ 　　　　　TEL（0279）88-1300㈹
〒377-1711　群馬県吾妻郡草津町草津512-2

草津の名湯に浸かり、
　　　ワンランク上の‘休日’を

お申込み・お問い合わせ

日頃の疲れを癒やす客室や、「万代鉱」源泉掛け流しのお風呂をご用意。
皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。

会席料理はいかがですか？会席料理はいかがですか？

草津温泉伝統の「湯もみ」草津温泉伝統の「湯もみ」

ゆっくりお食事を愉しみたい方や少人数での団らんを
希望する方などのために、厳選された素材で会席料
理も用意していますので、ぜひ、ご利用ください。
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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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1 3
ご契約コース

池袋駅 東口 徒歩３分池袋ロイヤルクリニック
IMS グループ　医療法人社団明芳会

【 お問合せ先 】　TEL：03-3989-1112　FAX：03-3989-1220　http://www.ims.gr.jp/ikebukuro/
※ 現在、休止中の項目　◎肺機能検査　◎医師面談（結果説明）

受診人数制限を実施し、受付時間も通勤ラッシュ
を避けるために遅い時間での受付を開始しました。

●❶ 受診時間枠を増やし、3密をさけた健康診断の実施
●❷ ソーシャルディスタンス対応の実施
●❸ 受診者様へ検温や問診の実施及びマスク着用・手指消毒のお願い
●❹ お会計時はキャッシュトレーの使用
●❺ １日複数回の院内、検査機器等の消毒及び院内換気を実施
※クリニック職員にも体調管理(出勤前検温等)の徹底とマスクと手袋着用を実施

～新型コロナウイルスの感染対策について～

各時間帯
20名様

1 8:00～
2 9:00～

3 10:00～
4 11:00～

主な特徴
男女別フロア健診専門施設

ロイヤルサロン（特別待遇）を併設。
【今年もキャンペーン料金（￥11,000/税込）実施中】
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