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被扶養者数……………14,951人
所属所数………………41
　市町…………………25
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氏家ゆうゆうパーク（さくら市）

栃木県市町村職員共済組合　http://www.tochigi-kyosai.jp/

令和3年
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本誌はホームページにも掲載していますので、皆さまでご覧ください。



　令和3年度の短期給付は、保健給付が減少するものの高齢者医療制度への納付金・支援金が増加するため当期損失金が
生じる見込みですが、財源率は利益剰余金を考慮し据え置きます。
　介護保険は、平均標準報酬月額等の減少により令和元年度の繰越欠損金を補てんできず、令和2年度も引き続き繰越欠
損金を計上する見込みであり、さらに令和3年度の介護納付金も増加するため、財源率は17.46‰に引き上げます。
　なお、高齢者医療制度への納付金・支援金が支出の約50％を占め、介護保険においても納付金が増加しており、短期経
理の財政は引き続き厳しい状況です。

総括事項

標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する掛金率・保険料率

所属所数
市 14
町 11
一部事務組合等 16
合計 41

短期 厚生年金保険 退職等年金 保健
短期掛金 介護掛金 組合員保険料 掛金 掛金

一般組合員 46.30 8.73 91.50 7.5 2.12
市町村長組合員 46.30 8.73 91.50 7.5 2.12
特定消防組合員 46.30 8.73 91.50 7.5 2.12
市町村長長期組合員 2.35 － － 7.5 2.12
任意継続組合員 92.60 17.46 － － －

平均標準報酬の月額
長期 374,844 円
短期 376,614 円

組合員数
17,276 人

任意継続組合員数
155 人

被扶養者数
15,017 人

短期経理 医療費や休業給付などの短期給付の支払いや高齢者医療制度への納付金・支援
金及び介護納付金を拠出しています。

令和3年度の事業計画及び予算の概要をお知らせします。

（単位：‰）

短期給付財源率は据え置き、介護保険財源率は引き上げます。

令和 3年度
事業計画及び
予算の概要

※負担金は，掛金率等と同率で地方公共団体が負担します。
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796,024 790,797

343,362

R2 見込 R3推計（年度）R1決算

積立金の推移

掛金
588,124

介護納付金
1,155,411

負担金
580,262

任継掛金還付金
585

収入
1,168,386

支出
1,155,996

　この年金に係る3経理は、収入した組合員保険料・掛金や負担金の全額を年金の支払いや資金の運用を行っている全国市町村
職員共済組合連合会に払込みます。

区分 令和2年度
見込（A）

令和3年度
予算（B） B-A

収入 1,081,085 1,168,386 87,301
支出 1,080,550 1,155,996 75,446
収支の差 535 12,390 －
積立金

（△欠損金） △ 8,688 3,702 －

経理 収入 支出
厚生年金保険 組合員保険料・負担金 23,707,652 組合員保険料払込金・負担金払込金 23,707,652
退職等年金 掛金・負担金 1,515,066 掛金払込金・負担金払込金 1,515,066
経過的長期 負担金 101,770 負担金払込金 101,770

厚生年金保険経理 厚生年金の給付に係る組合員保険料と負担金を徴収する経理です。

退職等年金経理 退職等年金給付（民間の企業年金に相当）の給付に係る掛金と負担金を徴収する
経理です。

経過的長期経理 平成27年9月以前に受給権が発生した公務上の障害年金・遺族年金の給付に係
る負担金を徴収する経理です。

短期給付の状況

介護保険の状況

収支と積立金 （単位：千円）

掛金
4,754,877

給付金
4,566,655 前期高齢者納付金、

後期高齢者支援金等
5,238,050

負担金
4,712,328

連合会交付金
506,346

賠償金他
5,924

任継掛金還付金
3,994

前年度繰越
支払準備金
702,499

次年度繰越
支払準備金
694,927

連合会払込金、拠出金
628,980

収入
10,681,974

支出
11,132,606

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）
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項目 予算額 概要

保健関係

人間ドック 273,520

30 歳以上の組合員と 35 歳以上の任意継続組合員及び被扶養配偶者を対象に助成
・一般、婦人、脳ドック（日帰り・宿泊）…26,000 円
・女性ドック（日帰り・宿泊）………………29,000 円
  （40 歳以上の組合員及び被扶養配偶者が対象） 
・受診年度 60 歳の組合員は、40,000 円を限度として助成

がん検診 34,175

定期健康診断に併せて検診を行った組合員を対象に、次の金額（税込み）を限度と
して助成
・胃がん検診………… 4,400 円（X 線の他に血液による検査も対象）
・肺がん検診……………726 円
・大腸がん検診………1,870 円
・肝炎ウィルス検査… 2,090 円（35 歳以降、5 歳間隔）
・前立腺がん検診……2,200 円（50 歳以上）

婦人科検診 18,712

定期健康診断に併せて検診を行った組合員を対象に、次の金額（税込み）を限度と
して助成
・乳がん検診（超音波）………………2,750 円
・乳がん検診（視触診＋超音波）   ……3,080 円
・乳がん検診（超音波＋ X 線撮影）…5,280 円（40 歳以上）
・子宮頸がん検診…4,950 円

PET 検査助成 4,680 30 歳以上の組合員と 35 歳以上の任意継続組合員及び被扶養配偶者を対象に、PET
（陽電子放射断層撮影）検査を行った場合、52,000 円を助成

歯科健診 4,191 出向型と来院型の歯科健康診断費用の全額を助成
インフルエンザ
助成 12,250 組合員及び被扶養者を対象に、インフルエンザ予防接種時の自己負担が 1,000 円

以上の場合に 1 回につき 1,000 円を 2 回まで助成

電話健康相談 2,200 組合員、被扶養者及び同居の家族を対象に、病気やケガ、育児、メンタル等専門家
による健康医療相談を実施

禁煙サポート
助成 300 組合員及び被扶養者を対象に、医療機関で保険適用の禁煙外来を受診し成功した

場合に全額を助成

睡眠検査助成
（新規事業） 1,600

組合員及び被扶養者を対象に、指定の検査機関において睡眠検査を行った場合に
助成
・スクリーニング検査  …2,000 円
・簡易検査………………4,000 円

救急薬品等配付 38,454 組合員及び任意継続組合員に、救急薬品等を選択制により配付

保養関係 宿泊施設利用
助成 18,480

組合員、任意継続組合員及びその被扶養者を対象に助成
・全国の市町村職員・都市職員・指定都市職員共済組合が運営する宿泊施設及び
・当組合が契約した栃木県内の旅館・ホテル・民宿等を利用した場合
　…1 人 1 泊につき 3,000 円
・当組合が契約した栃木県外の旅館・ホテル・民宿等を利用した場合
　…1 人 1 泊につき 2,000 円

図書・
広報関係

保健関係図書 1,020 組合員または被扶養者が出産したときから 1 年間（12 回）育児指導誌を配付
医療費通知 440 組合員及び被扶養者を対象に、医療費について通知
後発医薬品差額
通知 370 組合員及び被扶養者を対象に、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の差額について

通知

受診勧奨通知 120 組合員及び被扶養者を対象に、検査値（血圧・脂質）が受診勧奨値を超えており
医療機関を未受診の場合に通知

糖尿病重症化
予防 40 組合員及び被扶養者を対象に、血糖値が受診勧奨値を超えており医療機関を未受

診の場合に通知

講座関係

健康セミナー 800 組合員及び被扶養者を対象に、生活習慣病及びメンタルヘルスに関するセミナーを
開催

ライフプラン
セミナー 230 組合員及び配偶者を対象（30 歳から 49 歳、50 歳以上）に、ライフプラン及び年

金制度に関するセミナーを開催
健康料理教室 300 組合員及び被扶養者等を対象に、生活習慣病予防に関する料理教室を開催

疾病分析
関係

レセプトデータ
費用 53 レセプトデータ費用

特定健診・
保健指導

特定健康診査 13,480 40 歳から 74 歳の組合員及び被扶養者を対象に、特定健康診査費用の全額を助成

特定保健指導 16,660 特定健康診査の結果、特定保健指導に該当した組合員及び被扶養者を対象に、特
定保健指導費用の全額を助成

合計 442,075

保健事業の種類
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貯金経理 貯金者の積立金を運用し、その運用益を支払利息として還元することにより福祉
の向上を図ることを目的としています。

貸付経理 組合員が臨時に資金を必要とする時、住宅の新築・増築等や入学・修学・結婚・葬祭等あるいは
災害等により資金が必要となった時に組合員の生活の安定を図るため貸付けを行います。　

　令和3年度の支払利率は引き続き1.20％となります。
　貯金額及び貯金者数は会計年度任用職員の加入により
増加を見込んでいます。
　資金は、引き続き国債や地方債、格付けの高い財投債
等により運用していきます。

　修学貸付の増加を見込んでいるものの、貸付金及び貸付件数は年々減少しています。
　住宅貸付は保証人・保証料・抵当権の設定の必要がなく、入学貸付は入学金等の納付期限にあわせて貸付けができますので、
ぜひご利用ください。

収入
754,523

支出
617,183

利息及び配当金
754,523

その他
2,526

職員給与
4,970

支払利息
609,687

収入
26,876

支出
21,288

貸付金利息
26,673

連合会交付金
203

支払利息
12,374

職員給与
6,054

その他
2,860

貸付金と貸付件数の推移

3,331,224 2,978,142 2,532,842 2,237,689 1,996,129

H29 H30 R1 R2見込 R3推計 （年度）

1.463

貸付金（千円）

貸付件数（件）

1,365 1,265 1,190 1,130

1.52
1.50 1.47

1.43

1.59
運用利回り（％）

運用利回りと支払利率の推移

支払利率（％）
1.50 1.50 1.49

1.20 1.20

H29 H30 R1 R2見込 R3推計 （年度）

449
貯金額（億円） 470 482 488 502

9,410
9,676

9,3509,2439,155
貯金者数（人）

貯金額及び貯金者数の推移

H29 H30 R1 R2見込 R3推計（年度）

種類 利率（年利）
普通・住宅貸付 1.26％

在宅介護対応住宅貸付 1.00％
特別貸付（医療・入学・修学・結婚・葬祭） 1.26％

災害貸付 0.93％
特例災害貸付 0.63％

出産・高額医療貸付 無利息

（単位：千円）

（単位：千円）

令和3年3月1日現在
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物資経理
指定店から組合員とその家族が必要とする生活必需物資を供給することを目的と
しています。
また、引受会社（明治安田生命保険相互会社）と団体契約し、組合員とその家族の
不慮の事故に備えた「遺族付加年金“きずな”」も取り扱っています。

　新規立替件数は、自動車物資の増加を見込んでいます。…
　また、遺族付加年金“きずな”は、令和3年1月1日より生命保険の重複した保障の解約による保険料の引下げやそれに伴う損害保険
の上位コースの設置、医療保障保険の加入要件緩和などの制度改正を行いましたので、配布のリーフレットまたは当組合ホームページ
のパンフレットをご覧ください。

自動車物資
立替金（千円）

558,104 615,145 650,231

5,5626,0605,117
一般物資

H30

7,646

579,490

R1 R2見込 R3推計

598
自動車物資

一般物資

件数（件）
新規立替件数及び立替金の推移

592 607 611

27363451

（年度）

収入
36,567

支出
13,424

受託商品手数料
35,797

その他
770

職員給与
4,894

保険料
2,606

支払利息 1,826

その他
4,098

（単位：千円）

区分 組合員 配偶者 子ども 合計

遺族付加年金
“ きずな ” 7,008 1,868 959 9,835

普通傷害保険 7,012 674 747 8,433

きずなプラス 6,346 1,502 - 7,848

入院保険 4,108 529 418 5,055

医療保険 2,883 356 190 3,429

重病支援給付 3,961 590 - 4,551

長期療養給付 1,535 - - 1,535

積立年金
プラン 203 - - 203

令和3年1月
遺族付加年金“きずな”加入者数

（単位：人）

　当組合では、本年４月から一部を除き届出
における押印が不要になり、各種様式が変更
となります。
　なお、当分の間は旧様式も使用することが
できますが、この場合でも４月以降は押印不
要です。
　また、新様式は３月中旬に所属所へ配布し
ますので、ご使用の際は共済事務担当課へお
問い合わせください。

届出の押印が不要になります
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ポピー畑

セ
せぶんはんどれっどくらぶ

ブンハンドレッドクラブ氏
うじいえゆうゆうぱーく

家ゆうゆうパーク

ゴルフ場で話題のスポーツをプレー

どんな料理にも合う万能なす

市民の健康を支える憩いの場

鮮やかな紫色と、柔らかい皮が特
徴的ななす。温泉の町である喜連
川の特徴を活かし、ボイラーを使
わず温泉の熱を利用してハウスを
温め、なすを栽培するという特殊
な手法でみずみずしくジューシー
ななすを生み出しました。道の駅
や市内のスーパーで手軽に購入で
き、焼いても漬けても、おいしく
いただけます。

「フットゴルフ」と呼ばれる、サッカーと
ゴルフを融合した次世代スポーツを楽し
めるゴルフ場。サッカー漫画『キャプテ
ン翼』の原作者、高橋陽一氏が監修し
た、国内で唯一36ホールを常設するコー
スでプレーできます。9月末には、第4
回ワールドカップも開催予定です！

町制100周年記念に造られた鬼怒川の河
川敷にある公園です。アスレチックや健
康遊具など、大人から子どもまで存分に
体を動かせる設備はもちろん、ウォーキ
ングやジョギングに最適な散策路も整
備されているのが魅力です。春になると
1560mにわたって延びる、圧巻のソメイ
ヨシノの桜つづみを楽しめます。

さくら市
さくら市は、県都宇都宮市に隣接する
まち。県内の観光地や首都圏へのアク
セスのよさから、“ちょうどいい！　さく
ら市 ”のキャッチコピーで愛されていま
す。喜連川藩の城下町として、また交
通の要所として栄えた歴史の跡が今な
お残り、有名温泉が名を連ねる栃木
県らしく、温泉施設も点在する等、豊
富な観光資源がまちの賑わいを創出し
ています。

喜
き つ れ が わ お ん せ ん な す

連川温泉なす

散策自由
無休　 028-681-1120（さくら市都市整備課）　
さくら市氏家1317　
無料　
JR宇都宮線で「氏家」下車、徒歩20分

−フットゴルフ−
13:00～ 16:30（土・日曜・祝日は14:00～ 16:45）
月曜（月曜が祝日の場合は火曜）
12月31日、1月1日と冬期期間中の平日　
028-686-0700　 さくら市早乙女2370　
4,000円（土・日曜・祝日は5,000円）
東北自動車道「矢坂IC」から約20分

※ゴルフ場の利用についてはHPをご確認ください。
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光
こうみょうじ

明寺

今
いまみやじんじゃ

宮神社

道
みちのえききつれがわ

の駅きつれがわ

さ
さくらしみゅーじあむ-あらいかんぽうきねんかん-

くら市ミュージアム-荒井寛方記念館-

大きな不動明王は一見の価値あり！

勝山城城主が創建

大正ロマンの香りが漂う

さくら市にもっと詳しくなる

1427（応永34）年創建と伝わる光明寺。境
内には岩上に座す身丈約3mにも及ぶ北関
東最大級の青銅造不動明王坐像があり、毎
年2月と10月には、不動明王にまつわる「感
満不動尊御縁日」が行われ、境内はたくさ
んの人で賑わいを見せます。また、不動尊
は、県指定の文化財にも登録されています。

恋愛成就のご利益があると人気の神
社。紫陽花の時期には紫陽花が浮か
ぶ手水舎が素敵だと女性の参拝者で境
内が賑わいます。歴史も深く、創建は
なんと950年。現在の場所に遷宮した
のも721年も前のことです。秋には樹
齢700年という栃木県銘木百選の大イ
チョウが美しい黄葉をみせてくれます。

素朴で懐かしい…さくら市の原風景に
出合える道の駅。直売所にはオリジナ
ル商品をはじめ、地域の特産品がず
らりと並んでいます。週末にはプロジェ
クションマッピングの上映も。旅の疲
れを癒すなら、温泉がおすすめ。日
本三大美肌の湯に選ばれた「喜連川温
泉」に浸かることができます。

さくら市出身の日本画家・荒井寛方と童謡詩
人・野口雨情の作品や、鋸研究家・吉川金
次のコレクションなど、さくら市ならではの
展示が揃うミュージアム。郷土の歴史や文
化、自然を学べる展示室もあり、より深くさ
くら市の魅力を知るにはもってこいの場所で
す。年に数回は企画展も開催されます。

さくら市

境内自由　 無休　 028-682-8743　 さくら市氏家2696　 無料　 JR宇都宮線で「氏家」下車、徒歩6分

散策自由　 無休　
028-682-2685　 さくら市馬場43　 無料
JR宇都宮線で「氏家」下車、徒歩約15分

施設により異なる　 第2・4月曜（祝日の場合は翌日）　 028-686-8180　 さくら市喜連川4145-10　
日帰り温泉は、中学生以上500円、小学生300円　 東北自動車道「矢坂IC」から約20分

9:00～ 17:00（最終入館は16:30）　 月曜（祝日の場合は翌日）、第3火曜日。その他不定休あり
028-682-7123　 さくら市氏家1297　 300円（高校・大学生は200円、小・中学生は100円）
JR宇都宮線で「氏家」下車、徒歩20分

ポ
ぽぴーまつり

ピーまつり

荒川河川敷に広がる1.5haもの敷地
を約300万本のポピーが埋め尽くす
喜連川ポピー畑。開花時期は5月上
旬から6月中旬の間。100円以上の
募金で10本程度の花摘みができるほ
か、毎年5月下旬にはポピーまつり
が開催（予定）され、イベントの実施
やお店の出店などもあります。

5月下旬の土日

開催時間 …9:00～ 16:00
開催場所 …荒川河川敷　
…028-686-3013（喜連川観光協会）
…JR宇都宮線「氏家」から関東バス乗車、

「連城橋」下車、徒歩10分

氏
うじいえゆうゆうぱーく さくらつづみらいとあっぷ

家ゆうゆうパーク 
桜づつみライトアップ

毎年春、氏家ゆうゆうパークで行わ
れる桜づつみのライトアップ。約500
本以上のソメイヨシノが夕暮れから
夜にかけて、昼間とは違った表情を
見せてくれます。幻想的な夜桜をゆっ
たりとお楽しみください。

3月27日（土）～4月18日（日）

開催時間 …18:00～21:00
開催場所 …氏家ゆうゆうパーク　
028-681-5757（さくら市氏家観光協会）
JR宇都宮線で「氏家」下車、徒歩20分
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こちら

とができます。こちら

http://www.tochigi-kyosai.jp/doc/12002.html
http://www.tochigi-kyosai.jp/dl/index.html


組合員証等の表記が一部変わりました

5つの健康習慣でがん予防

　令和3年3月１日から開始されるオンライン資格確認にあわせて、新規発行の組合員証等の表記が一部変更
され個人を識別するための2桁の番号（以下「枝番」という。）が印字されます。
　なお、現在発行済みの枝番のない組合員証等は、そのまま使用することができますので、再発行の手続き
は不要です。

　2人に1人はかかるがん。「がん=死」というイメージがあるかもしれませんが、がんは今や「予防できる病気」
であり、早期治療をすれば「治せる病気」でもあります。日頃の生活習慣を改め、健康的な生活を心がけるこ
とが予防につながります。
　下記の5つの健康習慣を実践して、がん予防に取り組みましょう。

　喫煙はあらゆるがんのリスクになりま
す。自分は吸わなくても、他人のたばこ
の煙も可能な限り避けましょう。

　エレベータは使わず階段を歩くなど、
日常生活の中で、意識して運動を取り入
れ、継続していくことが大切です。

　多量はやめて節度のある飲酒を心が
けましょう。週に2日は休肝日を設け、
肝臓を休ませることも必要です。

　太りすぎ、痩せ
すぎはがんのリス
クを上げます。食
事と運動を組み合
わせて、上手に体
重コントロールを。　偏った食事は避け、バランス良く食べ

ることが基本です。塩分を控え、野菜
や果物を積極的に摂取しましょう。

追加される個人を
識別するための枝番

【枝番のイメージ】

禁煙しよう！ 体を動かそう！

節酒しよう！ 適正体重を維持しよう！

食生活を見直そう！

オンライン資格確認とは、医療機
関等を受診した際に加入している
医療保険をオンラインで確認する
ことです。

栃木県市町村職員共済組合　　

組　　 合 　　員　 　証　　

氏 名 共済　太郎

本人

〇〇〇〇
キョウサイ　タロウ

生 年 月 日 平成〇年〇月〇日

（組合員）

令和 3 年 3月〇日交付

（枝番）00

（枝番）00

性別　男

0××××××

発行番号

令和〇年〇月〇日

栃木県宇都宮市大通り二丁目3番 1号

印
栃木県市町村職員共済組合　 
3 2 0 9 0 4 1 7

資格取得年月日

発行機関所在地

保 険 者 番 号

名　　　　　称

記号 　 899　　　　　  　　　番号

1 4

2 5

3

保健課　☎028-615-7816上記記事に関するお問い合わせは
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共済積立貯金の解約をお願いします

貯金現在残高通知書を
配付します

総務課福祉係　☎028-615-7805上記記事に関するお問い合わせは

解約金は、4月28日、5月28
日に送金します。
個人で臨時積立をする場合
は、預入限度額の超過の確認
が必要となるため、毎月18
日までに当組合へ着金となる
よう振込み、19日以降は振
り込まないようお願いします。
所属所における提出期限は、
所属所の共済事務担当課へ
お問い合わせください。

日 月 火 水 木 金 土日 月 火 水 木 金 土

4

11

18

25

1 2 3

5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17

19 20 21 22 23 24

26 27 28 29 30

2

9

16
23

4 521 3 1

3 4 5 6 7 8

10 11 12 13 14 15

17 18 19 20 21 22
24

30 31 25 26 27 28 29

:「貯金払戻（解約）請求書」共済提出期限 ：払戻送金日

：各申込書共済提出期限 ：臨時積立振込期限

5月4月

貯金払戻（解約）・臨時積立等スケジュール

　組合員の資格を喪失する場合は、次のとおり共済積立貯金の解約をお願いします。
　常時勤務再任用の方は継続することができます。

・「貯金払戻（解約）請求書」を所属所の締切日までに所属所の共済事務担当課へ提出をお願いします。
・非課税貯蓄を適用している方は、「非課税貯蓄廃止申告書」も併せて提出をお願いします。
・請求書は必ず届出の印鑑を使用してください。印鑑が相違している場合は解約できませんので、
… 不明または紛失の場合は、お早めに所属所の共済事務担当課へお問い合わせください。　　　　

　共済積立貯金は、9月末日及び3月末日に決算を行い、半年分の利息を元金に組入れます。
　「貯金現在残高通知書」は、再発行しませんので大切に保管するようお願いします。
　なお、令和3年3月末日の貯金残高が預入限度額3,500万円の98％以上に達している貯金者へ、4月上旬
に「預入限度額のお知らせ」を配付します。預入限度額を超過した方は4月15日共済提出期限（4月2回目）の
払戻しに間に合うよう手続きをお願いします。
　また、預入限度額を超えていない方は、限度額を超える前に払戻しまたは積立中断等の手続きをお願い
します。

配付時期

4 月
下旬
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普通貸付
住宅貸付

年1.26％

在宅介護対応
住宅貸付

年1.00％ 特別貸付
（医療・入学・
修学・結婚・
葬祭）

年1.26％

災害貸付

年  0.93％
特例災害貸付

年  0.63％

出産貸付
高額医療貸付

無利息

貸 付 をご利用ください！

令和3年1月1日より
次の業者を物資事業指定店に追加しました

申込書 当組合必着日
令和3年5月7日　（金）

令和3年8月1日　（日）
更新日

令和3年3月31日で
次の物資事業指定店が契約終了となります

組合員の皆さまが臨時に資金を必要とした時に貸付けを行います。
令和2年4月に採用された方も令和3年4月貸付分から利用できますので、

所属所の共済事務担当課を通してお申込みください。

　組合員期間が1年以上の組合員利用資格

貸付の種類
及び利率

貸付金の
申込みから
借り受け
までの流れ

申込書類の提出

毎月5日締切り
  （当組合必着）

送金

その月の金融機関
末営業日の前日に送金

決定

決定通知書、個別償
還明細書を送付

償還

貸付の翌月から給与
天引により償還

指定店名 所在地 電話番号 取扱商品

株式会社
メタルワーカー・
エスイーエー

宇都宮市
下川俣町 79-1 028-678-6951 自動車

指定店名 所在地 取扱商品

河原モータース 益子町益子 1998-4 自動車

有限会社日光ホンダ 日光市野口 21-3 自動車

区分 対象 給付金

入院保険 継続して 2 日以上
入院した場合 入院給付金

医療保険 1 日以上
入院した場合 入院支援給付金

　生活応援給付は、年に一度、加入内容の変更や解約をす
ることができますので、所属所の共済事務担当課へ申込書
の提出をお願いします。提出期限については所属所により異
なりますので、共済事務担当課へご確認ください。

遺族付加年金“きずな”
生活応援給付ご加入者様へ

新型コロナウイルス感染症は、
入院保険・医療保険の支払対象となります

　次の場合においても、臨時施設等または自宅療養した期間につ
いては、その期間に関する医師または医療機関、保健所等の証
明をもって給付金の支払対象となります。
・医療機関が満床等の理由で入院できず、臨時施設等または
自宅において入院と同等の療養を受けた場合
・医療機関が満床等の理由で退院予定日が早まり、臨時施設等また
は自宅において入院と同等の療養を継続した場合
※制度内容の詳細は、パンフレットを参照してください。

総務課福祉係　☎028-615-7805上記記事に関するお問い合わせは

保証人・保証料
抵当権の設定が
不要！！

物資事業からのお知らせ
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東京都市町村職員共済組合の
宿泊施設のご紹介
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こちら

http://www.tochigi-kyosai.jp/dl/hoken.html

