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　共済組合の事業計画は、総務省が示す基準に沿って編成しております。
　令和3年度の主な事業について、お知らせします。
　短期経理については、財政の安定化を図るため、財源率、千分の83.6を据え置
くこととしましたが、介護については、介護納付金が増加するため、財源率を千分
の0.74引き上げ、千分の17.24にさせていただきます。
　厚生年金保険経理及び退職等年金経理に係る財源率については、組合員保険
料率（又は掛金率）、負担金率ともに令和2年度からの変更はございませんが、全
額、所属所からご負担いただく経過的長期経理に係る公務財源率は、令和2年度
から千分の0.0032引き下げ、千分の0.1001になります。
　保健経理の財源率については変更ございませんが、保険者による疾病予防・
健康づくりに力を入れていかなければならない状況であるため、新規事業とし
て、生活習慣病重症化予防のための受診勧奨及び喫煙対策事業を新たに行うと
ともに、組合員から要望のあった福祉施設等の追加契約も行い、組合員の皆様に
還元させていただきます。
　貯金経理については、市中金利が依然低迷している中で貯金残高は増加傾向にあることから、現行の支払利率1.6％を維持し
つつ、今後の貯金事業運営を安定させるため、預入限度額を現行の3,000万円から2,500万円に引き下げさせていただきます。
　なお、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25日第212回組合会において、令和3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。

原口理事長（鴻巣市長）第212回組合会にて

総 則 事 項

　今年度の支出については、高齢者医療制度への支援金等が増加すること、また前年度においてはコロナ禍による受診控えの影響により大幅に
減少した医療費給付等が、今年度においては例年並みに戻ると見込み推計した結果、前年度より５２億２００万円程増加し、３６９億２，５9０万円程と
見込んでいます。
　また、一方、収入につきましては、現行の財源率を維持し、収入額を３５４億８，７53万円程と見込んでおり、年度末には１４億３，８36万円程の当期
短期損失金が生じることとなりますが、これについては、前年
度より繰り越しております短期積立金を取り崩して充当した
結果、年度末の短期積立金は６１億９，６００万円程となる見込
みです。
　引き続き厳しい状況下ですが、共済組合では、今後も安定
した短期給付財政の運営のため「令和3年度医療費適正化
対策事業」（12ページ参照）を実施し、医療費の適正化とジェ
ネリック医薬品の普及促進に取組むとともに、保健事業と連
携し疾病予防・健康保持にも取組んでまいりますので、今後
とも組合員と被扶養者の皆様のご協力をお願いいたします。
　なお、令和3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、39.38‰となります。

支 出 収 入

保健給付等
17,647,049

掛金・負担金
30,488,018

その他
2,747,921

前年度繰越
支払準備金
2,251,593

その他
2,376,991

前期高齢者納付金
後期高齢者支援金等
14,355,185

36,925,900 35,487,532
次年度繰越 
支払準備金
2,546,675

当期短期損失金
1,438,368

（単位：千円）

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

事業計画事業計画及び及び予算決まる予算決まる令和3年度

◉共済組合の概況
所 属 所 数 110所属所
組 合 員 数 59,101人
任意継続組合員数 990人
被 扶 養 者 数 49,134人
平 均 標 準
報 酬 の 月 額

短期 386,940円
長期 383,189円

平 均 標 準 期 末
手 当 等 の 額

短期 1,546,988円
長期 1,540,988円
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　被用者年金制度一元化前の旧職域相当部分の支払いや既裁定分の公務上年金を支払うための経
理となります。令和3年度は所属所負担金として公務財源率千分の0.1001で徴収した額と追加費用
千分の1.1で徴収した収入総額3億4,070万円程を全額、連合会へ払い込むことになります。

（単位：千円）

支出 負担金払込金 340,707

収入 負担金 340,707

吉田議員（滑川町長） 國分議員（さいたま市） 坂本議員（深谷市）

　被用者年金制度一元化後における厚生年金相当部分の給付を賄う経理となりま
す。財源率は令和2年度と同率の千分の183となり、併せて基礎年金拠出金等の公
的負担分についてもこの経理で徴収し、収入総額が835億8,542万円程となり、全
額を連合会へ払い込むことになります。

（単位：千円）

支出 組合員保険料・所属所負担金払込金 83,585,421

収入 組合員保険料・所属所負担金 83,585,421

　被用者年金制度一元化に伴い、廃止された職域年金相当部分のかわりに設けられた「年金
払い退職給付」を賄う経理となり、併せて平成27年10月以降に生じた公務上の障害・遺族の
年金給付についてもこの経理で扱うこととなります。
　財源率は、掛金・負担金ともに千分の7.5となり、徴収する収入総額は53億5,147万円程と
なり、全額を連合会へ払い込むことになります。

（単位：千円）

支出 掛金・負担金払込金 5,351,472

収入 掛金・負担金 5,351,472

　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、令和3年度の運用額については、預金721万円、貸付経理への長期貸付金40億3,100万円を合
計した40億3,800万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4,306万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 43,061

収入 利息及び配当金 43,061

　令和3年度の運用額については、預金1億9,600万円、市町村債の引き受け129億2,400万円を合
計した131億2,000万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591万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 5,910

収入 利息及び配当金 5,910

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。

「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。

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。

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。

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、平成
30年度に新たに設置された経理です。

厚生年金保険経理

退 職 等 年 金 経 理

経 過 的 長 期 経 理

退職等年金預託金管理経理

経過的長期預託金管理経理

堀部議員（久喜市） 西岡議員（吉川市） 半貫議員（狭山市）
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　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2,045円）から繰り入れる措置が講じられておりま
す。
　一方、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3,215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10,860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、令和3年度は、連合会基幹個別システム対応費用等が発生するため委託費1億
2,460万円程、共済組合事務局の事務室等の賃借料1億2,674万円程及び事務費6,120万円程等となり、年度末には138万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1,004,685 1,003,302

事務費
負担金
払込金
285,598

職員給与
263,618

事務費
負担金
642,684

短期経理
より繰入
121,244

連合会
交付金
237,710

委託費 
124,602

賃借料 126,740

事務費 
61,203

その他
142,924

その他 1,664 当期損失金
1,383

（単位：千円）

　主な支出として、人間ドック等の疾病予防対策費に7億3,459
万円程、草津保養所・契約保養所等の利用助成に１億35万円程、
スポーツ大会、レクリエーション助成等に1億3,890万円程など
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、
6,848万円程を計上しています。
　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1,543,299 1,565,396

疾病予防
対策費
734,599

当期利益金
22,097

掛金・負担金
1,454,297

施設利用助成費
100,352

保健体育
奨励費等
138,906

その他
569,442

その他
111,099

（単位：千円）

尾熊議員（川口市）

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。

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。

　令和３年度の利用率は引き続き新型コロナウイルス感染症の影響が
残ることを想定し、45%と推計しました。その結果、施設収入及び商品
売上など収入総額を2億4,482万円程と見込んでいます。なお、収入総
額のうち、減価償却費の一部に充当するために保健経理からの繰入金
として4,000万円を予定しています。
　一方、支出については、アルペンローゼ維持管理に必要な経費及び
普及宣伝費など支出総額として3億1,910万円程を見込み、収支の結
果、当期損失金を7,427万円程と推計しております。
　今後も経費削減に努めながら、「春の特別企画」及び「秋・冬の特別企
画」の実施、新規組合員及び年金受給者等への普及宣伝活動を積極的
に実施するとともに、令和３年度はアルペンローゼがオープンして30周
年を迎えることから記念イベントを実施するなど利用率向上に努めてま
いります。

支 出 319,105 収 入 244,826

施設収入
194,124

商品売上
6,120

その他
4,582

保健経理
より繰入
40,000

当期損失金
74,279

その他
81,116

光熱水料
及び燃料費
35,190

事業用
消耗品
14,869

商品仕入
5,910

減価償却費
50,685

委託費及び
委託管理費
87,163

飲食材料費
44,172

（単位：千円）

草津保養所アルペンローゼを運営する経理です。

山本議員（所沢市）

業 務 経 理

保 健 経 理

宿泊経理（草津保養所）
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市川議員（秩父市）

支 出 収 入
組合員貸付金利息
75,336

その他
102,841

支払利息
43,060

145,901 75,661

その他
325

当期損失金
70,240

（単位：千円）　貸付経理の資金は、毎月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か
らの借入金」といい、令和3年度においては、6億円程返済する予定で
す。
　今年度につきましては、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、7,533万円程を見込み、主
な支出である退職等年金預託金管理経理への支払利息は4,306万
円程を見込んでおります。

支 出 収 入182,203 201,488

施設収入
51,519

賃貸料
114,713

その他
35,256

当期利益金
19,285

光熱水料
11,424修繕費

52,809

その他
57,943

減価償却費
23,445

委託費及び
委託管理費
36,582

（単位：千円）

高橋議員（富士見市）

さいたま共済会館を運営する経理です。

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。

　令和3年度の会議室利用率を52.5％と推計し、賃貸料等合わせた収
入総額を2億148万円程と見込んでおります。
　一方、支出につきましては、会館維持管理に必要な経費等を含め総
額で1億8,220万円程となり、収支の結果、1,928万円程の当期利益金
が生じる見込みとなります。

宿 泊 経 理 （ 会 館 ）

貸 付 経 理

支 出 収 入

利息及び配当金
6,661,735

その他
247,419

その他
300,064

当期損失金
578,968

支払利息
7,293,348

7,540,767 6,961,799

（単位：千円）　共済預金については、市中金利が依然低迷している中で貯金残高は
増加傾向にあることから、現行の支払利率1.6％を維持しつつ、今後の
貯金事業運営を安定させるため、預入限度額を現行の3,000万円から
2,500万円に引き下げさせていただきます。
　欠損金補てん積立金（不測の事態に備える積立金）につきましては、
法定所要額（貯金額の５％）を確保しております。
　なお、預入限度額を引き下げても当期損失金が生じることとなります
が、積立金の一部を取り崩して対応いたします。
　今年度は貯金額が155億8,700万円減少することを見込んでおり、
年度末貯金残高は4,620億円程となり、組合員にお支払いする支払利
息は72億9,334万円程を見込んでおります。

組合員の皆様からお預かりした貯金を安全かつ効率的に運用し、有利な利息を支
払うことを目的とした経理です。貯 金 経 理

武山議員（上尾市） 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又は併診ドッ
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

28,000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 31,000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

44,000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 職場で受検又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
3,000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 組合員及び被扶養者 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

生活習慣病重症化予防
のための受診勧奨 組合員

生活習慣病の重症化予防のため、特定健康診査の結果から、
医療機関への受診が必要な方を把握し、かつ医療機関への受
診履歴がない方に対して、受診勧奨通知を送付

共済組合から所属所経由で通知する

喫煙対策事業 組合員及び被扶養者 専門業者が実施する「卒煙プログラム」に参画（年２回） インターネットから直接申込みする

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・スキー

『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2,000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 マッサージ
施術所は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
ムページから申込みする

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みする

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
ムページから申込みする

お問い合わせ先　総務課　☎048-822-3301

　自動車融資に係る資金は、貯金経理からの借入金が充てられていま
す。
　令和3年度の融資については、新型コロナウイルスの影響により若干
の減少を見込んでおります。また、貯金経理からの借入金については2
億円を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、6,401万円程を見込
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、5,587万円程を見込んでおります。

支 出 収 入

融資金償還利息
64,019

当期利益金
219

69,466 69,685

販売
手数料
3,165

その他
2,501その他

13,587

支払利息
55,879

（単位：千円）

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
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　政府の全世代型社会保障検討会議は、後期高齢者の窓口負担の見直しや不妊治療の保険適用の開始などを盛り込んだ「全世代
型社会保障改革の方針」の最終報告を昨年12月14日にまとめ、翌15日に閣議決定した。
　今後は、2040年度頃に団塊ジュニア世代が高齢期を迎え、支え手の中心となる生産年齢人口の減少が加速するなかで、持続可
能な社会保障制度の確立を図るため、総合的な検討を進め、更なる改革を推進するとされた。
　医療保険制度においては、高齢者医療費を社会全体で支える観点から後期高齢者と前期高齢者に係る財政調整が行われている
が、後期高齢者医療制度については、後期高齢者支援金の算出方法が全面総報酬割とされていることから、比較的所得が高い健
保組合や共済組合などは重い負担を強いられており、今後団塊の世代が後期高齢者になり始める2022年からは、対象者の急激な
増加に伴い更なる負担が見込まれ、前期高齢者財政調整制度においても各保険者が負担する前期高齢者納付金については、前期
高齢者の加入率が全国平均より低い共済組合等においては更なる納付金の増加が見込まれている。この前期高齢者納付金の算出
方法においては、当該年度の「概算」と2年前の「精算」をする仕組みであるため、「高額な医療費が突発的に発生した場合」や「加入
者数の変動」により納付金額が大幅に増減する場合があり、安定的な財政運営を図らなければならない共済組合等にとって支障をき
たすものとなっている。
　また、介護保険制度についても、超高齢社会の中、費用の更なる増加が見込まれることや2020年度より完全総報酬割に移行さ
れたことにより介護納付金の負担が年々増加している。
　一方、年金制度については、2019年に発表された財政検証結果を基に、働き方の多様化や高齢期の長期化という今後の社会
経済の変化を見据えたより長く多様な就労の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤を充実させるための年金制度
の改正が行われた。今後も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・向上に努め、確実かつ効率的な
制度運営を行うことが求められている。
　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、給付と負担の均衡と公平性を保ちながら、将来
にわたり健全に維持・運営され、組合員及びその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) 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、こ

の制度を引き続き堅持すること。
　(2) 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、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。
　(3) 高齢者医療制度への納付金・支援金は、各被用者保険者における全体の医療給付費を勘案して上限を設けること。
　(4) 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。
　(5) 高齢者の就労と年金受給の在り方については、ライフスタイルの多様化に応じた制度設計を確立させるとともに、65歳到達

に伴う年金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、長期的な視点に立ち、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。
　　　令和3年2月25日

埼玉県市町村職員共済組合
第212回　組　合　会

医療保険制度及び年金制度等に関する決議について

～全国市町村職員共済組合連合会理事長宛て要望書提出～

医療保険制度及び年金制度等に関する決議

　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25日に開
催された「第212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）を全会一致で決議し、全国市町村職員共済組合連
合会理事長へ提出いたしました。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。

令和3年2月25日開催『第212回組合会』で決議
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組合員証等に関する各種届出について❷❷

　新しく組合員になられた方、またその被扶養者の方に、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。

組合員証組合員証ををご確認ご確認ください！ください！

組合員証等の記載事項について❶❶

　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。

　（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。

　「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。

　（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。

　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。

　 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。）

　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。）

1組合員証名称

2記号・番号

4氏名・性別および生年月日

5資格取得年月日

6組合員氏名

7認定年月日

8裏面

　（個人を識別する2桁の番号）を印字
※令和3年3月から枝番を印字した組合員証等となりましたが、
現在お持ちの組合員証等についても、そのまま医療機関等を
受診する際にお使いいただけます。
　なお、現組合員・被扶養者においては再発行いたしませんので、
引き続きご使用ください。

3枝番

【組合員証（裏面）】

8

【組合員被扶養者証（表面）】

【組合員証（表面）】

令和 3年 4月 1日
平成 5年 8月20日
共済　太郎

令和3年 4月27日交付

埼９９９ ◯◯◯◯◯  （枝番）◯◯

共済　花子
キョウサイ ハナコ

6
7

1
3

令和3年 4月27日交付

埼９９９ ◯◯◯◯◯  （枝番）◯◯

共済　太郎
キョウサイ タロウ

平成 3年 6月15日

令和 3年 4月 1日

2

4
5

1
3
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お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

組合員証等は大切に保管してください❹❹
　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。

75歳を迎えた時には ……❺❺
　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。

　組合員証等は、保険医療機関に提示することで保険診療を受けることができる証明となりますので、ご提示願います。
　なお、診療月が変わった場合や氏名変更、所属所の異動により組合員証記号番号に変更が生じた場合は、組合員証
等をご提示願います。

医療機関に受診する際は組合員証等を提示してください❸❸

資格喪失後の組合員証等について❻❻
　退職により組合員の資格を喪失された場合や就職などにより被扶養者の資格を喪失された場合は、資格喪失日以降、
組合員証等は使用できません。資格喪失日以降に組合員証等を提示して医療機関等を受診した場合には、医療費の共
済組合負担分を全額返還していただくことになりますのでご注意願います。

マイナンバーカードの健康保険証利用および医療機関に受診する際の注意点❼❼
　令和 3年 3月より、マイナンバーカードの健康保険証利用が始まりました。
　マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、事前登録が必要となります。
　なお、詳細は、共済組合ホームページ【共済組合からのお知らせ　2020.09.07　マイナンバーカードの健康保険
証利用の初回登録の申込受付開始について】をご参照願います。
　また、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるのは、顔認証付きカードリーダーが設置されている医療
機関や薬局に限られます。
　つきましては、顔認証付きカードリーダーが設置されていない医療機関や薬局のほか、訪問看護ステーション、整
骨院、接骨院、鍼 院、あんま・マッサージ施術所では、これまでどおり組合員証等の提示が必要となりますのでご
注意願います。
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標準報酬標準報酬のの月額月額のの資格取得時決定資格取得時決定についてについて
　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、長期給付事業および福祉事業等にかかる掛金（保険料）や短期給付の給付
額、厚生年金保険給付および退職等年金給付の額の算定の基礎となるものです。

例：  令和3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

4,096
円
844

円
196

円
8,052

円
735

円
13,079

円
13,923

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

4,096
4,347
4,598
4,932
5,266

844
896
948
1,017
1,086

196
208
220
236
252

8,967
9,516
10,065
10,797
11,529

735
780
825
885
945

13,994
14,851
15,708
16,850
17,992

14,838
15,747
16,656
17,867
19,078

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

5,601
5,935
6,270
6,688
7,106

1,155
1,224
1,293
1,379
1,465

268
284
300
320
340

12,261
12,993
13,725
14,640
15,555

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

19,135
20,277
21,420
22,848
24,276

20,290
21,501
22,713
24,227
25,741

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 

7,524
7,942
8,360
9,196
10,032

1,551
1,637
1,724
1,896
2,068

360
380
400
440
480

16,470
17,385
18,300
20,130
21,960

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

25,704
27,132
28,560
31,416
34,272

27,255
28,769
30,284
33,312
36,340

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

10,868
11,704
12,540
13,376
14,212

2,241
2,413
2,586
2,758
2,930

520
560
600
640
680

23,790
25,620
27,450
29,280
31,110

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

37,128
39,984
42,840
45,696
48,552 

39,369
42,397
45,426
48,454
51,482

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 

15,048
15,884
17,138
18,392
19,646

3,103
3,275
3,534
3,792
4,051

720
760
820
880
940

32,940
34,770
37,515
40,260
43,005

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

51,408
54,264
58,548
62,832
67,116

54,511
57,539
62,082
66,624
71,167

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 

20,900
22,154
23,408
24,662
25,916

4,310
4,568
4,827
5,085
5,344

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

45,750
48,495
51,240
53,985
56,730

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

71,400
75,684
79,968
84,252
88,536 

75,710
80,252
84,795
89,337
93,880

31 32 31 650,000 635,000 665,000 27,170 5,603 1,300 59,475 4,875 92,820 98,423
32
33
34
35

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

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

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

28,424
29,678
31,350
33,022

5,861
6,120
6,465
6,809

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

94,134
95,448
97,200
98,952

99,995
101,568
103,665
105,761

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

34,694
36,784
38,874
40,964
43,054 

7,154
7,585
8,016
8,447
8,878

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

100,704
102,894
105,084
107,274
109,464

107,858
110,479
113,100
115,721
118,342

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 

45,562
48,070
50,578
53,086
55,594

9,395
9,913
10,430
10,947
11,464

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

112,092
114,720
117,348
119,976
122,604

121,487
124,633
127,778
130,923
134,068

46 1,390,000 1,355,000 58,102 11,981 2,780 125,232 137,213

●標準報酬等級表および掛金（保険料）早見表 【令和3年4月～】
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

41.80
1000

8.62
1000

2.00
1000

91.50
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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　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」を提出していただき、申請書にもとづき共済
組合から「限度額適用認定証」を交付いたします。（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ダウンロードできます。

　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
額までとなりますので上手にご利用ください。

◆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

お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

＊70歳以上75歳未満の方で、自己負担割合が2割の場合は共済組合から発行している「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。

 ただし、自己負担割合が３割であり、かつ所得区分が一定以上所得者（標準報酬月額が83万円以上を除く）の場合は申請が必要です。
＊市町村民税非課税の方は申請用紙が異なりますのでご注意ください。

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！

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」をご存知ですか?「限度額適用認定証」をご存知ですか?

使用できる
範囲

入院する
とき

ひと月の外来診療の
医療費が高額になるとき

薬局で高額な薬剤
治療を受けるとき

出産で帝王切開を
するとき など

差額ベッド代等の保険診療
外の負担や、入院時の食事
負担額等は対象外です。!

※標準報酬の月額が28万円以上53万円未満

医療費100万円で「適用区分：ウ※」の共済花子さんの場合 負担割合：3割

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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「医療費適正化対策事業」「医療費適正化対策事業」にに
ご協力ご協力ををお願いいたします！お願いいたします！
　共済組合では、組合員およびその被扶養者の皆さまに医療費に対する意識高揚を目的
に、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および健康増進を目的に各種スポーツ教室等の開催など、皆さまの
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。
　引き続き安定した事業運営のために令和3年度についても次のとおり実施いたしますので、組合員および被扶
養者の皆さまのより一層のご理解とご協力をお願いいたします。

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
増嵩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。

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医療費通知書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。

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

令和3年度医療費適正化対策事業実施要領
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お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

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 生活習慣病重症化予防のための受診勧奨
⑽喫煙対策事業
⑾健康増進・保持を目的とした各スポーツ教室及び
体育大会等の開催
3．ジェネリック医薬品の普及促進
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）の使用促進に
ついて国が定める目標値が高く設定されている
ことから、普及促進に向けた取組みを行い、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 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係る医療費の返還請
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実施について

　平成30年度に策定した第2期データヘルス計画
（平成30年度～令和5年度）の中間評価・見直しを
行い、健康課題と保健事業の紐づけや健康課題の
優先順位づけなどを行うとともに、レセプトデー
タ及び特定健診・特定保健指導のデータの突合・
分析を行い、組合員等の健康状態や疾病等の傾向
を適切に把握し、健康の保持増進を効率的かつ効
果的に進めること。
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お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

就職・進学シーズン就職・進学シーズン
被扶養者の異動手続きはお済みですか？被扶養者の異動手続きはお済みですか？
　春は、新しい生活がスタートするご家族も多いかと思います。
　被扶養者に認定されている方が就職した場合、共済組合の被扶養者資格は喪失することと
なりますので、被扶養者の「取消申告」と「被扶養者証の返納」をしていただく必要があります。
忘れずに手続きをお願いします！！

住所変更の手続きを忘れていませんか？住所変更の手続きを忘れていませんか？

　被扶養者のうち、高校・大学・専門学校等を卒業して就職、あるいは学生以外の被扶養者の方でも再就職先が決まっ
たなど、該当する方がいる場合は、就職先の健康保険の適用になりますので、被扶養者の取消し手続きが必要です。
　なお、アルバイトやパートタイマーなどで、社会保険の適用がない場合であっても月額108,334円以上の収入が見
込まれる場合や、雇用契約などが変更となり社会保険へ加入した場合は、就職した日あるいは、加入した日から扶養
資格の取消しとなりますのでご注意ください。
　また、扶養取消日以降に医療機関で受診される場合には、必ず健康保険が変わった旨をお伝えいただき、新しい保
険証を提示してから受診されますようお願いいたします。
　(注 )　就職等に伴い、社会保険適用となった場合でも、共済組合の被扶養者資格は自動喪失とはなりませんので、

既に就職等されて社会保険に加入となっているにもかかわらず、まだ共済組合の被扶養者証がお手元にある
方については、「取消申告」が行われていない可能性がありますので、再度確認をしてください。

書類の提出は、共済組合事務担当課を通してお願いいたします。
扶養取消し後の医療費等について
　上記の扶養取消日以降本組合の被扶養者証を使って保険医療機関において受診された場合、医療費等を返還いた
だくことになりますので、ご注意ください。

　最近、共済組合からの郵便物（年金・健康保険・共済生活保険等）をご自宅へ送付する際、
住所変更が行われておらず、郵便物が届かないケースが増えております。
　つきましては、転居等により住所が変わった場合は、所属所の共済事務担当課を経由して
「登録事項変更申告書」をご提出ください。
　なお、住所変更による組合員証等の再交付は行いませんので、住所変更の届出後に、組合員
証等の裏面「住所」欄に記載の旧住所を二重線で抹消し、余白部分に新住所をご記入のうえ引
き続きご使用くださいますようお願いいたします。

ご注意
ください！！

　住所変更に伴い、組合員と被扶養者が別居（同一住所であっても別世帯となっている場合は別居とみなし
ます。）となる場合は、遠隔地の申請と生活費の仕送り（毎月、金融機関での振込み。）が必要となります。
　また、2年に1度の「被扶養者状況調査（検認）」の際には、過去2年分の仕送り状況が確認できる振込明細
書等をご提出いただきますので、書類は大切に保管してください。

　住所変更・遠隔地の申請手続きや仕送り額の計算等につきましては、このほかにも細かく定められております。
　詳しくは、共済組合ホームページに掲載の「被扶養者認定基準及び取扱い」等をご覧いただくか、保険課までお気軽に
ご相談ください。

被扶養者の取消しについて
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お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

禁煙したいあなた、今がチャンスです！
参加に必要なのはメールアドレスのみ！

時間も場所も選ばず、厳しい制限もありません！！
卒煙プログラムに挑戦して、今こそ禁煙しましょう！！！

❶対象者　　組合員（任意継続組合員含む。）および被扶養者

❷実施方法　株式会社エス・エム・エスが実施する「卒煙プログラム」に年２回参画します。

①「ご加入の健康保険組合名を記入」欄は、「埼玉県市町村職員共済組合」と入力してください。
②「お勤め先の会社名」欄は、所属所名（例：○○市役所、○○○○消防組合）を入力してください。

❸申込み（お客様情報の入力）の際の注意点

　喫煙は、肺がんなど多くの病気のリスクが高くなるとともに、令和2年4月から改正健康増進法が全面施
行され、「望まない受動喫煙」防止対策が強化されたため、令和3年度から喫煙を止めたい人に対する禁煙支
援を行うこととなりました。この機会にぜひチャレンジしてください。

毎週メールで
卒煙

アドバイス

あなた専用の
パーソナル
プログラム

参加費用
無料

申込期限：令和3年5月23日（日）　第1回

　個人でインターネットから直接申込みのうえ、３カ月間（計
12回）禁煙を継続するための情報提供をメールで受領して
いただき、禁煙状況の報告や禁煙知識テストを実施して、楽
しみながら卒煙を目指していただくものです。

詳細については、
16・17ページをご覧ください。

募集時期（共済だより） 情報配信（約3カ月）

第１回 ４月号 ６月～８月

第2回 10月号 12月～2月

卒煙プログラム 参加者募集
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卒煙プログラム
参加費無料

あ
な
た
は
、

12
週
間
で

卒
煙
で
き
る
か
!?

毎週1回、メールで
卒煙アドバイス!

すき間時間で
気軽にチャレンジ!

質の高いコンテンツで
サポート!

あなただけの
パーソナルプログラム!

POINT1 POINT2 POINT3 POINT4

毎週1回、メ ルで
卒煙アドバイス!

すき間時間で
気軽にチャレンジ!

質の高いコンテンツで
サポ ト!

あなただけの
パ ソナルプログラム!

卒煙プログラムの詳細は、裏面をご覧ください。

卒煙に必要な情報を、あなた専用にパーソナライズしてご提供

次は、あなたが挑戦する番です。

https://rmkr.jp/kinnen/000お申込みは
こちらから

募集期間 2021年5月23日（日）まで  ※定員になり次第終了
配信開始 2021年6月1日（火）

卒煙プログラムの詳細は、右面をご覧ください。

共済だより
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Mail: info@kinnenshido.jp

POINT1 POINT2

POINT3 POINT4

毎週1回、メールで
卒煙アドバイス!

メール支援

挑戦に必要なのは、メールアドレスのみ。
場所と時間を選ばず、厳しい制限などはありません。

卒煙担当アドバイザーがつき、
3カ月間禁煙に必要な情報を
メール共有します。無理な服薬
や通院を必要としない禁煙アド
バイスがもらえます。

参加者に毎週禁煙を継続するた
めの情報提供をメールで連絡し
ます。メール内容を確認し、web
ページより禁煙状況の報告や、禁
煙知識テストを実施して、楽しみ
ながら卒煙を目指します。質問や
相談もできます。

すき間時間で
気軽にチャレンジ!

週に一度、卒煙アドバイザーか
ら届くwebアンケートに回答し
て禁煙状況を報告するだけ。空
いた時間にPCや携帯で内容を
チェックできるので、自分のペー
スでチャレンジできます。

質の高いコンテンツで
サポート!

プログラム終了後も禁煙を継続
するためのメカニズムを知るこ
とができます。
●タバコが辞められない仕組み
●禁煙補助薬の効果
●禁煙による金銭的メリット

あなただけの
パーソナルプログラム!

毎週メール配信されるメールの
webアンケートの回答内容に合
わせてコンテンツの内容が変わ
ります。あなたに必要なプログ
ラムを毎週パーソナライズして
サポートします。

支援3ヶ月

メールでの
継続的サポート

禁煙状況報告

達成報告

全12回

株式会社エス･エム･エス 卒煙サポート事務局

次は、あなたが挑戦する番です。

https://rmkr.jp/kinnen/000お申込みは
こちらから

募集期間 2021年5月23日（日）まで  ※定員になり次第終了
配信開始 2021年6月1日（火）
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令和3年度の年金額改定について令和3年度の年金額改定について
お知らせします！お知らせします！

～昨年度から0.1％のマイナス改定です～

　令和3年1月22日、総務省から「令和2年平均の全国消費者物価指数」が公表されたことに伴
い、令和3年度の年金額は、法律の規定により、令和2年度から0.1％のマイナスで改定されます。
　なお、改定時期は4月分が支払われる6月支給期からとなります。
　また、再就職等における在職老齢年金の算定基礎となる支給停止調整額については、令和2年
度から変更ありません。

●令和3年度の参考指標
　（1）物価変動率 …………………………………………………… 0.0%
　（2）名目手取り賃金変動率 …………………………………… ▲0.1%
　（3）マクロ経済スライドによるスライド調整率 …………… ▲0.1%

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

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

　年金額の改定は、名目手取り賃金変動率がマイナスで、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合、新規
裁定年金・既裁定年金ともに名目手取り賃金変動率を用いることが法律により定められています。
　このため、令和3年度年金額は、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り賃金変動率（▲0.1％）によって改
定されます。
　また、賃金や物価による改定率がマイナスの場合には、マクロ経済スライドによる調整は行わないこととされて
いるため、令和3年度の年金額改定においては、マクロ経済スライドによる調整は行われません。
　なお、マクロ経済スライドの未調整分（▲0.1％）は翌年度以降に繰り越されます。

年金額の改定について年金額の改定について１
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お問い合わせ先　年金課　☎048-822-3307

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。　詳細は『共済だより』10月号をご覧ください。

　　 「年金受給権者再就職届書（組合員用）」が必要です。
ご提出が遅くなりますと、年金額の過払いとなり、ご返還いただく場合があります。
※引き続き組合員（公務員）となった場合を除きます。

　　届出は不要です。

　　  「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。

区　　　分 令和2年度 令和3年度

60歳台前半（60歳～ 64歳）の
支給停止調整開始額 28万円 28万円

60歳台前半（60歳～ 64歳）の
支給停止調整変更額 47万円 47万円

60歳台後半（65歳～ 69歳）と
70歳以降の支給停止調整開始額 47万円 47万円

　令和3年度の在職老齢年金の支給停止調整変更額などについては、令和2年度から変更ありません。
　なお、計算方法等の詳細については、『共済だより』1月号をご覧ください。

●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

● 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

●国会議員・地方議会議員に就任した場合

在職老齢年金について在職老齢年金について2

ご注意ご注意
くださいください

年金払い退職給付に係る財政状況（令和元年度末）について年金払い退職給付に係る財政状況（令和元年度末）について

地方公務員共済組合連合会では、ホームページに令和元年度末の「財政検証結果」を掲載しています。
是非、ご覧ください。https://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「年金関連情報⇒年金財政関係⇒年金払い退職給付（退職等年金給付）
⇒財政検証・財政再計算」からご覧いただけます。

地方公務員共済組合連合会

地方公務員共済組合連合会 検索
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　本組合は、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」事業に参加しております。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賞品が
もらえる健康事業です。

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参加登録方法手順に従いお申込みください。

参 加 方 法

※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。

１

❶ iPhoneの場合は「App Store」、Androidの場合は「Google Play」アイコンを押す
❷「コバトン健康マイレージ」と検索する
❸「インストール」を押す
❹ダウンロードが完了したら「開く」を押す

「コバトン健康マイレージアプリ」をダウンロード！

「埼玉県コバトン健康マイレージ」「埼玉県コバトン健康マイレージ」
参加者募集中！参加者募集中！

2

❶「新規登録」を押す
❷２つの確認欄にチェックを入れて「同意して次に進む」を押す
❸２つの利用規約を確認して「同意して次に進む」を押す

利用規約等を確認して、同意する

3

❶スマートフォンで受信可能なメールアドレスを入力して「認証コードを送信する」を押す
❷登録したメールアドレスに数字６桁の「認証コード」が記載されたメールが届く
❸マイレージアプリに戻り「認証コード」を入力して「認証する」を押す

認証コードを入力する

4

❶「御加入の健康保険組合／お勤めの企業から」を選択
❷「埼玉県市町村職員共済組合」を選択し、名前・住所などを入力して「次に進む」を押す

所属団体とユーザー情報の登録

楽しく歩いて楽しく歩いて
賞品を賞品を
当てよう！当てよう！

コバトン健康マイレージアプリ参加登録方法コバトン健康マイレージアプリ参加登録方法

コバトン

QRコードからアプリをダウンロード！

iPhone（アイフォン）
ご利用の方

Android（アンドロイド）
ご利用の方
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参加登録・お問い合わせは 埼玉県コバトン健康マイレージ事務局
https://kobaton-mileage.jp/WEB・お問い合わせ

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。

5

❶  組合員証等の情報(1)(2)(3)を
入力して「次に進む」を押す

❷  賞品の「寄付設定」と「メールマ
ガジン設定」を選択して「次に
進む」を押す

組合員証等情報入力と寄付・メールマガジン配信を選択する

6

❶入力内容を確認して「この内容で送信する」を押す
❷登録完了！「ログイン画面へ」を押す
❸  登録したメールアドレスに２通に分けて送られてくる「ログインID」と「パスワー
ド」をコピーして、アプリの各欄にペースト（貼り付け）する

ログインID・パスワード発行、利用開始！

令和3年 4月27日交付

埼９９９ ◯◯◯◯◯  （枝番）◯◯

共済　太郎
キョウサイ タロウ

平成 3年 6月15日

令和 3年 4月 1日

⑴ 被保険者記号 ⑵ 被保険者
番号

⑶ 保険者番号
※ この組合員証見本は令和3年3月以降
発行の組合員証です。

コバトン

組合員証見本

共済預金の預入限度額の引き下げについて共済預金の預入限度額の引き下げについて
　共済預金については、令和３年４月１日より預入限度額を、組合員１人の全員口座
と自由口座を合わせて3,000万円から2,500万円に引き下げさせていただいておりま
す。預入限度額を超える場合は、預金の払い戻しをお願いいたします。
　また、共済預金の令和２年度分の利息が、令和３年４月１日付けで元金に繰り入れと
なっておりますので、残高の確認をお願いいたします。
　なお、共済預金の払い戻しにつきまして、埼玉りそな銀行よりお知らせがありますの
で、22・23ページをご確認ください。

※預入限度額は組合員一人の全員口座と自由口座の合算額です。
※令和３年度の支払利率は令和２年度に引き続き年利1.6％です。

預入限度額
3,000万円
令和3年3月31日まで

2,500万円
令和3年4月1日から

お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305
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　平素より、埼玉りそな銀行をご利用、ご愛顧いただき誠にありがとうございます。
　このたび、共済預金の預入限度額が3,000万円から2,500万円に引き下げとなっ
たことに伴い、預入限度額を超過している職員の皆さまにおかれましては、令和３年６
月末までに払い戻しいただくことになります。共済預金の払い戻しにつきまして、ご
留意いただきたい点を以下の通り、ご案内申し上げます。
　円滑なお手続きのため、組合員の皆さまのご協力をお願いいたします。

「共済預金限度額引き下げに伴う超過額払出」のためご来店いただくお客さまへ

●窓口へご来店の際にご持参いただくもの

▶共済預金通帳　▶届出印　▶全員口座のキャッシュカード（任意）　▶ご本人確認資料

●お取扱い店舗

▶埼玉県内の埼玉りそな銀行各支店  （通帳の副印鑑貼付が無い場合はお取引店※に限ります）

▶埼玉県内の埼玉りそな銀行ＡＴＭ  （ライフ新座店を除く） 
（ただし、１日のご利用限度額は50万円までとなっております）

※お取引店は、通帳表紙裏面に印字されていますのでご確認ください

ご本人確認資料とは

(1)顔写真付きの公的書類をお持ちの場合(次の書類の①～⑧の書類1点原本提示)
　①運転免許証　　②運転経歴証明書(2012年4月1日以降交付のもの)
　③パスポート(2020年2月4日以前に発行された氏名、住所および生年月日の記載があるもの)
　④個人番号カード　　⑤障がい者手帳　　⑥在留カード　　⑦特別永住者証明書
　⑧官公庁から発行または発給された書類、その他これに類するもの(＊)(氏名、住所および生年月日の記載があるものに限る)

(2)顔写真付の公的書類をお持ちでない場合(以下⑨～⑭の書類2点原本提示)
　⑨組合員証または埼玉県市町村職員共済組合員資格証明書
　⑩印鑑登録証明書(＊) 　　⑪住民票の写し(コピーではない)(＊)

　⑫住民票の記載事項証明書(＊)

　⑬戸籍の謄本もしくは抄本 (ただし、戸籍の附票の写しが添付されているものに限る) (＊)

　⑭顔写真のない公的機関発行書類 (氏名、住居、生年月日の記載のあるもの) (＊)

(＊)のあるものについては、提示いただく6カ月以内に発行されたものに限ります。

埼玉りそな銀行からのお知らせ
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●その他、ご来店前にご確認いただきたいこと
❶新型コロナウイルス感染防止の為、ご来店の際は事前のご予約をおすすめいたします
　　　▶▶▶混雑緩和のためご協力お願い致します。ご予約方法は、ページ下をご参照ください。

❷埼玉りそな銀行またはりそな銀行に普通預金口座をお持ちの方は、普通預金のお通帳、届出印、キャッシュ
カードも合わせてご持参ください

　　　▶▶▶お手続きをスムーズに行うためにご協力をお願いします。

❸りそなグループに口座をお持ちでない方で、今回、新たに埼玉りそな銀行へお口座を作成していただく場合、
アプリで事前に口座開設が可能です

　　　▶▶▶事前に口座開設の上、ご来店いただくとお待たせする時間が少なくなります。

❹ご来店時には、お引き出ししたご資金の運用相談も承っております
　　　▶▶▶運用相談をご希望される方は、マイナンバーカードもご持参ください。

❺なお、現金でのお受け取りやお振込みにはお手続きに相応の時間を要する場合がありますので、ご了承ください

銀行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および金融庁より2018年2月に公表された「マネー・ローンダリング
及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、本人確認書類のご提示、ご職業・お取引の目的・お客さまに関する
情報等の確認（「お取引確認」といいます）をさせていただいております。複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよび
テロ資金供与への対策は、日本および国際社会が取り組むべき課題としてその重要性は高まっています。ご理解・ご協力く
ださいますようお願い申し上げます。 埼玉りそな銀行

ご本人さまがご来店できない場合の留意点

ご本人さまの本人確認資料に加えて、来店された方の本人確認資料、(確認資料の変更が未済の場合)同居家族であること
を確認できる住民票の写し・委任状などの書面等により、ご本人のためにお取引いただくことを確認させていただきます。
状況によっては、ご本人に払出の意思確認をさせていただく場合がありますのでご承知おきください。

ご来店の3営業日前17：00までにご予約をお願いします。

運転免許証（マイナンバーカード、在留カード）を
撮影して送信するだけ

※カードがお手元に届くまで、約2週間ほどかかります。

来店不要

ダウン
ロードは
こちら

スマホアプリで
最短翌営業日に口座開設

❷ご相談内容を選択：‶資産運用～”にチェック

❹必要事項を入力：‶共済預金手続き”にチェック

❸ご来店日時を選択：平日9:00~15:00から選択
※指定可能時間は店舗により異なる場合があります

❶予約サイトへアクセスし、店舗を選択
https://www.saitamaresona.co.jp/kojin/raiten_yoyaku/

大宮支店、川口支店、南越谷支店、川越支店（川越南支店含む）、熊谷支店（熊谷駅前支店
含む）、上尾支店へご来店をご希望の場合は、上記サイトへアクセス後「セブンデイズプラ
ザ」予約サイトをご選択ください。（予約日は平日のみご選択いただけます）

埼玉りそな　来店予約

お取引店へお電話でご予約いただくこともできます。
＊自動音声ガイダンスの後に「3」を押してください。

ご予約
方法 Web来店予約サイト

予約
受付時間 24時間受付

スマホで簡単！口座開設Webでかんたん来店予約

お電話での受付は各店の
窓口営業時間内となります

マネー・ローンダリングに関するご案内
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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
付申込にかか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、融資金およ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およ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ご活用くださいください

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
しくは購入または住宅
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
額または最低保証額
（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（住宅貸付およ
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

組合員の家財にかかる
水震火災その他の非常
災害および盗難等によ
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

組合員の住宅または住
宅の敷地にかかる災害
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

現に住宅貸付または災
害住宅貸付を受けてい
る組合員の居住する住
宅または住宅の敷地に
かかる災害による損害
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

組合員またはその被扶
養者の療養（高額療養
費の支給対象となる療
養を除く）にかかる費
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

組合員またはその被扶
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
修学校および各種学校
（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%

（令和3年4月1日現在）

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。
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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
または被扶養者でない
子、孫もしくは兄弟姉
妹の婚姻にかかる費用
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
または配偶者の父母の
葬祭にかかる費用を必
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

組合員またはその被扶
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30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

共済だより
2021.4.April No.643

25



　令和3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。
　なお、記載の年齢は保険年齢です。

（2）7L プランサポート加入者数（本人・配偶者）（1）7L プラン加入者数（本人・配偶者・こども）
（単位：名）

本人 配偶者 こども

18～26歳 2,690 65

3歳～22歳
3,659

27～35歳 7,905 1,069

36～40歳 3,537 985

41～45歳 3,927 1,225

46～50歳 4,821 1,461

51～55歳 3,527 963

56～60歳 2,544 550

61歳～ 521 128

合計 29,472 6,446

加入対象
区分

年齢

（3）医療費支援制度加入者数（本人・配偶者・こども） （4）入院援助金加入者数（本人・配偶者・こども）

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

7Lプランの本人加入率については、
51.8%となりました

（単位：名）

本人 配偶者

18～26歳 2,525 59

27～35歳 6,866 905

36～40歳 2,823 793

41～45歳 3,047 966

46～50歳 3,725 1,071

51～55歳 2,614 661

56～60歳 1,865 396

61歳～ 379 92

合計 23,844 4,943

年齢

加入対象
区分

（単位：名）

本人 配偶者 こども

18～26歳 1,439 27

0歳～ 25歳
812

27～35歳 2,208 227

36～40歳 720 159

41～45歳 775 185

46～50歳 889 210

51～55歳 584 111

56～60歳 348 48

61歳～ 57 20

合計 7,020 987

年齢

加入対象
区分

（単位：名）

本人 配偶者 こども

18～26歳 1,274 13

3歳～22歳
1,136

27～35歳 2,717 131

36～40歳 890 147

41～45歳 1,260 267

46～50歳 1,847 349

51～55歳 1,478 240

56～60歳 1,045 164

61歳～ 213 23

合計 10,724 1,334

年齢

加入対象
区分

（1）月払加入者数（1口=5,000円） （2）賞与払加入者数（1口=10,000円）
口数 人数（名）
1口 1,926

2口 5,131

3口 830

4口 3,609

計 11,496

口数 人数（名）
5口 4,637

10口 1,449

15口 1,190

計 7,276

※予定利率=年1.25%

M・F・Eプラン加入状況1

7L プラン・7Lプランサポート・医療費支援制度・入院援助金加入状況2
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お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

（1）入院保障プラン加入者数（本人・配偶者）

（3）退職後継続保障制度加入者数（本人・配偶者）
本人 配偶者 こども

3,112 名 349 名 718名
本人 配偶者

1,301 名 190 名

（4）傷害補償制度加入者数（本人・配偶者・こども）

（2）重病克服支援制度加入者数（本人・配偶者）

（5）訴訟費用保険加入者数 （6）長期療養収入補償制度加入者数
本人

1,567 名
本人

10,117 名

加入者数（令和3年1月1日現在）および保険金支給額
（令和2年1月1日～令和2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 550名 85件 6,313,200円
安心サポート保険 201名 11件 318,800円
ゴルファー保険 621名 31件 4,574,241円

（単位：名）

本人 配偶者

16歳～20歳 4 0

21歳～25歳 96 6

26歳～30歳 465 43

31歳～35歳 831 102

36歳～40歳 910 184

41歳～45歳 1,439 276

46歳～50歳 1,561 320

51歳～55歳 1,076 180

56歳～60歳 728 107

61歳～ 154 23

合計 7,264 1,241

年齢

加入対象
区分

（単位：名）

本人 配偶者

16歳～20歳 3 0

21歳～25歳 105 2

26歳～30歳 510 33

31歳～35歳 738 74

36歳～40歳 597 117

41歳～45歳 960 173

46歳～50歳 1,100 183

51歳～55歳 682 113

56歳～60歳 392 45

61歳～ 59 9

合計 5,146 749

年齢

加入対象
区分

本人 配偶者 親※

3,083 名 721 名 354 名

（7）介護一時金制度加入者数（本人・配偶者・親）

※親の加入者数は、本人父、本人母、配偶者父、配偶者母の合計です

その他制度加入状況3

スポーツ保険4
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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・取扱代理店  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

共済生活保険は、４月新規組合員になられた方を対象に令和3年８月１日を責任開始期
（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。

組合員の皆さまの掛金を基に、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カ月で収支計算を行います。）

７Ｌプラン
・昨年の配当率：約26.9％

● 配当率は、今後変動することがありま
すので将来のお支払いを約束するもの
ではありません。
● 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。

◆ 令和2年給付実績
7Lプラン :29件
7Lプランサポート :30件
入院援助金 : 321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
令和3年 4月  1日 申込開始

4月23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

❶ 7Lプラン 万一（死亡・高度障害）の場合に長期間にわたってサポート。

❷ 7Lプランサポート 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35年間の年金給付。

❸ 医療費支援制度
病気やケガで入院をした場合に、入院支援給付金を支給。また、入院を伴わない手術や放射
線治療を受けた場合に給付金を支給。そして、先進医療による療養を受けた場合に給付金を
支給。　※対象となる先進医療については、パンフレットの「給付金に関する注意」をご確認ください。

❹ 入院援助金 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。

❺ 傷害補償制度
　 自転車損害保険
　 加入義務化に適合！

ケガによる入院・通院・手術をした場合に、保険金を支給。また、日常生活における賠償事
故のリスクも補償。

❻ M・F・E プラン
　 ～退職後、ゆとりある
　　　 生活のための積立～

1口5,000円（1口～ 4口までご加入できます）
【留意事項】
退職等組合員資格喪失に伴い短期間解約した場合、積立金（脱退一時金）は払込保険料の合
計を下回ることがありますのでご注意ください。

❼ 訴訟費用保険
　 自転車損害保険
　 加入義務化に適合！

業務上の行為に起因する訴訟がなされた場合、組合員の皆さまが負担される争訟費用と法
律上の損害賠償金について保険金をお支払い。また、日常生活上での訴訟・賠償リスクを総
合的に補償。

▶詳細はパンフレットをご覧ください

4月新規採用
組合員の皆さまへ

1

2

3

制度のしくみ制度のしくみ

制度の概要制度の概要

スケジュールスケジュール

４月新規採用者４月新規採用者のの

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
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詳細につきましては『共済だより』６月号およ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「みんなのＭＹポータル」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 )

お手続き期間　令和３年５月下旬～８月上旬 (予定 )

「共済生活保険」は、新型コロナウイルスにも対応しています。
「共済生活保険」の入院保障は、新型コロナウイルスにより、臨時施設等や自宅で療養した期間も入院給
付の対象となります！※

お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

ご加入者の皆さまへ　新型コロナウイルスに関する取扱い

今後の流れ (予定 )

更新募集のお知らせ １月１日
保障開始

　共済生活保険は、共済組合員の相互扶助制度として令和３年１月
１日更新時現在29,472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、
ぜひこの機会にご検討ください。
●下記の制度について、退職後も団体扱いにて継続可能です。
　7Lプラン　　7Lプランサポート　　医療費支援制度
　入院援助金　　入院保障プラン　　退職後継続保障制度
　重病克服支援制度　　介護一時金制度

※「医療費支援制度」「入院援助金」「入院保障プラン」は、新型コロナウイルスにより、医療機関
に入院できず、臨時施設等または自宅で療養した期間についても入院給付の対象とする特
別取扱いを実施します。(ご請求にあたっては、その期間に関する医師または医療機関の証
明が必要となります。)

スケールメリットが
きいたお手頃な保険
料でご加入できます。
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　加入者の利便性の向上を目的とし、従来の運営とあわせ、「共済生活保険」
のサービスの一部が専用ポータルサイト( 以下、「みんなのＭＹポータル」)で
も利用できるようになります。
　「みんなのＭＹポータル」は、令和３年4月からサービスを開始いたします。

● 「共済生活保険」のご加入者が、スマートフォンやパソコンで、ID登録を行うことで、時間、場所に関わ
らず、各種サービスを利用することができます。

● 現在、「共済生活保険」にご加入されていない方においても、共通メニューをご利用いただくことが可能
ですが、加入者専用メニューの2「ご加入者さま」は利用することができません。

「みんなのＭＹポータル」の開設により、サービスの利便性が向上します

「共済生活保険」専用ポータル開設のご案内

「みんなのＭＹポータル」主なサービス「みんなのＭＹポータル」主なサービス

1 共済生活保険の大事なお知らせ

ご加入者さま
「共済生活保険」のご加入者専用メニュー。加入内容照会、「加入内容のお知らせ」、「配当明細」
をWEBで確認でき、M・F・E(一部払出し )もWEBで請求

加入・変更をご検討中の皆さま
「共済生活保険」の加入および変更を希望される方への情報を提供

健活レポート・健康情報
健康に役立つ情報を提供

各種ツール・ご案内
必要保障額等を試算するライフプランシミュレーションの機能を搭載

2

3

4

5

1 「共済生活保険」加入者のサービス利用のための登録方法
３月中旬から順次送付しております「新規登録のご案内チラシ」および共済組合
ホームページをご参照ください。

２ 「共済生活保険」未加入者のサービス利用方法
①　下記アドレスから団体共通 IDログイン（右側）をクリック
②　団体共通 IDとパスワードを入力

「みんなのMYポータル」ログインアドレス
https://www.meijiyasuda.co.jp/corporation/ld/myportal/

団体共通 ID：a0000699
パスワード：nnlt7762
（エヌ エヌ エル ティー
 7 7 6 2）
※すべて半角文字
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　共済組合では、組合員の皆さまを対象に物資割引契約を行っておりますが、この度、株式会
社あさひセレモニー（仏事全般業務取扱業者）および、株式会社ニューサンピア埼玉おごせ（宿
泊・レジャー施設）と割引契約を結ぶことといたしましたのでお知らせいたします。

利用資格者 組合員、被扶養者およびその家族

利用可能店
株式会社あさひセレモニー取扱い店舗
株式会社ニューサンピア埼玉おごせ

利用方法
申込みの際に、組合員あるいはその家族であることを申し出てください。
その際、資格確認のため組合員証等を提示してください。

契約業者連絡先

〈株式会社あさひセレモニー〉
住　　所：東京都立川市栄町6丁目1番13号
電話番号：042-534-2111

〈株式会社ニューサンピア埼玉おごせ〉
住　　所：埼玉県入間郡越生町古池700
電話番号：049-292-6111

その他
組合員証等を提示せずに申込みをされた場合、後から割引きを受けられないこ
とがありますのでご注意ください。

不明な点および詳細につきましては、上記連絡先へお問い合わせください。

株式会社あさひセレモニー割引内容

物資割引契約のお知らせ!
株式会社あさひセレモニーと契約（令和3年4月1日）

株式会社ニューサンピア埼玉おごせと契約（令和3年4月1日）

●白木祭壇 一般祭壇価格より　40％割引

●花祭壇 一般祭殿価格より　20％割引

●供花供物 生花一般価格より　10％割引
 花輪一般価格より　20％割引

●仏壇仏具 一般表示金額より　10％～30％割引
　（商品はカタログ販売となります。但し、特価品は除く）

●墓所墓石（永代使用料は除く） 10％～20％割引

●宿泊料金 10％割引

●会議室・集宴会場（料理・飲料） 5％割引

●スポーツ施設※ 5％割引

株式会社ニューサンピア埼玉おごせ割引内容

※ プール施設の利用について、大人のみレクリエーション
施設利用券との併用が可能です。
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お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

　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。

▶ 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0.70％（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 令和3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。

財産形成住宅貸付のご案内
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疑わしい症状
　発熱や喉の痛み、咳、倦怠感などの症状を訴える人が多いことが特徴です。発熱など
のかぜの症状がある場合は外出を控えるとともに、息苦しさ、倦怠感、高熱などの強い
症状がある場合は、かかりつけ医等の身近な医療機関等に電話で相談してください。

どうやって感染するの？
　くしゃみや咳などに混じったウイルスを吸い込んで感染する「飛沫感染」、ウイルスが付着しているも
のに触って、その手で口や鼻を触ることにより粘膜から感染する「接触感染」で感染します。閉鎖した空
間で、近距離で多くの人と会話するなどの環境では、咳やくしゃみなどの症状がなくても感染を拡大さ
せるリスクがあるとされています。

感染を予防するには
　流行中は、基本的な感染予防
の実施や不要不急の外出の自
粛、「3つの密」を避けること等が
重要です。

　感染拡大が続いている新型コロナウイルスは、今なお終息の気配
を見せていません。感染症予防の基本は、「手洗い」「マスクの着用
を含む咳エチケット」です。感染症にかからない・もしかかっても感
染を広げないように、日頃から予防の基本を徹底しましょう。

新型コロナウイルス感染症予防対策新型コロナウイルス感染症予防対策

新しい生活様式の
実践例

政府はコロナ禍における中長期的な対策として、新型コロナウイルス
感染症専門家会議からの提言を踏まえ、新しい生活様式の実践例を提
示しています。
※ 詳しくは、厚生労働省ホームページ「新しい生活様式の実践例」をご確認ください。

3つの条件がそろう
場所がクラスター
（集団）発生のリスク
が高い

換気の悪い換気の悪い
密閉空間密閉空間

多数が集まる多数が集まる
密集場所密集場所

間近で会話や間近で会話や
発声をする発声をする
密接場面密接場面

3つの密を
避けましょう！

　埼玉県が中心となり行政・企業・民間団体等が連携して運営している「SAITAMA出会いサポートセンター」の
事業運営に賛同し、昨年度から当該運営協議会に協賛会員として入会しております。
　本組合の入会により、今後、組合員の皆さまが利用登録を行う際、特典として下記のとおり登録料の割引が受け
られますのでぜひご活用ください。
　なお、割引対象者については組合員ご本人のみとなります。

「「SAITAMA出会いサポートセンター」SAITAMA出会いサポートセンター」について

事業内容の詳細については、
ホームページをご参照ください。

https://koitama.jp
恋たま

SAITAMA 出会いサポートセンター

☎048-789-7721
（火～日　11：00～18：30）

　info@koitama.jp

利用登録料（2年間・税込）　16,000円 ▶ 11,000円
（割引の適用については、組合員証の提示が必要となります。）
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❖開催日および場所
　⑴ 川越会場①

• 令和3年6月13日（日）
• 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
　⑵ 川越会場②

• 令和3年6月19日（土）
• 川越運動公園総合体育館弓道場
• 所在地　同上
• TEL　同上
• アクセス　 同上

❖   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

　※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、予
定より早く終了する場合があります。

❖   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
川越会場①、川越会場②それぞれ20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13日「川越①」・6月19日「川越②」 ）の体験会に申込みます。（※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、共済組合あてに郵送または 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7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に納入してください。

❖   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

5月7日（金）

所 属 所 名 組 合 員 証 番 号 申込代表者

部 課 署 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、ふりがなおよび年齢 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

申込締切日 6月13日（日）「川越会場①」
6月19日（土）「川越会場②」会　場

弓道初心者体験会弓道初心者体験会ののご案内ご案内
●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。お気軽にお申込みください。

開催要領

申込方法等

弓道の一日体験を
してみませんか!?
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● 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。

弓道大会参加申込書（７月10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

申 込 方 法 等

所属所名 組合員証番号 申込代表者

部課署名 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10日（土）
ひだかアリーナ弓道場 （日高市文化体育館）会 場 6月4日（金）※共済組合必着申込締切日

（きりとり線）

団体戦団体戦個人戦個人戦

開催の開催の
ご案内ご案内

　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、共済組合あてに郵送または
ＦＡＸしてください。
◆申込書送付先
　〒330 ー  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4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
　令和3年7月10日（土）　午前9時受付開始
◆開催会場
ひだかアリーナ弓道場（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。
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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
7月9日（金）18：00までにチェックインして
ください。
7月9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（7月9日～ 7月10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
令和3年5月28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 令和3年7月10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 
50名（アウトイン各6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

17,500円

16,000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、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

7 9（金）7 10（土）

受　付

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。

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

福祉課　☎048-822-3305

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。

5050名名
募集人数

ゴルフ大会実施要領

申込方法・参加者決定等

ゴルフ大会開催ゴルフ大会開催のご案内のご案内
草 津 会 場

大会は10日（土）です

大会会場 草津カントリークラブ 申込締切日 ※本組合必着のこと5 月28日（金）

１泊２食は
宿泊ポイント
 貯まります！

共済だより
2021.4.April No.643

36



ゴルフ教室参加希望申込書　（　　　　　　　会場）

（きりとり線）

所 属 所 名

部 課 署 名

参加希望者
氏　　　名

貸 ク ラ ブ

組合員証番号

勤務先電話番号
（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

ゴルフ教室開催ゴルフ教室開催ののご案内ご案内

開催日 会場名 開催場所 定員 講習時間

7月1日
（木）

川口会場 川口グリーン
ゴルフ 80人

午後6時から
9時まで

加須会場 騎西グリーン
ゴルフ 20人

7月5日
（月） 岩槻会場 オルゴゴルフ

ガーデン 31人

7月6日
（火） 坂戸会場 アーリーバード

ゴルフクラブ 45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
　令和 3 年5 月21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
　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

開 催 要 領

申込方法等

ぜひ
参加してみては
いかが？

県内4カ所
で開催 !!

●●プロの指導員が親切にご指導いたします。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？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。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。

＊申込締切日5月21日（金）まで　＊初心者大歓迎
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ご
利
用
範
囲

利用範囲は会員本人及び配偶者それぞれ
の二親等以内の親族までです。
苗字が違っても、遠くに住んでいても二親
等以内の親族ならご利用いただけます！
※一部ご利用対象者が限定されるメニューがあります。

ご
利
用
条
件

①年度内1会員につき15人泊まで
②1回の旅行につき5名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

宿泊補助金のご利用でお得に旅行が楽しめます！宿泊補助金のご利用でお得に旅行が楽しめます！
年度内1会員につき15人泊までご利用可能年度内1会員につき15人泊までご利用可能

補助増額期間補助増額期間
お１人様１泊につき3,000円

補助増額期間補助増額期間
お１人様１泊につき1,000円

7月17日～9月23日7月17日～9月23日およびおよび12月18日～1月3日12月18日～1月3日はは補助増額期間補助増額期間となりますとなります

えらべる倶楽部に関するご質問・ご相談えらべる倶楽部に関するご質問・ご相談

https://www.elavel-club.comJTBベネフィット総合インフォメーション

03-5646-5522
平日10:00～ 21:00　土日10:00～ 17:00

祝日・12/30～ 1/3は休業

※JTBベネフィットサービスセンターでは、日曜日と祝日が重なった
　場合、日曜日は日曜日対応の営業、翌日の「振替休日」は「祝日」
　としてお休みさせていただきます。
※ お客様サービス向上のため通話内容を録音させていただいてお
ります。予めご了承ください。 検索 えらべる倶楽部

父

祖父 祖母

孫 配偶者

子 配偶者

父

祖父 祖母

兄弟姉妹 配偶者配偶者

一親等 二親等

本人 兄弟姉妹 配偶者

母

祖父 祖母

母

祖父 祖母

「えらべる倶楽部」からのお知らせ

埼玉県市町村職員共済組合
宿泊補助金のご案内

lavel club.com

通常期間通常期間
お１人様１泊につき1,000円

大人・こども同額

「えらべる倶楽部」宿泊プラン
「えらべる倶楽部」ホームぺージ紹介宿泊プラン
エース JTB、JTBサン＆サン、他

対象メニュー

通常期間通常期間
お１人様１泊につき500円

大人・こども同額

るるぶトラベル
JTBダイナミックパッケージ（MySTYLE）

対象メニュー

TEL 会員専用サイト
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  2020年7月30日以前にパスワード登録を行った方 
アカウント確認用メールアドレスを事前に登録しておくことで、会員番号の紛失・パスワード忘れの際に再発行申請
をせずにWeb上からご自身で解決できるようになりました。アカウント確認用メールアドレスを登録しておきましょう。

「アカウント確認用メールアドレス」を登録しましょ「アカウント確認用メールアドレス」を登録しましょう!う!
会員番号・パスワード忘れの「困った」を解決！

ご登録方法
PC・スマートフォン 共通

「会員番号 (またはマイコード)」と「パスワード」を入
力して「ログイン」をクリック

ログイン 画面1

個人情報取り扱い 画面5会員専用サイト www.elavel-club.com
ログインページへお進みください。

スマートフォン
サイトは
コチラから

「マイメニュー」のご利用
方法内「各種登録・変更」
をクリック

マイメニュー 画面3
メールアドレス情報のア
カウント確認用より
「変更」をクリック

各種登録・変更 画面4

※画面デザインは変更になる場合があります。

「マイメニュー」へお進みください。

※スマートフォンサイトは「ご自身のお名前」または「マイメニュー」からお進みください

TOPページ 画面2

P C スマートフォン

内容ご確認のうえ、「同
意します」をクリック

メールアドレス入力 画面6
アカウント確認用メー
ルアドレスを入力し、
「次へ」をクリック

入力内容確認 画面7
登録完了に必要な「確
認コード」を送信します。
「次へ」をクリック

確認コード入力 画面8
この画面を閉じずに
メールに届いた「確認
コード」を入力し「次へ」
をクリック

登録完了 画面9

2020年7月30日以前に2020年7月30日以前に
パスワード登録を行った方パスワード登録を行った方
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(1) レジャー施設【年度利用回数：1施設 1回】
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

岩槻人形
博物館

さいたま市岩槻区
本町 6丁目 1-1
℡  .048-749-0222

通年

一般 300円

※１）
700円

＊ 障がい者手帳をお持ちの方およびその付添
いの方 1名は半額

高・大学生 150円
小・中学生 100円
65歳以上 150円

所沢市民文化
センター
ミューズ

所沢市並木一丁目
9番地の１
℡  .04-2998-7777

通年 1,000 円～ 1,000 円

＊ 利用券補助対象は所沢市民文化センター主
催の公演のみとなりますので詳細は直接施
設へお問い合わせください
＊ 年齢制限のある公演については予めご確認
ください
＊ 利用券の使用は前売り販売のみとなります
＊ 利用券の利用日は公演日の日付となります
＊ 他の割引や補助券との併用はできません

入間市博物館 入間市二本木 100
℡  .04-2934-7711 通年

一般 200円
※１）
700円

＊ 小学校就学前および 65歳以上の方は無料
＊ 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
および療育手帳をお持ちの方およびその介
護者 (障害者 1名に対し 1名まで )は無料

高・大学生 100円

小・中学生 50円

横山農園 北本市中央 2-103
℡  .080-6671-7639

1 月上旬
〜

5月上旬

大人 2,000 円

※１）
700円

＊大人は小学生以上
＊小人は 3歳以上小学生未満
＊ 1歳未満無料
＊ 苺の生育具合により休園する場合があります
ので、事前に電話で営業を確認してください

小人 1,500 円

2歳まで 300円

越谷いちご
観光農園

①越谷いちごタウン
　℡  .048-965-1514
②いちご工房木村屋
　℡  .080-5416-9674
③いちご工房ひらかた
　℡  .080-5491-0015
④越谷ストロベリー
　℡  .090-6936-2595
⑤ストロベリーガーデン
　おぎしま
　℡  .080-5443-1583
⑥千疋いちご園
　℡  .070-6431-1115
⑦いちご園ラフレーズ
　℡  .080-7033-0657
⑧越谷いちご須賀農園
　℡  .048-973-7815

12 月中旬
〜

6月上旬

料金は各農園へ
直接ご確認ください 700円

＊左記施設の中から、1施設お選びください
　 （1 施設ずつにつき 1回の補助ではありま
せんのでご注意ください）
＊大人は小学生以上
＊小人は 3歳～小学生未満
＊ 3歳未満は無料
＊定休日あり
＊ 開園期間、臨時休園等は苺の生育状況によ
り異なりますので、事前に電話や農園の
ホームページで直接ご確認ください

八木原農園
秩父郡横瀬町横瀬
3338-2
℡  .090-8043-4962

1/1
〜

シーズン終了

大人 1,300 円～

700円

＊大人は小学生以上
＊幼児は２歳以上小学生未満
＊２歳未満無料
＊ 開園期間等は苺の生育状況により異なりま
すので、事前に電話や農園のホームページ
で直接ご確認ください

幼児 700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。

(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】
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 ノーラ名栗 飯能市下名栗 607-1
℡  .042-978-5522 通年

テントサウナⓇ（中）

2,000 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
ジをご覧ください
＊ BBQは利用券対象外
＊テントサウナⓇの利用は小学生以上
＊ グランピングの利用料金は中学生以上、小
学生は食事・ベッド有無で差異あり、幼児
無料

3時間貸切
プラン 10,000 円

1日貸切
プラン 15,000 円

テントサウナⓇ（大）
3時間貸切
プラン 25,000 円

グランピング
1泊 2食付 15,000 円～

レクリエーション施設追加契約施設一覧表レクリエーション施設追加契約施設一覧表
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お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

　共済組合では自動車の購入を希望する組合員を対象に、購入資金の融資を行っておりますのでお知らせ
いたします。自動車購入の予定がある方は、ぜひこの機会にご検討ください。

▶ ▶ 融資金について融資金についてののご案内ご案内 ◀ ◀

利 用 資 格 組合員の資格を取得した日から利用ができます。

融 資 金 額 最低5万円（賞与併用償還の場合は最低60万円）から
5万円単位で限度額の300万円まで利用ができます。

利 率 年利2.0％

融資対象範囲
車両本体価格（値引き後）・特別仕様代・付属品（取付け費用等含む）およびこ
れらにかかる消費税の額が融資の対象額となります。その他付帯費用（自動車
税・自賠責保険等）は融資の対象額には含まれないので、ご注意ください。

締 切 毎月10日必着

融 資 日 毎月月末（月の最後の営業日）

手 数 料 共済組合が契約した指定業者（特約店）以外から自動車を購入する場合は、新
車10,000円・中古車5,000円の手数料がかかります。

お問い合わせ先　施設課　☎048-822-3304

■ 下記のレクリエーション施設については、施設側からの申し出により令和3年3月31日をもって契約解除となりま
したのでお知らせいたします。

【レジャー施設】
県名 施　設　名 解除理由

栃木県
那須どうぶつ王国

事業の見直しのためハンターマウンテン塩原
（紅葉ゴンドラ）

埼玉県
妻沼ゴルフ場 堤防工事着工により営業終了のため

東武動物公園（プール） プール利用については、事前WEB予約制となり、窓口での利用券の取扱いを行わないため

千葉県 市原ぞうの国
事業の見直しのため

東京都 すみだ水族館

【日帰り温泉】
県名 施　設　名 解除理由

埼玉県
かすかべ湯元温泉

事業の見直しのため
大宮イオンハウス

【キャンプ場】
県名 施　設　名 解除理由

埼玉県 毛呂山町ゆずの里オートキャンプ場 事業の見直しのため

契約解除施設について

県名 施　設　名 所在地 お申込み（お問い合わせ）番号

神奈川県 箱根路開雲 足柄下郡箱根町湯本521－4 0460-85-6678

令和3年度契約保養所新規契約施設について
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特
別
企
画
のの
ご
案
内

ご
案
内

1階ロビー

和室特別室  しゃくなげレストラン  プリマヴェーラ

DXツインルーム

大浴場  しらね湯

湯畑 貸切風呂  あおば

お申し込み・お問い合せ

〒377-1711  群馬県吾妻郡草津町草津 512-2

20212021..44..11木木
20212021..66..3030水水

※日～木の宿泊（但し、5/2～5/4、5/13、5/27、5/31～6/3を除く）

※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。
※3階・６階の一部は喫煙室となります。「喫煙」「禁煙」の希望がございましたら、ご予約の際にお申し出ください。

（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
－
－
－
4,500
4,500
5,500

4名
－
－
－
4,500
5,500
6,500

3名
－
－
4,500
5,500
6,500
7,500

2名
4,500
5,500
5,500
6,500
7,500
8,500

1名
5,500
6,500
6,500
－
－
－

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4,500円～
（単位：円）

5名以上
－
－
－

10,300
10,300
11,300

4名
－
－
－

10,300
11,300
12,300

3名
－
－

10,300
11,300
12,300
13,300

2名
10,300
11,300
11,300
12,300
13,300
14,300

1名
11,300
12,300
12,300
－
－
－

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

1泊2食付10,300円～
（単位：円）

5名以上
－
－
－
7,500
7,500
8,500

4名
－
－
－
7,500
8,500
9,500

3名
－
－

  7,500
  8,500
  9,500
10,500

2名
  7,500
  8,500
  8,500
  9,500
10,500
11,500

1名
8,500
9,500
9,500
－
－
－

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7,500円～
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！

春
のの

新
緑
新
緑
のの

草
津
草
津
でで癒癒

さ
れ
よ
う

さ
れ
よ
う

埼玉県市町村職員共済組合草津保養所　アルペンローゼ

アズマシャクナゲ

コブシ

イワボタン

期間限定
2021年度

コブシ

期間限定ですので、ご予約はお早めに！！
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アルペンローゼからのご案内

　江戸から明治にかけて実在した共同浴場を再建してつく
られた浴場。「湯畑」と「万代」と呼ばれる2種類の源泉を一
度に楽しめます。2階には大広間があり、湯畑全体をのんび
りと眺めながら休憩できます。
　また、御座之湯では、有料で
外出用浴衣レンタルもおこなっ
ています。お気に入りの浴衣を
見つけて、温泉街を散策してみ
ましょう。

※アルペンローゼでは、周辺施設の入場料などの一部を補助しています。
ご利用の際は、アルペンローゼのフロントまでお申込みください。

　温泉街の中に佇む洗練されたアルペンローゼの建
物は、「渋谷109」や「晴海客船ターミナル」などの
建築物を手掛けた竹山実氏の設計。円と曲線、幾何
学的なフォルムを華麗に交差させたモダンな外観が、
訪れる人 を々優雅にお出迎えします。
　屋内もセンスあふれる空間となっており、広 と々し
たロビー、清潔感あふれる洋室、部屋ごとに趣向を
凝らした和室など、充実した休暇をお楽しみいただけ
る設計となっています。

　ラウンジには明るい木の温
もりを感じさせる開放的な空
間が。家族や友人と、心置きな
く寛げます。

　ロビーでは女性用彩り浴衣や
男女大人・子ども用の作務衣を
無料で貸出ししています。お好み
の浴衣に着替えて、草津周辺を
散策してみては。

一流建築士によるスタイリッシュな建物

アルペンローゼ よくあるご質問

電車で行こうと思いますが、
送迎はお願いできますか？

電車でお越しの場合、草津温泉
バスターミナルまで送迎していま
す。最寄り駅の長野原草津口駅
と草津温泉バスターミナル間は、
路線バスをご利用ください。
草津温泉バスターミナルにご到
着されましたら、お手数ですがア
ルペンローゼまでご連絡をお願
いいたします。

洗練されたモダン建築美で皆さまをお出迎え

ラウンジ 作務衣・浴衣

新型コロナウイルス感染症対策について

INTRODUCTION ABOUT NEWS

Copyright (C) 埼玉県市町村職員共済組合 All Rights Reserved.

0279-88-9000

群馬県吾妻郡草津町
草津421

【4～11月】7時～21時
【12～3月】8時～21時

お申し込み・お問い合わせ

〒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

アルペンローゼでは、ご滞在中の皆さまが安心して館内をご利用いただくため、
新型コロナウイルス感染防止策を取らせていただております、
ご理解とご協力をお願いいたします。

埼玉県市町村職員共済組合 施設課

☎ （048）822-3304

〒377-1711
群馬県吾妻郡草津町草津512-2

草津保養所アルペンローゼ

☎ （0279）88-1300（代）

ホームページアドレス  www.saitama-ctv-kyosai.net

アルペンローゼ
宿泊施設のご紹介

御座之湯
SIGHTSEEING SPOT
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レクリエーション施設利用券の記入方法レクリエーション施設利用券の記入方法

●❶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）

●❷ 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 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。

（1） 　レクリエーション施設利用券は、発行を受けた組合員本人および被扶養者本人（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。他の方には絶対に譲渡しないでください。（他の方に譲渡した場合は、発行を受けた組合員に補助金の返
還請求をします。）

（2） 　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 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。

（3） 　利用資格のない方（利用券使用対象年齢外の方や被扶養者認定外の方など）が利用した場合、または利用回数が制限を越えた
場合等は、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。

1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。

2組合員氏名 組合員本人の氏名をご記入ください。

3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。

4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。

5利用年月日 施設をご利用する年月日をご記入ください。

6利用者名 利用券を使用する方の氏名をご記入ください。

7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。

【見本】

1
3
6

2
5
7

4

令和3年 4月27日交付

埼９９９ ◯◯◯◯◯　（枝番）◯◯

共済　太郎
キョウサイ タロウ

平成 元年 6月15日

令和 3年 4月 1日

【組合員証（表面）】
令和3年 4月27日交付

令和3年 4月 1日

平成3年 6月15日

埼９９９3 4

レクリエーション施設利用券使用時の注意点レクリエーション施設利用券使用時の注意点

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

お問い合わせ先　施設課　☎048-822-3304
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背筋シャキッ、お腹ギュッ

いつでもどこでも姿勢を正そう

　日常生活のすべてに共通して
いるのは、座る・立つ・歩くときの
姿勢。姿勢を正す習慣は、日常な
がら運動を意識する練習になり
ます。姿勢を保つエネルギー消
費量自体は少ないのですが、長
時間維持することでエネルギー
消費量は多くなります。

両手を上げ、胸いっぱい
に大きく息を吸い、背筋
を伸ばしてあごを軽く
引き、お腹をギュッとへ
こませてからゆっくり両
手を下げる。自然呼吸で
鼻から吸って口から静
かに吐きながら、その姿
勢を30秒維持する。

このあと、さらにお腹の空
気を絞り出すように、もう一
押し力を込めて、指先で下
腹部をギュッと押しながら
10秒維持する。

姿勢はすべての運動の基本

一度に行う目安 30秒＋10秒

背中・お腹

姿勢を正すと、すべて
の日常ながら運動の効
果がアップ！ 必ずマ
スターしましょう。

監修：長野 茂（フィットネス研究所・日常ながら運動推進協会 代表）

1
2

姿勢を正すことの健康効果
●姿勢が矯正され、前向きな気持
ちになれる
●背中・お腹・背筋の引き締め運動
になる
●余分なエネルギーを無理なく自
然に消費する「やせ体質」になる

　日常生活活動の一つひとつは、ちょこまか動くことで健康づくりに効果的な運
動に変えることができます。メタボリックシンドロームを始めとした生活習慣病の
予防を、「いつでも・どこでも・すぐできる」日常ながら運動で始めましょう！

　きつい運動を急に行ったとき、翌日からだるくなって動きが鈍くなった経験はあ
りませんか？　これは体がエネルギー節約モードに入るためで、特に運動不足・中
高年の人にこの傾向が強く現れます。きつい運動効果も、その後ぐうたら生活では
水の泡。日常生活活動をちょこまか積み重ねて、確実に運動量を増やしましょう。

きつい運動を
しない
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アルペンローゼイベントカレンダー

表 

紙 

説 

明

草津保養所「アルペンローゼ」からのお知らせ

お申込み・
お問い合わせ先

4～6月の空室状況（3月15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
『何が見えるかな』
藤原 正宜さん（加須市）
春爛漫、菜の花も一緒に笑顔満点の記
念写真ですね。カメラ位置を下げたの
でより力強い作品になりました。左後
方のテントをカットしたい。

課題の部　佳作
『黎明』
島村 拓郎さん（杉戸町）
この一枚を創るのに、どれだけの御苦
労があったことでしょう。凛とした冷気
が伝わってきます。赤から青へのバリ
エーションがなんとも美しい。

小型写真の部　優秀賞
『ソーシャルディスタンス』
星 佳宏さん（熊谷市）
将に話題の現在（いま）、無心の心境！？
で佇むペンギンたち、人間社会に置き
換え、心が痛みます。貴重な時代の記
録です。

令和2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　34,928 人
　女　22,089 人
　計　57,017 人

組合員数

1,034 人

任意継続
組合員数

49,104 人

被扶養者数

（令和3年2月末現在）組合の状況

日程 イベント内容
7月9日（金）～ 10日（土） ゴルフ大会（草津カントリークラブ）
9月3日（金）～ 4日（土） バス旅行

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 4日・11日・18日・19日・25日 ４月22日（木）
10月 2日・9日・16日・23日・30日 ５月28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。

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
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

洋 室
喫 煙 × × × × × × × × ×
禁 煙

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

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
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

休
館

× × ×
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
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 × × × ×

休
館

禁 煙 × ▲ × ×

和 室
喫 煙 ▲ × × × ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ × ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ × ▲ ▲ × ▲ ▲ ▲ × ▲ ▲ ▲
禁 煙 ▲ × × × ×
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臨床心理センター心理相談室のご案内
当相談室は共済組合メンタルヘルス指定機関です。 開室時間／月曜日～金曜日  9:00～17:00

相談料金／ 2,000円（1回 50分）

初回の相談（インテーク面接）

2回目以降の相談 他機関

カウンセラーは専門的な訓練を受けた臨床心理士です。

人とうまくつき合えない
やる気がでない
人前で緊張しやすい
夫婦の問題
子育ての問題

〒369-0203　埼玉県深谷市普済寺1553-1

☎ 048-585-6071

電話予約（事務スタッフがお受けします）

［火～金　13：30～16：30］
048-585-6071

埼玉工業大学 臨床心理センター心理相談室

FAX：048-585-6072
ホームページアドレス：https://www.sit.ac.jp

ご予約・お問い合わせ

組合員の方は初回から1年間7万
円までは無料です。初回は組合員
証をお持ち下さい。

予約から相談までの流れ（予約制）
※秘密は厳守いたします。
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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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