
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。

決算の概要令和元年度

統 括 事 項

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

消毒液
消毒液
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