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令和 4年度

事業計画及び
予算の概要

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

区分
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 47.00 8.70 91.50 7.50 2.12
短期組合員 47.00 8.70 － － 2.12

市町村長組合員 47.00 8.70 91.50 7.50 2.12
特定消防組合員 47.00 8.70 91.50 7.50 2.12
長期組合員 2.35 － － 7.50 2.12

後期高齢者等
短期組合員 2.35 － － － 2.12

市町村長
長期組合員 2.35 － － 7.50 2.12

任意継続組合員 94.00 17.40 － － －

組合員数
23,823 人（うち短期組合員等 6,567 人）

平均標準報酬の月額
長期 378,115 円
短期 322,691 円

任意継続組合員数
142 人

被扶養者数
16,442 人

令和4年10月に加入する短時間勤務職員は、短期組合員、
後期高齢者等短期組合員に種別されます。
短期組合員は、地方公共団体等で雇用され、厚生年金・健康
保険の適用対象である非常勤職員（①週20時間以上勤務、②
月額賃金8.8万円以上、③2か月以上の勤務が見込まれる。た
だし、学生を除く。）のことで、短期給付及び福祉事業が適用さ
れます。
なお、75歳以上の短期組合員は、後期高齢者等短期組合員

となり、育児・介護休業給付と福祉事業が適用されます。

短期組合員、後期高齢者等短期組合員とは？

※ 負担金は、掛金率等と同率で地方公共団体が負担します。

（単位：‰）
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短期給付財源率は引き上げ、介護保険財源率は引き下げます。

短期給付

介護保険

区分 令和3年度見込 令和4年度予算

収
入

掛金・負担金 9,405,779 10,252,278
高額医療交付金 97,392 107,079

育児・介護休業手当金交付金 412,612 434,427
賠償金他 187,567 7,037

前年度繰越支払準備金 695,391 731,660
計 10,798,741 11,532,481

支
出

給付金 4,804,070 5,212,062
高齢者医療に係る納付金等 5,257,250 4,684,182
連合会拠出金・払込金 624,512 671,085
任継掛金還付金 2,877 3,600

次年度繰越支払準備金 731,660 796,023
計 11,420,369 11,366,952

差引 △ 621,628 165,529
欠損金補てん積立金 426,536 444,615
短期積立金 212,037 359,487

区分 令和 3年度見込 令和 4年度予算

収入 1,164,862 1,228,807
支出 1,155,887 1,225,596

収支の差 8,975 3,211
介護積立金（△欠損金） △ 35 3,176

短期給付は令和3年度において6億2,163万円の当期損失金が見込まれるため短期積立金が減少し、短期経理
の財政は厳しい状況です。

短期給付は、給付金がコロナ禍前
を超える伸びとなり、さらに短期組
合員等の加入により医療費の増加が
見込まれることから、令和4年4月か
ら財源率を94.00‰に引き上げます。

年金に係るこの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。

介護保険は、短期組合員の加入に
より掛金・負担金が増加することか
ら、令和4年4月から財源率を17.40‰
に引き下げます。

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医療費費や休業給給付などの短期給給付の支払払いや高高齢者医療制度へへの納付付金 支支援金及及び介護納付金をを拠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。出しています出しています出して ます。

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。厚生生年金の給給付に係係る組合員員保険料料と負担金金を徴収すする経理でです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厚 年 給付 係 組合員保険料 負担 徴収す 経 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退職職等年金金給付 民間の企業年金に相相当 の給付付に係る掛掛金と負担担金を徴徴収する退職等年金給付（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。経理理です。経理です経理です。

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平成成 年年 月以前にに受給権が発生 た公務上上の障害年年金 遺族年金の給付付に係る平成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。負担担金を徴収収する経理理です。負担金を徴収する経理です負担金 徴収する経理です。

（単位：千円）

（単位：千円）

4,554,843

4,804,070

5,212,062

給付金の推移

R2 R3見込 R4推計（年度）

（単位：千円）
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退職等年金預託金管理経理は、退職等年金給付積立金の一部の預託を受け貸付経理への貸付金として運用
しています。経過的長期預託金管理経理は、経過的長期給付積立金の一部の預託を受け縁故地方債の引受け
により運用しています。

短期組合員等の加入に対応するため、郵送料や制定用紙などを作成するための事務費、組合員証等印刷の
外部委託や人員配置のための事務局レイアウト変更等に係る委託費などを計上しました。
また、短期組合員等に事業を周知するためリーフレット配布の普及費を計上しました。

短期組合員等の加入に対応するため、がん検診やインフルエンザ助成などの厚生費の増加を見込みました。
後発医薬品の使用割合は、令和3年9月実績で第2期データヘルス計画の目標値である80％に到達し、83.3％

となりましたが、引き続き後発医薬品差額通知を実施するなどして使用割合の向上を図ります。
特定健康診査等の実施率は、後期高齢者支援金の加算・減算制度による指標には到達していますが、第2期

データヘルス計画の目標値である特定健康診査実施率組合員98％、被扶養者70％、特定保健指導実施率45％
には達していないことから、受診勧奨を行い、所属所と協働して実施率の向上に努めます。
また、令和4年度から次の内容を新たに実施します。

その他、実施している保健事業は、次ページのとおりです。

出向型歯科健康診断に併せて歯科保健指導を行います。

歯科健康診断の要精密検査者へ歯科医院への受診を勧奨します。

組合員にはポスターを、被扶養者にはリーフレットにより、がん検診の受診を勧奨します。

40歳未満の検査基準値以上の組合員を対象に、生活習慣病の予防の
ための健康情報を提供します。

◆歯科保健指導

◆歯科受診勧奨

◆がん検診受診勧奨

◆特定健康診査・特定保健指導

業務経理 組合の事務を行うために必要な事務費や人件費等を賄っています。組合の事務を行行うために必必要な事務務費や人人件費等等を賄っています組合の事務を行うために必要な事務費や人件費等を賄 ています組合 事務 行 必要 事務費や人件費等 賄 す

保健経理 人間ドックやがん検診等への助成、生活習慣病の予防を目的とした特定健康診査及び特定保健指導、保人間ドックややがん検検診等へのの助成、生活活習慣病の予防をを目的としたた特定健康診査及及び特定定保健指指導 保人間ド クやがん検診等への助成 生活習慣病の予防を目的とした特定健康診査及び特定保健指導 保
養を目的とした宿泊施設利用助成などを行っています。養を目的的とした宿泊泊施設利利用助成などを行ってています。養を目的とした宿泊施設利用助成などを行 ています養 目的 し 宿泊施設利用助成な 行 て ます。

退職等年金預託金管理経理
経過的長期預託金管理経理

全国市町村職員共済組合連合会から預託を受けた年金の資金の全国市町村職員員共済組組合連合合会から預預託を受けた年金金の資金金の全国市町村職員共済組合連合会から預託を受けた年金の資金の
運用をしています。運用をしてています。運用をしています
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項目 予算額 概要

保
健
関
係

人間ドック 289,240

30 歳以上の組合員、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 52,525

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）　大腸がん検診…1,870 円
肺がん検診…726円　肝炎ウイルス検査…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 27,410
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
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 4,420 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）検査を受診した場合、52,000 円を助成

歯科健診 5,115 組合員が出向型・来院型の歯科健康診断を受けた場合及び出向型に併せて歯科保健指導を
受けた場合に全額を助成

インフルエンザ
助成 16,000 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 1,400 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 38,065 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

受診勧奨通知 130 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

がん検診勧奨 225 組合員にはポスターを、被扶養者にはリーフレットにより、がん検診の受診を勧奨

歯科受診勧奨 50 組合員を対象に、要精密検査者へ歯科医院の受診を勧奨

保
養
関
係

宿泊施設
利用助成 18,300

組合員、任意継続組合員及び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共済組合
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　
共済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 1,140
●組合員または被扶養者の出産から1年間（12回）育児指導誌を配付
● 40歳未満の検査基準値以上の組合員を対象に、生活習慣病の予防のための健康情報を提供

医療費通知 520 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 145 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

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

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 17,510 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 489,545

保健事業 （単位：千円）
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　令和4年度の支払利率は引き続き1.20％預入限度額3,500万円となります。
　貯金額及び貯金者数は短期組合員等の加入により増加を見込みました。
　お預かりした資金は、安全を考慮し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。

　貸付金は、新規住宅貸付は増加するものの償還が上回るため減少を見込みました。
　住宅貸付は、保証人・事務手数料・抵当権の設定が必要なく、着工前に貸付けすることができるので別途つ
なぎ融資を申し込む必要がありません。また、入学・修学貸付では学費などの納付期限に合わせて随時貸付け
を行いますので、ぜひご利用ください。

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貯金者者の積立金を運用用し その運用用益を支払払利息として還元元することにより福祉の向上をを図ることをを目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。的としていいます的としています的 して ます。

貸付経理 組合員が臨時に資金を必要とするとき、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組合員員が臨時時に資金をを必要とすするとき、住宅のの新築 増築築等や入入学 修修学・結婚･葬祭祭等あるいいは災害害等組合員が臨時に資金を必要とするとき 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
により資金が必要になったときに組合員の生活の安定を図るため貸付けを行います。により資金金が必要要になったとききに組合員員の生活活の安定を図るため貸貸付けを行行います。により資金が必要にな たときに組合員の生活の安定を図るため貸付けを行いますより資金が必要 な き 組合員の生活の安定 図る め貸付け 行 ます。

493 514
545

（年度）

貯金額（億円）

貯金者数（人）

9,447 9,432
10,089

貯金額及び貯金者数の推移

R2 R3見込 R4推計

1.20 1.20 1.20

（年度）

支払利率（％）

運用利回り（％）

1.45 1.47

1.36

運用利回りと支払利率の推移

R2 R3見込 R4推計

2,240,115 1,923,055 1,761,557

（年度）

貸付金（千円）

件数（件）
1192

1123 1116

貸付金と貸付件数の推移

R2 R3見込 R4推計
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　新規立替件数及び立替金は、生活必需品のうち自動車物資の立替の増加を見込みました。
　また、高齢者人口や認知症高齢者数の増加を見据え、組合員全員を対象とする損害保険ジャパン株式会社
の「介護・認知症サポートプラン」を令和5年1月から導入します。詳細は、今後共済だよりやホームページでお
知らせします。

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。指定定店から組合員とそのの家族がが必要とする生活必必需物資を供給するることを目的的としていますす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指定店 組 員 家族 要 す 活 需物資 供給す 的 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また、引受受会社（明治安安田生命命保険相互会社）と団体体契約し、組合合員とそのの家族の不不慮の事事故に備ええたまた 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。遺遺族付加年年金“きずな”も取り扱っています。「遺族付加年金“きずな”」も取 扱 ます「遺族付加年金 きずな 」も取り扱っています。

R2 R3見込 R4推計（年度）

自動車物資

一般物資

立替金（千円）

593,878 576,048 601,158

4,407 2,214 1,525

620
自動車物資 件数（件）

物資立替件数及び立替金の推移

628 637

35 21 11

一般物資

区分 組合員 配偶者 こども 合計

遺族付加年金 “きずな ” 6,802 1,800 1,019 9,621

普通傷害保険 6,802 757 759 8,318

きずなプラス 6,085 1,465 - 7,550

入院保険 3,795 562 413 4,770

医療保険 2,824 372 212 3,408

重病支援給付 3,768 604 - 4,372

長期療養給付 1,440 - - 1,440

生活応援給付 592 46 - 638

積立年金プラン 445 - - 445

令和4年1月遺族付加年金“きずな”加入者数 （単位：人）

令和５年１月１日より組合員全員を対象として、損害保険ジャパン株式会社の「介護・認知症サポートプラン」
を導入します。詳細は、後日お知らせします。

介護・認知症サポートプラン

対象者
　組合員、配偶者、親、子、兄弟、同居の親族です。
組合員が契約者であれば、組合員が加入しな

くてもその家族が加入できます。

保障内容・保険金額
　要介護２相当以上に認定され、所定の
要介護状態が90日以上継続した場合に保
険金を支払います。
　保険金は、100万円、200万円、300
万円から選択できます。

特約
　軽度認知障害又は認知症と診断確定された場合に一時
金を受け取ることができる「軽度認知障害等一時金特約」
を付加することができます。
　保険金は 10万円、20万円、30万円で、介護・認知
症サポートプランの保険金額の 10％までで選択するこ
とができます。

募集時期
９月～11月に行う予定です。

支払方法
クレジットカード払い、口座振替を予定しています。

令和4年度新規事業
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華厳ノ滝

足足足足
あしおどあしおどおどしおどあしおどうざんかうざんかうざんかうざんかかかうざんかんこうんこうんこんんこん

尾尾尾尾尾銅銅銅銅山山山山観観観観観観観光光光光光光日日
にっこううとうしょとうしょうぐううぐうぐ

光光光東東東照照照照照宮宮宮宮宮（世（世（世界遺界遺界遺産「産「産「日光日光日光の社の社の社社社の社寺」寺」寺」寺」寺」寺」））））））

日本の近代化を支えた400年の歴史

日光の「湯波」はボリュームたっぷり

豪華絢爛な美しさは圧巻

ゆばゆばゆばゆばゆばゆばゆばゆばゆばゆばゆゆゆばばゆばばゆ とはとはとはとはとはとはとはとはとはとはとはとはははととは、豆、豆、豆、豆、豆、豆、豆、豆豆、豆、豆、、 乳を乳を乳を乳を乳を乳を乳を乳を乳を乳ををを乳を乳を乳を乳乳を乳 煮た煮た煮た煮た煮た煮た煮た煮た煮た煮たたた煮たたた煮たたたたたたたときときときときときときときときときときときときときときときときときとときときときききききききききききにでにでにでにでにでにでにでにでにでにでにでにでにでににでにでにでにでにでにでににににできるきるきるきるきるきるきるきるきるきるきるきるきるきるきるきるききるきる
薄い薄い薄い薄いい薄い薄い薄い薄い薄い薄い薄い薄い薄い薄い薄薄薄薄 膜を膜を膜を膜を膜を膜を膜を膜を膜を膜をを膜を膜を膜を引き引き引き引き引き引きき引き引き引き引き引き引きき引 上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げげげ上げげ上げ上げ上げ上げげたもたもたもたもたもたもたもたもたもたもたもたもたもたたたたたた の。の。の。の。の。の。の。の。の。の。のの 日光日光日光日光日光日光日光日光日光日光日光日光日光日光光日光光光日光光日日日日日日日日日日光のゆのゆのゆのゆのゆのゆのゆのゆのゆのゆのゆののゆのゆゆのゆのののゆののゆゆ
ばはばはばはばはばはばはばはばはばはばはばはばはばはばばはばばばばばはばばはばば 幾重幾重幾重幾重幾重幾重幾重幾重幾重幾重幾重幾重幾幾幾幾幾幾幾 にもにもにもにもにもにもにににににもにもにもににににもにににもにもにもににににもににに 巻き巻き巻き巻き巻き巻き巻き巻き巻き巻き巻巻巻巻巻き巻き巻き巻巻き巻き巻巻巻き上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上げ上上げ上げげ上げ上上 るのるのるのるのるのるのるのるのるのるのるのるのるのるのるのるるるるるるる で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、ででで、ででで、で、で、、、で、、、、、、で、、、、、丸く丸く丸く丸く丸く丸く丸く丸く丸く丸く丸丸く丸丸丸丸く丸丸丸くく丸く丸くく
ボリボリボリボリボリボリボリボリボボリボリボリボリボリボリボリボリボリリボリリボリボボリボリリリューューューューューューューューューューュューュューュュュームがムがムがムがムがムがムがムがムがムがムがムがムがムががががムががががありありありありありありありありありありありありあありああああああああああ 、一、一、一、一、一、一一一一一一、一、一枚一枚一枚一枚一枚一枚一枚一枚一枚一枚一枚一枚一枚枚枚枚一枚枚枚枚一枚の枚の枚の枚の枚の枚の枚の枚の枚の枚の枚の枚の枚の枚のの枚ののの枚のの枚の枚枚枚枚枚枚の間に間に間に間に間にに間に間に間に間に間ににに間に
豆乳豆乳豆乳豆乳豆乳豆乳豆乳豆乳豆乳豆乳豆乳乳豆乳豆乳豆乳豆乳乳乳豆乳豆乳豆乳乳乳乳乳乳が残が残が残が残が残が残が残が残が残が残が残残が残が残が残が残が残が残が残が残が残残が残残残残残残ってってってってってってってってってっててってってててっててててているいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるのがのがのがのがのがのがのがのがのがのがのがのがのののがのがががが特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴徴特 ですですですですですすですでですですですですす。良。良。良。良。良。良。良。良。良。良。良良良。良。良良良良。良良良良
質の質の質の質の質の質の質の質の質の質の質の質ののの質のののの質のの質のののののののたんたんたんたんたんたんたんたんたんたんたたんたんんんた ぱくぱくぱくぱくぱくぱくぱくぱくぱくぱくぱくぱくくぱくぱくぱくぱくぱくぱ 質を質を質を質を質を質を質を質を質を質を質を質を質を質を質を質を質を質を質 はじはじはじはじはじはじはじはじはじはははじははははははははははははははは め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、め、めめめめめめ、め、カルカルカルカルカルカルカルカルカルカルカルカルルルルルルシウシウシウシウシウシウシウシウシウシウシウシシウシウシウシウウ
ムやムやムやムやムやムやムやムやムやムやムやムムやムやムやムやムややムやムやムやムやムやややややややや鉄分鉄分鉄分鉄分鉄分鉄分鉄分鉄分鉄分鉄分鉄分鉄分鉄分鉄分鉄鉄分鉄鉄鉄分も多も多も多も多も多も多も多も多も多もも多も多も多も多ももも多ももももも いたいたいたいたいたいたいたいたいたいいたいたいいたいたいたいたいたい めめ、め、め、め、め、め、め、め、め、めめ、めめめめめめ 精進精進精進精進精進精進精進精進精進精進精進精進精進精精進精進精進精精進精進精進進精 料理料理料理料理料理料理料理料理料理料理料理料理料理料理理料理料理料理料料料理料理理理理理理理ににににににににににににににに
は欠は欠は欠は欠は欠は欠欠欠は欠は欠は欠は欠は欠は欠は欠は欠は欠は欠は欠は欠は欠は欠ははは欠ははは欠は欠欠は欠欠は欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠欠は欠かせかせかせかせかせかせかせかせかせかせかせせかせかせせせかせせかせかせかせかせかせせせせせせせないないないないないないないないないないないないなないなななななないないな 食材食材食材食材食材食材食材食食材食材食材食材食材食材食食材食食食食食食食食食食食食食食食食食食食 で観で観で観で観で観で観で観で観で観で観で観で観観観で観観観で観で観観光客光客光客光客光客光客光客光客光客光客光客客光客光客光客客光客客客光客光客光客光客にもにもにもにもにもにもにもにもににもににももにもにもも親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親
しましましましましまましましましましましましましましまままれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれれてれれ いまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいまいいいまいまいまいいいまい す。す。す。す。す。す。す。す。す。す。すす。す。す。す。すすすすす

かかつかつかつかつか て「て「て「日本日本日本日本日 一の一の一の一の鉱都鉱都鉱都」と」とと呼ば呼ば呼ば呼ば呼ばれたれたれたれれ 足尾足尾足尾尾
銅山銅山銅山山山の坑の坑の坑の坑内の内の内の内のの一部一部一部一部一部を開を開を開を開開を 放し放し放し放した観た観た観た観た観た観光施光施光施光施設。設。設設。設設設
トロトロトロロッコッコッココ電車電車電車車に乗に乗に乗に乗に乗乗ってってってってて全長全長全全長全長全長全 約4約4約46060600mのmのmのの薄薄薄
暗い暗い暗い暗い暗 坑道坑道坑道坑道を進を進を進を進進進むとむとむとむとむとと、展、、展、展示場示場示示示場があがあがありまりまります。す。す。す
リアリアリアアルなルなルなルな人形人形人形人形で当で当で当で当時の時の時の時のの時 鉱鉱石鉱石鉱鉱石採掘採掘採掘の様の様の様の 子子子子
を再を再を再を再現し現し現ししておておておており、り、り、り、ボタボタボタボボタンをンをンを押す押す押すと人と人と人形が形が形が形
動き動き動き動き動 だしだしだしだし、作、作、作、作業中業中業中業中中の日の日のの日の 常会常会常会話を話を話を聞く聞く聞くくこことことこ
がでがでがでができまきまきまきまます。すす。す。す

徳川徳川徳川徳 家康家康康家 をを御を御を御を御御祭神祭祭神祭神にまにまにまつっつっつった神た神た神神た神社。社。社。国国国国
宝8宝8宝8宝 棟、棟、棟、重重要重重要重要文化文化文化財3財3財34棟4棟4棟を含を含を含を む5む5む5555棟5棟5棟5棟5棟ももももも
の建の建の建建物に物に物に物 はは、は、は、は 漆や漆や漆や漆 極彩極彩極彩色が色が色がほどほどほどこさこさこさこさされれれれ、れ、れ、
柱な柱な柱柱などにどににどにどにはは数は数は数多く多く多く多 の彫の彫の彫刻が刻が刻が飾ら飾ら飾られれてれてれてれれ いいいい
ますますますすす。有。有。有。有有名な名な名な名な「見「見「見ざるざるざる・言・言・言わざわざわざざざる・る・る・るる 聞か聞か聞か聞か
ざるざるざるざるる」の」の」の」の」の「三「三「三「 猿」猿」猿」猿 はもはもはもはもちろちろちろろん、ん、ん、ん かわかかわかわかわいらいらいらいら
しいしいしいいい寝顔寝顔寝顔寝顔寝顔の「の「の「の 眠り眠り眠り眠り猫」猫」猫」猫 などなどなどなど動物動動動物動物物動 の彫の彫彫の彫の彫刻も刻も刻も刻も刻も刻刻も
みどみみどどどみどみ ころころころろこ のの一の一の一一つでつでつででつです。す。す。。

日光市
栃木県の北西部に位置する日光市。
2006 年に特色ある5つの市町村が合
併し現在の日光市になりました。恵ま
れた自然がありつつも、首都圏からの
アクセスもよいのが魅力のひとつ。言
わずと知れた世界遺産「日光の社寺」
で観光したり、「鬼怒川温泉」で癒さ
れたり、魅力満載の街です。

日
にっ こ う ゆ ば

光ゆば

4月～4月4月～4月 10月10月0月月1 9：99：：00～00～00～17：17：17：：：00、00、00、00、11月11月月月～3月～3～3月～3月月  
9：9：0000～ 10～～10～0～16：06：06：6：06 0、0、(0、(0、(最終受最終受最終受最終受最終受最終受受付は閉付は閉付は閉門の3門のの3門の門の30分前0分前0分前分前まで)まで)まで)まで
無休無休　休休 02802802828800 8-58-8-5-54-04-04-0-0-0-05656056006
日光市光市山内2山内2山内2内2山 301301333 　
大人・高校生高校生130130130301300円、00円、0円、00 小・中小・・中・中・中・中・中・中・中・中小・中学生4学生4生生4生4生4生4生444学生44学学学学学学 55550円50円555
JR日光駅・東武日東武日光駅よ光駅よ駅よ駅よよよより東武東東東東り東武東東東東武東り東り東 バス日バス日バババス 光乗車光乗車光乗車、、

「神橋」下車、徒歩8分分

9：09：09：09 0～ 10～ 17：07：000（ト0（トロッコロッコロッコロ 最終 最終 最終 16：16：16：15）15）15）
無休　無休　無休無無
0280280288-98-98-98-98 93-33-3240240240（足尾（足尾（足尾銅山観銅山観山銅山観光管理光管理光管理事務所事務所事務務所所所）））））
日光市日光市日光市日光 足尾町足尾町足尾町通洞9通洞9通洞9-2-2-2
大人8大人大人大人8大人8大人830円30円30円、小・小・小・小・、小・中学生中学生中学生中学中中 4104100円円円
日光宇日光宇日光宇光宇日光宇都宮道都宮道都宮道路「清路「清路「清滝IC滝IC滝IC滝ICC」から」か」から」かららら約約30約30約30約 0分分
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日日日日日日
にっこうにっこうにっこうにっここ すとろべすとろべすとろべりーぱーりーぱーりーぱーくくく

光光光光光光光スススストトトロロロベベベリリリーーーパパパーーーーーククク

日日日
にっこうにっこうにっこうはなはないちないちはないちもんめもんめもんめ

光光光花花花花花いいいいちちちちももももんんんめめめめ

鬼鬼鬼鬼鬼
きぬがわきぬがわきぬがわぬがわがわわおんせんおんせんおんせんおんせんおんせんん ん

怒怒怒怒川川川川温温温温温泉泉泉泉

華華華華
けごんのけごんのんのごんん たきたききたききききき

厳厳厳厳ノノノ滝滝滝滝

甘さの中の程よい酸味！！

頭上に広がる美しいベゴニア

豊かな自然に癒される温泉郷

圧倒的な水量と轟音にビックリ！

夏は夏は夏は夏 涼し涼し涼し涼し涼 く冬く冬く冬く冬は非は非は非は 常に常に常に寒い寒い寒い日光日光日光の気の気の気の気候と候と候と候とと、綺、、 麗候候と候と 綺麗
な水な水な水が育が育が育育育んだんだんだジュジュジュジューシーシーシーなーなーなおいおいおいしさしさしさのいのいのいちごちちちごごごちご。。。。人
気の気の気の「と「と「と「 ちおちちちおちおとめとめとめ」に」に」に加え加加え加え加 、話、話、話題の題の題の新品新品新品種「種「種種「とちとちちととと あ
いかいかいかいかい 」も」もも」もも味わ味わ味わ味味わうこうこうこう とがとがとがとができできできできますますます。朝。朝。朝どれどれどれれいちいちいちちごごごの
ジャジャジャムなムなムなどオどオどオどオどオリジリジリジリジナルナルナル商品商品品商品商品商 も要も要も要も チェチェチェックックックック！高！高！高高設設設栽
培の培の培の培のハウハウハウスもスもスももももありありありあり、車、車、車車いすいすいすいすやベやベベやベや ビービービービーカーカーカーでもでもでも入入入場入入
可能可能可能可 ですですですす。。

関東関東関東以北以北以北北北で最で最で最で最大級大級大級大級の広の広さをさをを誇る誇るベゴベゴベゴゴ
ニアニアニアニ 園。園。園。園 温室温室温室温 ではではでは、1、1、1年中年中年中満開満開の花の花の 々々々々
をを観を観を観賞で賞で賞でできまきまきまきまます。す。す。す 頭上頭上頭上一面一面一面に広に広に広がるがる
球根球根根根ベゴベゴベゴニアニアニアをはをはをはをはじめじめじめじめ 合、合、合合、合計8計8計8計計80000000 0鉢0鉢鉢、、
約6約 00000品種品種品種品種の花の花の花花々が々が々がが咲き咲き咲き咲き誇る誇る誇る空間空間間空 はははは
まさまさに「「に 花の花の花の花花 楽園楽園楽園」！」！」！」！うさうさうさぎ、ぎ、ぎ、モルモルモルモッモッモッ
ト、ハムハムスタスタスタスタス ーなーなーなーなどのどのどのど 小動小動小動物と物と物と触れ触れ触れ
あえるコーナーもーもーももももおすおすおすおすすめすすめすめめですですですですす。。

関東関東関東関東関東東でもでもでもでも有数有数有数有数の大の大の大大大規模規模規模規模規模な温な温な温な温泉地泉地泉地地泉地泉地泉地地地泉地泉地。明。明。明。明明。 治以治以治以治以治以以以治治治
降に降に降に降に一般一般一般一 開放開放開放開放開 されされされされされるまるまるまるまではではではでは、日、日、日、日日日光詣光詣光詣詣光詣光詣光 僧光光光詣詣詣詣ののの僧の僧の
侶や侶や侶や侶やや大名大名大名大名名のみのみのみのみ入る入る入る入るることことことこととを許を許を許を許されされされされた温た温た温温た 泉で泉で泉ででで泉泉泉泉泉で泉で泉泉で泉で
したしたしたした。神。神。神。神神経痛経痛経痛経痛経 や五や五や五や五十肩十肩十肩十肩十 、疲、疲、疲、疲労回労回労回労回回復、復、復、復、復 健健健康健康健康健康康
増進増進増進増進増 に良に良に良に良いといといといととされされされされさ るアるアるアるアルカルカルカルカカリ性リ性リ性リ性性単純単純単純単純単純温泉温泉泉温温泉温泉温泉泉
は、は、は、、無味無味無味無味無味無臭無臭無臭無臭無臭でくでくでくでくで せがせがせがせがなくなくなくなく、優、優、優優しいしいしいしい肌触肌触肌触肌触肌触肌触肌触
りがりがりがりがりが魅力魅力魅力魅力ですですですです。。。

日本日本日本三名三名三名瀑の瀑の瀑の瀑 一つ一つ一つに数に数に数えらえらえ れるれるれる滝。滝滝。滝。滝。滝滝滝 中禅中禅中禅中禅中禅中禅禅中 寺湖寺湖寺湖寺湖の水の水の水の水の が、が、が、が 高高高
さ9さ9さ97m7m7mの岩の岩の岩壁を壁を壁を一気一気一気気気に落に落に落落下す下す下する様る様る様は迫は迫は迫は迫迫は迫迫ははははは 力満力満力満力満力満力満力力満満満点点で点で点です。す。すす。す 自然自然自然自然
が作が作が作り出り出り出出す雄す雄すす雄大さ大さ大さ大ささ大 と華と華と華と華麗な麗な麗な麗 造形造形造形美の美の美ののどちどちどちちど らもらもらもらもらも味わ味わ味わわ味わ味わ味わうこうここうこううことがとがとが
できでできできでで ますますますすます。エ。エ。エエレベレベレベベベベーターターター ーでーでーでで行け行け行け行ける滝る滝る滝る滝正面正面正面正面の観のの観の観の観の観観観瀑台瀑台瀑瀑台瀑台瀑台瀑 に立に立に立つつつ
と、と、と、と、滝つ滝つ滝つつぼのぼのぼのの爆音爆音爆音音と水と水と水水ししぶしぶぶきにきにきにきっきっきっっと驚と驚と驚驚くこくこくことでとでとででででと ししょししょしょう。う。う。ここことととでとででででしょししょょしし う。う。

日光市

9 （最終受付 )9：00～ 16：30（最終受付付付は16は166：000000))) 無休無休　無休休 0288-77-0866　 日光市小佐越坂 下日光市小佐越坂の下80800
入園料：大人1000円、4歳～小学生500円、シニア(70歳以上）850円 ※身分証明書等ご提示提示くださださださださださださださい
日光宇都宮道路「今市IC」からか 約20約20分分

10：10：10 00～00～00～ 16：16：16：00（00（00（最終受最終受最終受付は1付は15：35：30）0）） 火火曜日火曜日火曜日火 (祝日(祝日(祝日の場合の場合の場合合の場合は営業は営業は営業は営業））） 028280280 8-28-28-2-22-02-02-0615615615
日光市日光市市日日日 芹沼3芹沼3芹沼3581581581　　 いちごいちごいちご狩り（狩り（狩 30分30分30分食べ放食べ放食べ放食 題題・予題・予題・予・予予題 約優先約優先約優先約優 ）））

【12【12【1 月月11月11月11月月 日～3日～3日～3月31月31月31日】大日】大日】大人20人20人2000円00円00 、小人、小人人、小人1501501500円、0円、0円、0 【4月【4月【4月【4月【44月1日～1日～1日～日～日～～5月65月65月6日】大日】大日日】大】大人19人19人1900円00円00円0円、小人、小人、小人1401401400円、0円、0円、円
【5月【5月月月【5月7日7日～日～日～77日 5月下5月下5月下旬】大旬】大旬】大人18人18人1800円00円0円、小人、小人130130301300円 0円 0円0 ※季節季節季節※季節※季節によりによりによりによりににより異異なる異なる異なるるる 東武日東武日東武日東武日光線で光線で光線で光線 「下今「下今「下今下 市」下市」下市」下市 車、車、車車、車車車車ででで7分7分分

0280280288-28-28-22-12-12-1525525525（日光（日光日光日光光市観光市観光市観光観光光光観光協会）協会）協会）協会協会）会）　
東武東武鬼東武鬼鬼怒川線怒川線怒川線で「鬼でで「鬼「鬼怒川温怒川温川温温温温川 泉」下泉」下泉」下泉」下泉」下下下車車車車車車

3月～3月～3月～月～4月4月4月4 9：09：09：00～ 10～ 10～～ 7：07：00、50、50、5月～1月～111月1月1月8：08：08：00～ 10～ 10～ 11117：07：007：07：000、10、100、0、0 2月～2月～2
2月月月月月9：09：09：09：00～0～10～ 1～10～ 6：366：336：30 ※0 ※0 ただしただしただしし、季節、季節季節季 ・気象・気象気象状況に状況に状況に状 よりよりよりりり時り時り時り時間変間変間変間変更間変更間変変変更間 あり。あり。りりあ
0282828288-58-588 5-05-00300300300300（華厳（華厳華厳華 滝エレ滝エレ滝エレベータベータベ ー）ー）ー） 日光市日光市日光市中中中中宮祠中宮祠中宮祠宮祠祠祠祠祠祠祠
エレベベベーターーターター往復大往復大往復大大人57人57人5 0円、0円、0円、円 小学生小学生生340340340円円円
JR日光線「日光」日光」日光」日光」下車、下車、下車、下車、東武バ東武バ東武バ東武バ東武バス中禅ス中禅ス中禅ス中禅寺温泉寺温泉寺温泉寺温 行き乗行き乗行き乗き乗行き乗行き乗車車車約4車約4車約4車約車約40分0分0分0分分分

「中禅寺温泉」下車徒歩約5分

き
きぬひめきぬひめぬひめきぬひめきぬひめきぬひめきぬひめきぬひめひめひめひめひひめきぬひめひめひめひめひひめぬひひぬひひひひめめめめめめめめきぬひめめめめめめきぬひめひめきぬひめひひぬひ まつりまつりまつりまつりまつまつりまつりまつりつりまつりつ

ぬ姫まつり

江戸江戸江戸江戸江戸江戸江戸戸江戸江戸戸戸江戸江戸江戸江戸江戸江戸戸戸戸戸戸戸江戸戸戸戸江戸戸戸時代時代時代時代時代時代時代時代時代時代時代時代時代時代代時時時 からからからからからからからからららからからからかららかららからからからかかららら受け受け受け受け受け受け受け受け受け受け受け受受受受受受け受け受受受受受受受 継が継が継が継が継が継が継が継が継が継が継が継が継が継が継が継が継が継継ががれたれたれたれたれたれたれたれたれたれたれたれたたたれたれたれたれれれれれれ 歴史歴史歴史歴史歴史歴史歴史歴史歴史歴史歴史歴史歴史歴史歴史史史史あるあるああるあるああるあるあるあるあるああるあるあるるあるある
ひなひなひなひなひなひなひなひなひななひなひなひなひひひなひなひひなひ 人形人形人形人形人形人形人形人形人形人形人形人形人形人人形形も見も見も見も見も見も見も見もも見も見も見も見も見ももも られられられられられられられられらられられられれる貴る貴る貴る貴る貴る貴る貴貴るる貴るる貴貴る貴貴重な重な重な重な重な重な重な重な重な重な重な重重重重な重な重重重な重 イベイベイベイベイベイベイベベイベベベイベベベントントトントンントンントントンントントントトトト。。。。。。。。
幸せ幸せ幸せ幸せ幸せ幸せ幸せ幸せ幸せ幸せ幸せ幸せ幸せ幸せ幸せ幸幸幸幸 を願を願を願を願を願を願を願を願を願を願を願を願を願願願願を う縁う縁う縁う縁う縁う縁う縁う縁う縁縁う縁縁縁縁縁う縁起物起物起物起物起物起物物起物起物起物起物起物起物起物物起物起物起起起物起 が吊が吊が吊が吊が吊が吊が吊が吊が吊がが吊が吊が吊吊が吊るさるさるさるさるさるさるさるさるさるさるさるさるさるさるさささされたれたれたれたれたれたれたれたれたれたたれれたれれれれた「つ「つ「つ「つ「つ「つ「つ「つ「つ「つ「つ「つ「つ「つ「「
るしるしるしるしるしるしるしるしるしるしるしるしるしるるるししししし雛」雛雛雛雛」雛」雛」雛」雛雛」雛」雛」雛」雛」雛雛雛雛 を展を展を展を展を展を展を展を展を展を展を展をを展展展展を展を展展示し示し示し示し示し示し示し示し示し示し示し示示しししした「た「た「た「たたた「た「た「たたたたたたたたたたたたた きぬきぬきぬきぬきぬきぬきぬぬぬきぬきぬぬきぬぬぬ姫飾姫飾姫飾姫飾姫飾姫飾姫飾姫飾飾姫飾姫飾飾飾姫飾姫飾飾姫飾飾飾飾飾飾飾り展り展り展り展り展り展り展り展り展り展り展り展り展り展り展り展り展り展り展りりり展展展展」」」」」」」」」」」」」」」
ではではではではではではではではではははではではではではで 、鮮、鮮、鮮、鮮、鮮、鮮、鮮、鮮鮮、鮮、鮮、鮮、鮮、鮮やかやかやかやかやかやかやかやかやかやかやかやかやかやかやかややかかかやややかやかかやかかな感な感な感な感なな感な感な感な感な感感な感なな感なな感なななな感なな感な感なななな感なななななななな 性が性が性が性が性が性が性が性が性が性が性が性が性性が性が性が性性性性 込め込め込め込込め込め込め込め込め込め込め込め込め込め込められられられられれられられられれられられれられれられられれれた作た作た作た作た作た作た作た作た作た作た作た作た作作た作作
品が品が品が品が品が品が品が品が品が品が品が品が品品がが品品品 会場会場会場会場会場会場会場会場会場会場場会場会場場会場場会場場会場会場場場場を彩を彩を彩を彩を彩を彩を彩を彩を彩を彩を彩を りまりまりまりまりまりまりまりまりまりりりまりまりまりままります。す。す。す。す。す。す。す。す。すす。す。すすすすすすす。

【きぬ姫飾り展示】
2月1日(火)～3月31日(木)、
【東武鉄道鬼怒川温泉駅構内雛展示】
2月21日(月)～3月31日(木)

開催時間 8：8：8：8：8：8：88888：30～30～30～30～30～30～30～0～3030～～0～30～～0～～30～～～303 17：17：1717：17：1717：7717：17：17：7717177717：717777717 00000000000000000000000000000
開催場所【き【き【き【き【き【き【き【き【き【きき【きき【きき【きききき【きききぬ姫飾ぬ姫飾ぬ姫飾ぬ姫飾ぬ姫飾ぬ姫飾姫姫姫ぬ姫ぬ姫ぬ姫飾ぬ姫飾ぬ姫ぬ姫ぬ姫ぬ姫飾姫姫姫姫姫姫姫 り展示り展示り展示り展示り展示り展示り展示り展示り展り展示展り展示展り展示り展示り展示り展展り展り展示】鬼怒】鬼怒】鬼怒】鬼怒鬼怒】鬼怒】鬼怒怒】鬼怒鬼怒怒川・川川・川川・川川・川川・川川・川川・川川・川川・川川・川川・川川川・川川川川川川川川川 治温泉治温泉治温泉治温泉治温泉治温泉治温泉治温泉治治温泉温泉治温泉治温泉治温泉泉治温泉泉治 泉泉治 泉治
観光情観光情観光情観光情観光情観光情観光情観光情観光情観光情観光観光情観光情情情観 報セン報セン報セン報セン報セン報セン報セン報セン報セン報セン報セン報報セ報セン報報報報報セ報報セン報セ報報報セ報報セ ター、ター、ター、ター、ター、ター、ター、ター、ター、ター、ター、ター、タ 、、タタタ 【お雛【お雛【お雛【お雛【お雛【お雛【お雛【お雛【お雛【お雛お雛【お雛【お雛【お雛【お雛【お雛お雛お雛さま及さま及さま及さま及さま及さま及さまさま及さま及さま及さま及さま及ささまさまさまさまささささささささささ びつるびつるびつるびつるびつるびつるびつるびつるびつるびつるびびびびつるびびびつるびつるつ し雛し雛し雛し雛し雛し雛し雛し雛し雛し雛雛雛雛雛雛雛し
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http://www.tochigi-kyosai.jp/doc/12002.html
http://www.tochigi-kyosai.jp/dl/shikaku.html


新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例は、令和3年9
月号において、ワクチン接種の実施期間である令和4年2月末までを対象としていましたが、今般、令
和3年12月から新型コロナワクチンの追加接種が実施され、新型コロナワクチン接種の実施期間が令
和4年9月末まで延長されたことに伴い、特例についても令和4年9月末まで対象となります。

退職後は、次のいずれかの健康保険
制度に加入することになります。
・再就職先の健康保険に加入する
・家族の健康保険の被扶養者になる
・国民健康保険に加入する
・任意継続組合員になる

　退職日の前日まで引き続き1年以上
在職して退職した場合、退職日の翌日
から短期（医療）給付及び保健事業の
一部が利用できる制度です。

加入できる期間

掛金の納付

手続方法

退職日から20日以内に所属所
の共済事務担当課を通して「任
意継続組合員資格取得申出書」
を提出してください。

2年間

掛金の納付は、毎月払い・半年払い・年度払いがあり、半年払い・
年度払いには、割引きがあります。
「任意継続組合員組合員証」と併せて納付書を送付しますので、期限
までにお振込みください。

保健課　☎028-615-7816上記記事に関するお問い合わせは

宿宿泊泊施施設設情情報報
～次の宿泊施設と新たに契約をしました！！　ぜひご利用ください～

施設名 住所 電話番号 種類
リゾートホテル ラフォーレ那須 那須町湯本 206-959 0287-76-3489 指定
伊豆マリオットホテル修善寺 静岡県伊豆市大平 1529 0558-72-2011 指定
富士マリオットホテル山中湖 山梨県南都留郡山中湖村平野 1256-1 0555-65-6711 指定
軽井沢マリオットホテル 長野県北佐久郡軽井沢町長倉 4339 0267-44-4489 指定
琵琶湖マリオットホテル 滋賀県守山市今浜町十軒家 2876 077-585-6300 指定
南紀白浜マリオットホテル 和歌山県西牟婁郡白浜町 2428 0739-43-7000 指定

コートヤード・バイ・マリオット白馬 長野県北安曇郡白馬村北城 2937 0261-75-5489 指定
ラフォーレ倶楽部 箱根強羅 湯の棲 神奈川県足柄下郡箱根町強羅 1320 0460-86-1489 指定
ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭 静岡県伊東市猪戸 2-3-1 0557-32-5489 指定

ホテルラフォーレ修善寺 静岡県伊豆市大平 1529 0558-74-5489 指定

4月1日
新規契約

※宿泊施設利用券は、ホテル公式ホームページまたは電話で予約のうえ、現地決済の場合のみ使用できます。

新型コロナウイルスワクチン接種業務に
従事する医療職の被扶養者の
収入確認の特例の延長について

任意継続組合員について任意継続組合員について
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令和4年4月から令和4年4月から年金制度の一部が改正されます年金制度の一部が改正されます

厚生年金の被保険者が賃金と年金の合計額
が支給停止基準額を超える場合に、超えた
部分の1/2の額が支給停止となります。

年金の支給停止のしくみ

1　在職中の年金受給の在り方の見直し

2　受給開始時期の選択肢の拡大

特別支給の老齢厚生年金受給者（65歳未満）の支給停止基準額が引き上げられます。　

年金（国民年金・厚生年金・退職等年金給付）の受給開始時期の選択肢が、60歳から75歳の間に拡大
されます。

在職中の老齢厚生年金受給者（65歳以上）の年金額が、毎年改定されます。　

イメージ

改正前

支給停止基準額

65歳未満 65歳以上

28万円 47万円

改正前

老齢厚生年金の受給権取得後に就労している場
合、資格喪失時（退職時または70歳到達時）に老
齢厚生年金の額を改定する。

改正前

繰上げ減額率　　1月当たり▲0.5％
繰下げ年齢上限　受給70歳
繰下げ増額率　　1月当たり0.7％

改正後

資格喪失時の改定に加え、65歳以上の者に
ついては、在職中であっても、年金額を毎年10月
分（12月支給）から改定する。

改正後
繰上げ減額率 　1月当たり▲0.4％
※昭和37年4月2日以降生まれの方が対象。
繰下げ年齢上限　75歳  （増額率は0.7％のまま）
※昭和27年4月2日以降生まれの方が対象。

改正後
支給停止基準額

65歳未満 65歳以上

47万円
※法令により改定される場合があります。

全額支給

一部支給停止

支給停止
基準額

年金
年金

賃金
賃金

繰上げ

1月当たり0.4％減額

繰下げ

1月当たり0.7％増額

60歳 65歳
（受給権発生）

75歳

年金課　☎028-615-7817上記記事に関するお問い合わせは12122 共済だより 2022.3 No.339
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総務課福祉係　☎028-615-7805上記記事に関するお問い合わせは

貯金現在残高通知書・預入限度額のお知らせ貯金現在残高通知書・預入限度額のお知らせ
を配付しますを配付します

〇「貯金払戻（解約）請求書」を所属所の共済事務担当課へ提出をお願いします。
　なお、印鑑が相違している場合は解約できませんので、請求書には必ず届出印を使
用してください。

〇非課税貯蓄を適用している方は、「非課税貯蓄廃止申告書」の提出も必要です。
手続き

組合員の資格を
喪失する貯金加入者は 共済積立貯金共済積立貯金のの解約解約をお願いしますをお願いします

日 月 火 水 木 金 土日 月 火 水 木 金 土
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23

29 30
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31

:「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

解約金は、4月27日、5月30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、共済事務担当課
へお問い合わせください。

貯金払戻（解約）・臨時積立等
スケジュール

　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繰入れます。今回は、令和4年3
月末日における通知書を配付しますので、大切に保管してください。

貯金現在残高通知書
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44月月下旬配付下旬配付

 「預入限度額のお知らせ」は、預入限度額3,500万円の98％に達した貯金者へ送付します。
 預入限度額を超えた貯金者は、4月2回目（4月15日当組合提出期限）までに払戻しをお願いします。
 預入限度額を超えていない方も、限度額を超える前に払戻しまたは積立中断等をお願いします。

預入限度額のお知らせ 44月月上旬配付上旬配付



5名以上 4名 3名 2名 1名

洋
室

ツイン 5,500 6,500

DXツイン 6,500 7,500

トリプル 5,500 6,500 7,500

和
室

12畳 5,500 5,500 6,500 7,500

15畳 5,500 6,500 7,500 8,500

特別室 6,500 7,500 8,500 9,500

5名以上 4名 3名 2名 1名

洋
室

ツイン 8,500 9,500

DXツイン 9,500 10,500

トリプル 8,500 9,500 10,500

和
室

12畳 8,500 8,500 9,500 10,500

15畳 8,500 9,500 10,500 11,500

特別室 9,500 10,500 11,500 12,500

栃木県市町村職員共済組合の組合員の皆さまへ

実施期間

組合員・被扶養者組合員・被扶養者

組合員の同居の家族組合員の同居の家族
及び同居でない両親及び同居でない両親

令和令和44年年44月月44日（月）～令和日（月）～令和44年年66月月3030日（木）日（木）

色鮮やかな “石楠花 ”

明るい雰囲気の 1Fロビー

※利用補助券控除後の金額

洋室（トリプル） 和・洋・中のバイキング

女性用大浴場 “しらね湯 ”

5,5000,5005055,5 円～円円～～
（1泊2食付　税・サービス料込）

8,5000,5005088,8 円～円円～～
（1泊2食付　税・サービス料込）

泉質主義！草津温泉温泉質主 草泉 主義 津温草主泉泉

の特別企画
のご案内春

上記期間の日曜日～木曜日のご宿泊が対象となります。
（但し、5/3～ 4、5/30～6/2、6/9を除く）

①同居家族等の場合は、その旨をお申し出ください。
申し出がない場合は、一般利用者扱いとなりますのでご注意願います。
②小人の料金は、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人数に含まれるのは3歳以上の方となります。
④3F・6Fの一部は喫煙ルームとなります。「禁煙」・「喫煙」のご希望がご
ざいましたら、ご予約の際にお申し出ください。

草津温泉の泉質は、酸性度が非常に高く、殺菌効果
のある温泉です。
また、源泉温度も高く、古来より“万病に吉”と謳わ
れるほど効能のある温泉ですので、泉質主義を掲げる
天下の名湯、草津温泉を満喫しにいらしてみてはいか
がでしょうか。

～新緑の草津をお楽しみ下さい～

草津保養所

〒330-0064　さいたま市浦和区岸町7-5-14
埼玉県市町村職員共済組合 施設課
☎048-822-3304
共済ホームページ：http://www.saitama-ctv-kyosai.net

〒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

お問い
合わせ先
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本誌に関するご意見・
感想をFAXまたはmail
でお寄せください。
お待ちしております。

福祉係　☎028-615-7805上記記事に関するお問い合わせは

令和 4年 3月1日申込開始！
損害保険ジャパン株式会社「移動の保険UGOKU」
栃栃栃栃栃栃木県木県木県木県木県木県ではではではではではでは、、、、令和令和令和令和令和令和和4年4年4年4年4年4年7月7月7月7月7月7月1日1日1日1日1日1日からからからからからから自転自転自転自転自転自転車保車保車保車保車保車保車 険へ険へ険へ険へ険へ険への加の加の加の加の加の加入が入が入が入が入が入が義務義務義務義務義務義務化化化化化化されされされされされされますますますますますます。。。。。
UUUUUUGOGOGOGOGOOKUKUKUKUKUKUは、は、は、は、は、は 「家族と自分のケガ」やややややや「相手のケガ・モノの賠償」などなどなどなどなどなどが補が補が補が補が補が補償で償で償で償で償で償できまきまきまきまきまきます。す。す。す。す。す。

　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

申込書　当組合必着日

令和4年5月9日（月）
更新日

令和4年8月1日（月）

　令和4年4月1日から対象商品の割引率が引下げになります。

物資事業指定店　株式会社マリモ

※ キャンペーン割引がある場合、割引率の高い方を適用することに変更はありません。

変更前
マンション販売価格（税込み）の1％

変更後
マンション販売価格（税込み）の0.5％

いつでも加入可能！

募集期間はありません。ネットから
のみの申込みとなります。

月額980円の保険料がクレジット
決済により引落しとなります。

自動更新なので、更新に関する手
続きが不要です。

保険料支払いは
クレジットカード！ 1か月ごとの自動更新！

支払内容

お申込みは
コチラから！

○相○相○相○相○相○相手の手の手の手の手の手のケガケガケガケガケガケガ・壊・壊・壊・壊・壊・壊れたれたれたれたれたれたモノモノモノモノモノモノの賠の賠の賠の賠の賠の賠償償償償償償償 ○自○自○自○自○自○自分の分の分の分の分の分のケガケガケガケガケガケガの治の治の治の治の治の治療　療　療　療　療　療 ○自○自○自○自○自○自転車転車転車転車転車転車の運の運の運の運の運の運搬費搬費搬費搬費搬費搬費用用用用用用
○帰○帰○帰○帰○帰○帰りのりのりのりのりのりのタクタクタクタクタクタクシーシーシーシーシーシー代　代　代　代代　代 ○万○万○万○万○万○万が一が一が一が一が一が一の時の時の時の時の時の時時の弁の弁の弁の弁の弁の弁護士護士護士護士護士護士相談相談相談相談相談相談費用費用費用費用費用費用などなどなどなどなどなどな
お申お申お申お申お申お申込み込み込み込み込み込みはははははは共済共済共済共済共済共済共 組合組合組合組合組合組合合ホーホーホーホーホーホーームペムペムペムペムペムページージージージージージまたまたまたまたまたまたはははははは右記右記右記右記右記右記 2次2次2次2次2次2次元コ元コ元コ元コ元コ元コードードードードードードからからからからからからWeWeWeWeWeWeb サbサbサbサbサbサイトイトイトイトイトイトにアにアにアにアにアにア

クセクセクセクセクセクセスしスしスしスしスしスしてくてくてくてくてくてくださださださださださださい。い。い。い。い。い。
共済共済共済共済共済共済事務事務事務事務事務事務担当担当担当担当担当担当担 課に課に課に課に課に課にチラチラチラチラチラチラシをシをシをシをシをシをシ 配付配付配付配付配付配付してしてしてしてしてしてていまいまいまいまいまいますのすのすのすのすのすので、で、で、で、で、で、そちそちそちそちそちそちらもらもらもらもらもらもぜひぜひぜひぜひぜひぜ ご覧ご覧ご覧ご覧ご覧ご覧くだくだくだくだくだくだく さいさいさいさいさいさいい。。。。。

お問い合わせ先 このご案内は、概要の説明になります。詳しい内容については、取扱代理店までお問い合わせください。
引受保険会社 ： 損害保険ジャパン株式会社　栃木支店　法人支社　TEL：028-627-8071
取扱代理店： 株式会社栃木共済サービス　TEL：028-688-8711　宇都宮市大通り2-3-1井門宇都宮ビル3階　

受付時間：9時から17時
「UGOKU」はドライバー保険に「移動保険に関する特約」を付帯した契約のペットネームです。

家族全員で
　　 月額   

980円

令和4年3月31日で、次の指定店が契約終了になります
指定店名 所在地 取扱商品

栃木いすゞ自動車株式会社 栃木県宇都宮市花房 2-2-4 自動車
有限会社斎藤自動車 栃木県那須郡那珂川町健武 1525-1 自動車
株式会社日本旅行 栃木県宇都宮市大通り 2-1-5 旅行割引


