
1. 令和2年度末現在の市町村数
区　分 令和2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 49,212人 37,478人
長期 19,267,302,000 円 391,516 円 75,575,705,000 円
短期 19,530,092,000 円 396,856 円 75,818,149,000 円

市町村長組合員 55人 51人
長期 34,610,000 円 629,272 円 154,814,000 円
短期 44,120,000 円 802,181 円 221,849,000 円

特定消防組合員 7,770人 11,204人
長期 3,121,030,000 円 401,676 円 11,973,988,000 円
短期 3,121,210,000 円 401,700 円 11,973,988,000 円

長 期 組 合 員 5人 ー
長期 2,230,000 円 446,000 円 7,193,000 円
短期 2,460,000 円 492,000 円 7,463,000 円

市町村長長期組合員 7人 ー
長期 4,400,000 円 628,571 円 17,521,000 円
短期 5,140,000 円 734,285 円 23,552,000 円

継続長期組合員 4人 ー 長期 1,670,000 円 417,500 円 6,479,000 円

小　　 計 57,053人 48,733人
長期 22,431,242,000 円 393,164 円 87,735,700,000 円
短期 22,703,022,000 円 397,956 円 88,045,001,000 円

任意継続組合員 1,031人 582人 短期 384,190,000 円 372,638 円

合　　 計 58,084人 49,315人
長期 22,431,242,000 円 393,164 円 87,735,700,000 円
短期 23,087,212,000 円 397,507 円 88,045,001,000 円

対 前 年 比 1,193人 △ 499人

2. 組合員数等の状況 （令和2年度末現在）

令和2年度組合決算について、去る6月25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

統 括 事 項

原口理事長（鴻巣市長）原口理事長（鴻巣市長）

賴髙議員（蕨市長）石川議員（春日部市長）

令和２年度
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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
率を据え置き運営したところ、３４９億３,707
万円となり、組合員数の増加により前年度に
対して３,081万円の増加となりました。
　一方、支出については、コロナ禍の影響に
よる受診控えにより上半期を中心に医療費が
大幅に減少したため、前年度の支出合計より
２７億３，５７０万円減少し、３１４億６，１６７万円と
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、１１４億１，３７１万円となっております。
　この金額は、支出全体の３６．２８％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、３4億７,540万円
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２年度末における短期積立金は
７８億４，７３０万円となりました。また、欠損金
補てん積立金は法定所要額である１３億
9,９５８万円を積み立てております。利益剰余
金の合計は９２億４，６８８万円となります。

【収支の状況】
　収入総額は、３８億２，３７３万円で前年に対して３億３，２３０万
円の増収となっております。一方、支出総額は、３７億
９，１８５万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。

【当期介護利益金】
　収支決算を行った結果、３，１８８万円の当期介護利益金が
生じました。この利益金を全額介護積立金に積み立てた結
果、前年度より繰り越した介護積立金と併せた年度末の介護
積立金は4,963万円となります。

◉ 医療給付／ 122億1,414万円（前年度比　約7.22%減）

◉ 組合員1人当たり／ 210,000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

短期掛金・負担金
30,022,072
（77.46％） 

介護掛金・負担金等
3,823,739
（9.86％） 

その他の収入
4,915,007（12.68％） 

法定給付・附加給付等
15,501,290（43.96％） 
高齢者医療に係る
納付金等
11,413,717（32.38％） 

介護納付金等
3,791,857（10.76％） 

その他の支払
4,546,665（12.90％） 

当期利益金
3,507,289

短期経理収支状況

収入総額 38,760,818 支出総額 35,253,529

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40.0‰と追加費用として15.3‰
で徴収した負担金もこちらの経
理で徴収し、総額823億円程の
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52億5,200
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2年
度は所属所負担金として公務財源率0.1033‰と追加費用とし
て1.1‰で徴収した3億3,800万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 82,354,627 支出総額 82,354,627

単位：千円

経過的長期経理収支状況 

収入総額 338,676 支出総額 338,676

単位：千円

退職等年金経理収支状況 

収入総額 5,252,804 支出総額 5,252,804

単位：千円

負担金払込金
338,676
（100％） 

負担金
338,676
（100％） 

支
出

収
入

負担金払込金・
掛金払込金
5,252,804
（100％） 

負担金・掛金
5,252,804
（100％） 

支
出

収
入

負担金払込金・
組合員保険料
82,354,627
（100％） 

負担金・
組合員保険料
82,354,627
（100％） 

支
出

収
入

坂本議員（深谷市）

國分議員（さいたま市）

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

堀部議員（久喜市）
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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4,814万
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】
　2年度末における連合会預託
金は46億3,900万円となって
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1,090万
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】
　2年度末における連合会預託金は129億2,512万円となっ
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9億4,798万円で前年度に対して8,686万円の
減少となりました。一方、支出は、前年度に対して1,044万
円増加し、支出総額9億2,376万円となりました。

【当期利益金】
　収支決算を行った結果、2,422万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】
　2年度末における積立金は9億1,696万円となっております。

支
出

収
入

職員給与
247,039（26.74％） 
事務費
45,311（4.91％） 
委託費
135,546（14.67％） 

その他
495,868（53.68％） 

当期利益金
24,220

連合会交付金
214,400
（22.62％） 

市町村等負担金
616,857（65.07％） 

短期経理より繰入
115,002（12.13％） 

利息及び配当金他
1,725（0.18％） 

業務経理収支状況 

収入総額 947,984 支出総額 923,764

単位：千円

西岡議員（吉川市）

退職等年金預託金管理経理収支状況 

収入総額 48,143 支出総額 48,143

単位：千円

支
出

収
入

支払利息
48,143
（100％） 

利息及び配当金
48,143
（100％） 

支
出

経過的長期預託金管理経理収支状況 

収入総額 10,909 支出総額 10,909

単位：千円

支
出

収
入

支払利息
10,909
（100％） 

利息及び配当金
10,909
（100％） 

支
出

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

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

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
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支
出

収
入

職員給与
61,831（4.94％） 
厚生費
773,623（61.84％） 

その他の支払
325,470（26.02％） 

宿泊経理へ繰入
90,000（7.20％） 
当期利益金
289,622

負担金・掛金
1,429,877
（92.82％） 

その他の収入
110,669（7.18％） 

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 11,749人

実施種目 親子スキー・スキー教室、
スノーボード講習会

要した費用 330,165千円

脳ドック助成

実施者数 233人

要した費用 5,086千円 要した費用 2,151千円 歯科健康診査 450千円

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 2,474人 利用補助者数 12,068人 受診券による受診者等 16,592人

要した費用 104,462千円 要した費用 56,197千円 要した費用 25,546千円

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 24,415人 利用人員 80,488人 実施者数 2,293人

要した費用 54,814千円 要した費用 62,773千円 要した費用 31,892千円

妊婦保健助成金 13,116千円

カウンセリング助成 10,503千円

インフルエンザ助成 114,813千円

【収支の状況】
　収入総額は、15億4,054万円となり、このうちの主なもの
は負担金・掛金の14億2,987万円です。主に給料総額の増
加に伴い、前年度に対して728万円の増収となっております。
　一方、支出総額は、12億5,092万円となり、支出の中心と
なる厚生費としては、7億7,362万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4億3,971万円、保養施設等の利用助成として
5,619万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、2億8,962万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】
　2年度末における積立金は、18億8,630万円となりました。
　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18億9,050万円となります。

保健経理収支状況 

収入総額 1,540,546 支出総額 1,250,924

単位：千円

◆ 令和2年度実施した主な事業 ◆

半貫議員（狭山市） 山本議員（所沢市）

  人 間 ド ッ ク 等  
14,456人が受検

30歳以上の方は
人間ドック受検を ! 各種施設の利用助成

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
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【利用状況】
　令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
利用者が大幅に減少したことから利用人数は対前年比11,207
人減少の8,480人、利用率は対前年度比マイナス24.3％の
29.0％となりました。

【収支の状況】
　収入総額は2億4,492万円となり、このうち主なものは施設
収入9,499万円です。
　一方、営業を行うための諸経費としての支出総額は4億
6,330万円ほどとなっております。この支出総額には令和2年
度において大規模改修工事を行ったため、工事費用として2億
5千万円ほど、固定資産に係る減価償却費として5,153万円
が含まれます。

【当期損失金】
　収支決算を行った結果、令和2年度は2億1,838万円ほどの
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2年度末における改良積立金は1億円、欠損金補てん
積立金は2億2,340万円、積立金は7億6,496万円となります。

◉ 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 244,920 支出総額 463,295

単位：千円

支
出

収
入

施設収入 
94,991（38.78％） 

保健経理より繰入 
90,000（36.75％） 

その他の収入 
59,929（24.47％） 

当期損失金 
218,375

職員給与 24,057（5.19％） 
飲食材料費 27,858（6.01％）  

委託管理費及び委託費
78,908（17.03％） 
光熱水料及び燃料費
29,415（6.35％） 
減価償却費
51,531（11.12％） 

その他の支払
251,526（54.30％） 

【収支の状況】
　収入総額は、約1億5,630万円、会議室の利用率は44.9％
になりました。
　一方、営業を行うための支出総額は約1億3,793万円とな
りました。

【当期利益金】
　収支決算を行った結果、令和２年度は1,837万円の当期利
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２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3億2,634万円となりました。
　その結果、利益剰余金は4億863万円となります。

◉ 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
40,572（25.96%）

賃貸料
115,480（73.88%）

その他の収入
254（0.16%）

職員給与
27,783（20.14%）
委託費及び委託管理費
35,924（26.04%）

光熱水料
9,190（6.66%）

減価償却費
30,400（22.04%）
その他の事業費
24,638（17.87%）

特別修繕繰入金
10,000（7.25%）
当期利益金
18,371

会館経理収支状況 

収入総額 156,306 支出総額 137,935

単位：千円

尾熊議員（川口市） 市川議員（秩父市）

宿泊経理
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【収支の状況】
　収入総額は、76億953万円となります。収入の中心である
利息収入が68億4,888万円となりました。
　一方、支出総額は、76億325万円となり、支出の中心で
ある組合員の皆様へ支払う支払利息は73億8,434万円となり
ました。

【当期利益金】
　収支決算を行った結果、628万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】
　2年度末の資産総額は、5,088億7,884万円となりました。
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、2年度末で4,771億2,777万円となっております。
　また、2年度末の利益剰余金については、積立金が2億
4,724万円、欠損金補てん積立金が法定所要額である238億
5,638万円となっており、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
477,127,773
（93.76％） 

未払費用他
7,647,443（1.50％） 

利益剰余金
24,103,633（4.74％） 

流動資産他
73,620,472
（14.47％） 

投資有価証券
432,028,377
（84.90％） 

長期貸付金
3,230,000
（0.63％） 

貯金経理資産状況 

資産総額 508,878,849

単位：千円

支
出

収
入

職員給与 
46,019（0.61％） 

支払利息
7,384,349
（97.12％） 

当期利益金
6,279

その他の支出
172,890（2.27％） 

利息及び配当金
6,848,886
（90.00％） 

償還差益他 
760,651
（10.00％） 

貯金経理収支状況 

収入総額 7,609,537 支出総額 7,603,258

単位：千円

高橋議員（富士見市）

寺山学識経験監事

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

  支払利息  
1.6%

  共済預金残高  
4,771億円

73億8,434万円を
利息として還元

共済だより
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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

【収支の状況】
　収入総額は、7,143万円となり、前年度に対して815万円
減収となっております。
　支出総額は、1億4,224万円となり、支出の中心となる支
払利息は、4,814万円となっております。

【当期損失金】
　収支決算の結果、7,081万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2年度末における積立金は16億8,018万円となります。
また、欠損金補てん積立金は法定所要額である2億7,707万
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19億5,725万円となります。
　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46億3,100万円となっております。

【貸付件数及び貸付総額】
　令和2年度末の貸付件数は19,189件、貸付総額は55億
4,143万円となっており、前年度末に対し、貸付件数は272件、
貸付総額については、6億4,418万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27億892万円となって
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2年度の貸付金の状況は次のとおりです。
　また、2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98万円、住宅貸付約562万円、特別貸付約94万円
となっております。

支
出

収
入

職員給与
53,728
（37.77％） 

支払利息
48,142
（33.85％） 

その他の支払
40,373
（28.38％） 

組合員貸付金利息
71,039
（99.45％） 

その他の収入
394
（0.55％） 

当期損失金
70,810

貸付経理収支状況

収入総額 71,433 支出総額 142,243

単位：千円

事　由 件数 金額（千円） 事　由 件数 金額（千円）

普通
貸付

随　時 550 541,531

特別
貸付

医　療 3 2,050
その他 1 1,269 入　学 47 43,800
小　計 551 542,800 修　学 103 96,457

住宅
貸付

新　築 5 45,400 結　婚 5 6,933
増改築 34 160,334 葬　祭 3 3,450
敷　地 5 23,900 小　計 161 152,690
建　売 5 45,900

介護
住宅

新　築 0 0
その他 0 0 増改築 2 6,000
小　計 49 275,534 建　売 0 0

災害
貸付

新　規 1 2,000 その他 0 0
再貸付 0 0 小　計 2 6,000
小　計 1 2,000 合　計 764 979,024

◆ 令和2年度貸付金状況 ◆

共済だより
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【収支の状況】
　収入総額は、7,341万円となり、前年度に対して106万円
増加となりました。
　一方、支出総額は、7,078万円となり、支出の中心である
支払利息は、5,923万円となっています。

【当期利益金】
　収支決算の結果、263万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】
　2年度末における欠損金補てん積立金は、1億2,580万円と
なりました。
　なお、組合員の皆様に融資している融資金は、33億3,658
万円となっています。

支
出

収
入

職員給与
3,904
（5.52％） 
支払利息
59,231（83.68％） 

保険料
6,245（8.82％） 

その他
1,401（1.98％） 
当期利益金
2,634

販売手数料
3,510（4.78％） 

融資金償還利息
66,599（90.72％） 

その他の収入
3,306（4.5％） 

◉ 自動車購入資金融資総額／ 33億円（3,600万円減少）

物資経理収支状況

収入総額 73,415 支出総額 70,781

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

共済だより
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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

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

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。

新しい生活様式の
実践例

3つの密を避けましょう！


