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前年度より318人増加しました。市14、町11、一部事務組合等16

前年度より146人減少しました。前年度より短期は1,263円、長期は1,329円減少しました。

所属所数　　41 組合員数　　17,254人
うち任意継続組合員145人

被扶養者数　14,867人
うち任意継続組合員80人

平均標準報酬月額   短期  380,250円
長期  377,941円

掛金
586,689負担金

578,066

任継掛金
還付金
463介護納付金

1,155,411

支出
1,155,874

収入
1,164,755

収入は、掛金・負担金は組合員数の増加により
増加しましたが、高齢者医療支援金等の負担に対
する高齢者医療運営円滑化等補助金は助成率の引
下げにより減少しました。
支出は、医療費や育児休業手当金が増加しました。
決算の結果、当期短期損失金610,828,632円が
生じ利益剰余金は649,372,358円となりました。

欠損金補てん積立金は、当該事業年度以前３事
業年度における短期給付の平均請求額の100分の
10に相当する額です。

■ 短期給付

短期経理 組組合合員員ととそその被扶養者の医療療費費のの支支払払いいやや休休業業 災災害害給給付付などのの短短期期給給組合員とその被扶養者の医療費の支払 や休業 災害給付などの短期給組合員とその被扶養者の医療費の支払いや休業 災害給付などの短期給
付を行っています。付付をを行行ってていいまます付を行 ています付を行っています。

収入は、介護保険事業費補助金が令和2年度を
もって終了となりましたが、財源率の引上げによ
り掛金・負担金が増加しました。
支出は、40歳以上の組合員数が増加したことか
ら、介護納付金が増加しました。
決算の結果、当期介護利益金8,881,454円が生

じましたが、期末手当の支給割合の引下げがあっ
たことから前年度より繰り越した介護繰越欠損金
9,009,712円の補てんをしてもなお足りず、介護
繰越欠損金は128,258円となりました。

■ 介護保険

医療費の推移（外来及び調剤）

R1 R2 R3 年度

本人（千円）
1,228,428 1,203,380

1,278,115

家族（千円）

1,105,648
964,082

1,123,436

R1 R2 R3

介護納付金の推移

1,006,633

1,079,853

1,155,411

介護納付金（千円）

年度

総
括
事
項

補助金
162,674 掛金

4,723,139 負担金
4,680,991連合会交付金他

549,602
前年度繰越
支払準備金
695,391 支出

11,422,625

収入
10,811,797

給付金
4,806,747

前期高齢者納付金・
後期高齢者支援金等
5,257,250

任継掛金
還付金
2,646

連合会拠出金等
624,372

次年度繰越
支払準備金
731,610　

令和 3年度決算

（単位：千円）

利益
剰余金

欠損金補てん積立金 426,525,896円
積立金 222,846,462円
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令和 3年度令和 3年度決算決算

この年金の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い込みました。

この預託金管理の2経理は、収入した利息及び配当金の全額を支払利息として連合会預託金に振り替えまし
た。

厚生年金保険経理

厚生生年年金金のの給給付付にに係係るる組組合合厚生年金の給付に係る組合厚生年金の給付に係る組合
員保険料と負担金の徴収を員保保険険料料と負負担担金金のの徴徴収収をを員保険料と負担金の徴収を員保険料と負担金の徴収を
行っています。行ってていいまます行っています

退職等年金預託金
管理経理

全国市町村職員共済組合連合会が管理する退全全国市町村職職員員共共済済組組合合連連合合会会がが管管理理すする退退全国市町村職員共済組合連合会が管理する退全国市町村職員共済組合連合会が管理する退
職等年金給付組合積立金の一部から預託を受職職等等年金給給付付組組合合積積立立金金のの一一部部かからら預預託託をを受受職等年金給付組合積立金の 部から預託を受職等年金給付組合積立金の 部から預託を受
けて、貸付経理への貸付けを行っています。けてて、貸貸付付経経理理へへのの貸貸付付けけをを行行ってていいまますす。けて 貸付経理への貸付けを行っていますけて、貸付経理への貸付けを行っています。

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が管理する経全国市町村村職職員員共共済済組組合合連連合合会会がが管管理理すするる経経全国市町村職員共済組合連合会が管理する経全国市町村職員共済組合連合会が管理する経
過的長期給付組合積立金の一部から預託を受過的長長期給給付付組組合合積積立立金金のの一一部部かからら預預託託をを受受過的長期給付組合積立金の 部から預託を受過的長期給付組合積立金の 部から預託を受
けて、地方公共団体が起債する縁故地方債の引けてて、地地方方公公共共団団体体がが起起債債すするる縁縁故故地地方方債債のの引引けて 地方公共団体が起債する縁故地方債の引方公共 体 起債す 縁故 方債 引
受けを行っています。受けをを行行っていまますす。受 を行 す受けを行っています

退職等年金経理

平平成成277年年100月月にに創創設設さされれ平成27年10月に創設され平成 年 月 創設
た退職等年金給付（民間のた退退職職等等年年金金給給付 民民間間ののた退職等年金給付（民間た退職等年金給付（民間の
企業年金に相当）の給付に企企業業年年金金にに相相当 の給給付付にに企業年金に相当）の給付に企業年金に相当）の給付に
係る掛金と負担金の徴収を係係る掛掛金金と負負担担金金のの徴徴収収をを係る掛金と負担金の徴収を係る掛金と負担金の徴収を
行っています。行行ってていいまます行っています

経過的長期経理

平平成成27年9月月以以前前にに受受給給権権平成27年9月以前に受給権平成 年 月以前 受給権
が発生した公務上の障害年がが発発生生しした公公務務上上のの障障害害年年が発生した公務上 障害年が発生した公務上の障害年
金・遺族年金の給付に係る金金 遺遺族族年年金金の給給付付にに係係るる金 遺族年金の給付に係る金 遺族年金の給付に係る
負担金の徴収を行っていま負負担担金金のの徴徴収収をを行行っってていいまま負担金の徴収を行っていま負担金の徴収を行っていま
す。すす

経理 厚生年金保険 退職等年金 経過的長期

収入
組合員保険料・負担金 掛金・負担金 負担金

23,530,572,376円 1,503,333,721円 101,160,149円

支出
組合員保険料払込金・負担金払込金 掛金払込金・負担金払込金 負担金払込金

23,530,572,376円 1,503,333,721円 101,160,149円

差引 0円 0円 0円

経理 退職等年金預託金管理 経過的長期預託金管理

収入
利息及び配当金 利息及び配当金

11,923,777円 7,198,999円

支出
支払利息 支払利息

11,923,777円 7,198,999円

差引 0円 0円
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収入は、組合員の増加により負担金や連合会交付金が
増加しました。
支出は、普及費が共済のしおりの作成により、連合会
分担金が短期給付の事務に要する費用として全国連合会
へ納付する組合員1人当たりの単価の引き上げにより増
加しました。
決算の結果、当期損失金5,657,906円が生じたことから

積立金を取り崩して補てんし、利益剰余金は485,160,111
円となりました。

収入は、組合員数が増加したことにより掛金・負担金が
増加しました。
支出のうち、厚生費については、人間ドック、がん検診、
宿泊施設利用助成が増加しました。
決算の結果、当期利益金16,311,969円が生じましたので

積立金に積立て、利益剰余金は522,324,608円となりました。

業務経理 業業務務運運営営に必必要要な事務費や人人件件費費を賄賄っってていますす。業務運営に必要な事務費や人件費を賄っています業務運営 必要 事務費や人件費 賄 す

保健経理 組組合員及びびそそのの被被扶養者のの健健康康増増進進や保養養ののたためめ 人間ドックク、特特定定健健康診組合員及びその被扶養者の健康増進や保養のため 人間ドック 特定健康診組合員及 被扶養者 健康増進や保養 め、人間ドック、特定健康診
査・特定保健指導、宿泊施設等の利用助成などを行っています。査査 特特定定保保健健指指導導 宿泊施施設設等等のの利用助助成成ななどどを行行っっていまます査 特定保健指導 宿泊施設等 利 助成などを行 ます査・特定保健指導 宿泊施設等の利用助成などを行っています

収入…負担金・交付金等 271,255,653円
（令和 2年度　260,087,689 円）

支出…事務費・普及費等 276,913,559円
（令和 2年度　265,687,794 円）

差引（当期損失金） △5,657,906円

項目 決算額 概要

厚
生
費

人間ドック・PET検査 263,979,600 円 人間ドック
PET検査

　9,716 人
92人

がん・婦人科検診、
歯科健診 52,829,315 円 がん・婦人科検診

歯科健診
21,462 人
728人

（延べ人数）

インフルエンザ助成 10,224,000 円 10,224 人  　　 　　　　
宿泊施設利用助成 8,450,000 円 2,901 人   （延べ人数）　

その他 39,609,428 円 救急薬品等配付、電話健康相談、育児指導誌、
医療費通知など

特定健康診査・特定保健指導 25,340,565 円 特定健康診査　
特定保健指導　

10,603 人
705人

その他 14,365,280 円 連合会分担金、委託費など
合計 414,798,188 円

■ 支出の内訳

厚生費の推移
389,253

372,681
375,092

R1 R2 R3 年度

特定保健指導受診者数の推移

R1 R2 R3

動機付け支援

積極的支援289

292

372

340
358

365

年度

（単位：千円）

掛金
213,537

負担金
217,568

その他
5

特定健康
診査等費
25,341

その他
7,382

職員給与、
事務費
6,983

厚生費
375,092

支出
414,798

収入
431,110

（単位：千円）
（単位：人）

利益剰余金 積立金 485,160,111円

利益剰余金 積立金 522,324,608円
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貯金経理 貯金加入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貯貯金金加加入入者者のの積積立立金金を運用し、そそのの運運用用益益をを支支払払利利息息としてて還還元元すするこ貯金加入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貯金加入者の積立金 運用し、その運用益 支払利息 して還元する
とにより福祉の向上を図ることを目的としています。とによよりり福福祉祉のの向向上上を図るここととを目的とししてていますす。福祉 向上 的とにより福祉の向上を図ることを目的としています

収入は、投資有価証券の購入により、利息及び配当金が
増加しました。
支出は、貯金額の増加により支払利息が増加しました。
決算の結果、当期利益金162,347,329円が生じ利益剰

余金は3,487,577,878円となりました。

欠損金補てん積立金は、組合員貯金額の100分の5に相
当する額です。

区分 金額
国
債

利付国債 20,217,598,000 円
国債計 20,217,598,000 円

地
方
債

群馬県公債 200,000,000 円
埼玉県公債 299,950,000 円
愛知県公債 500,000,000 円
福井県公債 100,000,000 円
兵庫県公債 398,472,000 円
福岡県公債 200,000,000 円
静岡県公債 500,000,000 円

地方債計 2,198,422,000 円

社
債

九州電力社債 200,000,000 円
東日本旅客鉄道社債 3,500,000,000 円
東海旅客鉄道社債 1,100,000,000 円
西日本旅客鉄道社債 1,799,587,000 円
九州旅客鉄道社債 200,000,000 円
東京地下鉄社債 1,100,000,000 円
東京瓦斯社債 599,466,000 円
大阪瓦斯社債 100,000,000 円
東邦瓦斯社債 200,000,000 円
三菱東京UFJ 銀行社債 1,400,000,000 円

区分 金額

社
債

三菱UFJ 期限前償還条項付社債 1,000,000,000 円
みずほフィナンシャルグループ社
債（劣後） 300,000,000 円

三井住友トラストホールディング
ス社債（劣後） 100,000,000 円

社債計 11,599,053,000 円

諸
債
券

日本高速道路保有債務返済機構債 6,998,535,000 円
公営企業債 400,000,000 円
住宅金融支援機構債 4,294,450,000 円
地方公営企業等金融機構債 199,328,000 円
国際協力機構債 796,448,000 円
地方公共団体金融機構債 1,099,280,000 円
日本政策金融公庫社債 800,000,000 円
日本政策投資銀行債 300,000,000 円
東京都住宅供給公社債 800,000,000 円
新関西国際空港社債 899,920,000 円
福岡北九州高速道路債 300,000,000 円
広島高速道路債 400,000,000 円
鉄道建設・運輸施設支援機構債 799,922,000 円
都市再生債 599,860,000 円

諸債券計 18,687,743,000 円
計 52,702,816,000円

■ 保有投資有価証券の内訳

貯金額（億円）

貯金者数（人）

H29 H30 R1 R2 R3 年度

449

470

482

493

518

貯金者数と貯金額の推移

9,155

9,243

9,350 9,447

9,437

1.59

1.52

1.49
1.45

1.501.50

1.50

1.20 1.20

1.47

運用利回り（％）

支払利率（％）

H29 H30 R1 R2 R3 年度

資産の運用利回りの推移

令和 3年度令和 3年度決算決算

その他
551

利息及び配当金
788,628

職員給与、
事務費
3,799

支払利息
621,931

支出
626,281

収入
788,628

（単位：千円）

利益剰余金
欠損金補てん積立金 2,590,614,250円
積立金 896,963,628円
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貸付経理 組組合合員員がが臨臨時時にに資資金金を必要とすするるときにに、生生活活のの安安定定をを図図るるため貸付け組合員が臨時に資金を必要とするときに 生活の安定を図るため貸付け組合員が臨時に資金を必要とするときに、生活の安定を図るため貸付け
を行っています。を行ってていいまますを行 ていますを行っています。

物資経理
組合員が物資指定店から生活必需物資を購入した代金の立替事業や組組合合員員がが物物資指定定店店かから生活必必需需物物資資を購購入入した代代金の立替替事事業業やや組合員が物資指定店から生活必需物資を購入した代金の立替事業や組合員が物資指定店から生活必需物資を購入した代金の立替事業や
万が一（死亡・高度障害）の場合や、病気等の保障として遺族付加年金万万がが一一 死死亡亡 高高度度障害 の場合合や 病病気気等等のの保保障障ととして遺遺族付加年年金金万が （死亡 高度障害）の場合や 病気等の保障として遺族付加年金万が （死亡 高度障害）の場合や、病気等の保障として遺族付加年金
“きずな”事業を行っています。“ききずずなな 事事業業を行行っってていいますずきずな 事業を行っています

　収入は、貸付金残高の減少により組合員貸付金
利息が減少しました。
　支出は、退職等年金預託金管理経理からの借入
金の減少により支払利息が減少しました。
　決算の結果、当期利益金6,593,159円が生じ利
益剰余金は999,856,446円となりました。

　収入は、遺族付加年金“きずな”の加入者の減
少や新規立替額の減少により受託商品手数料が
減少しました。
　支出は、物資立替事故の発生に伴い保険料が
増加しました。
　決算の結果、当期利益金25,958,418円が生じ
利益剰余金は503,518,740円となりました。

■ 令和3年度貸付金

令和４年1月1日 遺族付加年金“きずな”
（生命保険部分）加入者数

3,331,224

2,240,115
2,532,843

2,978,143

1,928,778

貸付件数（件）

貸付金残高（千円）

貸付件数と貸付金残高の推移

H29 H30 R1 R2 R3 年度

1,463

1,129
1,192

1,265
1,365

482,521

598,286
558,104541,832

562,317

物資立替件数（件）

物資立替金残高（千円）

立替件数及び立替金残高の推移

H29 H30 R1 R2 R3 年度

655

654655627649

区分 利率（年） 件数 貸付金
普通貸付 1.26％ 300件 200,335,860円
住宅貸付 1.26％ 486件 1,372,056,584円

在宅介護対応
住宅貸付 1.00％ 38件 41,517,538円

災害貸付 0.93％ 6件 11,419,909円
特別貸付 1.26％ 292件 272,929,885円
特例災害
貸付 0.63％ 7件 30,518,127円

計 1,129件 1,928,777,903円

区分 人数
加入者 9,621人

内
訳

組合員 6,802人
配偶者 1,800人
子ども 1,019人

組合員貸付金利息
25,153

連合会
交付金
207 その他

1,001

支払利息
11,924

職員給与、
事務費
5,842 

支出
18,767

収入
25,360

その他
2,227

受託商品手数料
36,141

その他
770

消費税
1,415

保険料
2,474

職員給与、事務費
4,836

支出
10,952

収入
36,911

（単位：千円）

（単位：千円）

　欠損金補てん積立金は、組合員貸付金の額の100
分の5に相当する額です。

　欠損金補てん積立金は、借入金の額の100分の5
に相当する額です。

利益
剰余金

欠損金補てん積立金 96,438,895円
積立金 903,417,551円

利益
剰余金

欠損金補てん積立金 4,000,000円
積立金 499,518,740円
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那須高原りんどう湖ファミリー牧場

那那那那
なすどうなすどうどうすどうなすどうぶつおうぶつおうぶつおうぶつおうううぶつおうこくこくこくこここ

須須須須須どどどどううううぶぶぶぶぶぶつつつつつつつ王王王国国国国那那
なすこううげんりげんりんんどうこふどうこふう ぁみりぁみりぁみりーぁみりーみりーり ぼくじょぼくじょょううう

須須須高高高原原原原原りりりりりんんんんどどどううう湖湖湖フフファァァミミミリリリーーーー牧牧牧牧牧牧場場場場場場場場場

大自然と動物に癒される

道の駅の人気グルメ

湖のほとりで牧場体験

焙煎焙煎焙煎焙煎焙煎焙煎焙煎焙煎焙煎焙煎焙焙煎焙煎焙煎焙煎ししたしたしたしたしたしたしたしたしたしたししたし そばそばそばそばそばそばそばそばそばそばそばそばばばばば粉の粉の粉の粉の粉の粉の粉の粉の粉の粉の粉の粉の粉粉の粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉 風味風味風味風味風味風味風味風味風味風味風味風味風味味味味味味風味とバとバとバとバとバとバとバとバとバとバとバとババとバとバとバとバとバニラニラニラニラニラニラニラニラニラニラニラニラニラニラニニニニニニ の甘の甘の甘の甘の甘の甘の甘の甘の甘の甘の甘の甘甘甘甘甘甘
さがさがさがさがさがさがさがさがさがさがさがさがさがさがががさ ぎっぎっぎっぎっぎっぎっぎっぎっっぎっぎっぎっっっしりしりしりしりしりしりしりしりしりしりしりしりりしりしりしりつまつまつまつまつまつまつまつまつまつまつまつまつまままつままったったったったったったったったったったったったっったったたソフソフソフソフソフソフソフソフフソフソフソフソフソフソフソフソフソフフフソフソソソ トクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクククトククトクトトトクリーリーリーリーーリーリーーリーーリーリーーリーーーームムムムムムムムムムムムムムムムム
ですですですですですですですですですですですですですですですすすすででで 。敷。敷。敷。敷。敷。敷敷。敷。敷。敷。敷敷。敷敷敷。敷敷敷地内地内地内地内地内地内地内地内地内地内地内内地内地内にはにはにはにはににはにはにはにはにはにはにははににはに 直径直径直径直径直径直径直径直径直径直径直径直径直径直直直直直直 1212112121212111212mとmとmとmとmとmとmとmとmmとmとmとmとmとmとととmmmmmmmmmmm 直径直径直径直径直径直径直径直径直径直径直径直直直直直径
5.5.555.5.5.555.5.5.5.55555555556m6m6m6m6m6m6m6m6m6m6m6m6m6m6m6m6mの親の親の親の親の親の親の親の親の親のの親のの親の親の親の親の親のの親子二子二子二子二子二子二子二子子子二子二子子子二子二子二子子子二子子子二子二子二子子子二二子子子子子子子子子子子子 連水連水連水連水連水連水連水連水連水連水連水連水連水連水連水連連水連連水連連連水連連水車が車が車が車が車が車が車が車が車が車が車が車が車が車が車が車がが車が車車車車車 静か静か静か静か静か静か静か静か静かか静か静か静か静か静か静かかな音な音な音な音な音な音音な音な音な音な音な音な音な音ななな音音音音音音音音ををををををををををををををををを
たてたてたてたてたてたてたてたてたてたてたたてたてたてたてたてたてたててててたた て、て、ててて、て、て、て、てててて、て、てててててて、て 訪れ訪れ訪れ訪れ訪れ訪れ訪れ訪れれ訪れ訪れれれれ訪れれれたおたおたおたおたおたおたおたおたおたたおたおたおたおたおたたたた 客様客様客様客様客様客様客様客様客様客様客様客様客様客様客様客様客様客様客客客客客 を迎を迎を迎を迎を迎を迎を迎を迎をを迎を迎を迎を迎を迎を迎を迎迎を迎ををを迎えてえてえてえてえてえてえてえてえてえてえてえてえてええてえてえててえてえててえてくれくれくれくれくれくれくれくれくれくれれれれれれ
ますますますますますますますますますますますますすまますすすす。。。。。。。。。。。。

東京東京東京ドードードードーーーム約ム約ム約ム 101010個分個分個分の広の広の広大な大なな大なな敷地敷地敷地敷地地に、に、に、
6060606060600頭0頭0頭頭以上以上以上以上以上の動の動の動の動の動物た物た物たちがちがちがが暮ら暮ら暮ら暮ららす動す動す動す動す動す 物園物園物園。。。
雄大雄大雄大雄大雄 な高な高な高な高な 原の原の原の原のの景色景色景色景色景色に包に包に包に包包に包まれまれまれまれながながながながながながら、ら、らら ヒツヒツヒヒツツツ
ジやジやジやジやカピカピカピカ バラバララバララといといといといといいったったったったた人気人気人人気人気人気人 の動の動のの動物た物た物た物 ちとちとちとち
のんのんのんのんの びりびりびりびり触れ触れ触れ触れれ合う合う合う合う合ううことことこことことことこ がでがでがでがでできまきまきます。す。す。広々広々広々
としとしとししたドたドたドたドッグッグッグッグッ ランランランランも完も完も完も完備さ備さ備さ備さ備されてれてれているいるいるのでのでのでの 、、
大自大大自大自自然の然の然ののの中で中で中で中で愛犬愛犬愛犬愛犬とのとののとの優雅優雅優雅なおなおなおな 散歩散歩散歩歩タタタタ
イムイムイムムを楽を楽を楽を楽しんしんしんしんでみでみでみでみましましまましま ょうょうょう。（。（。（冬期冬期冬期はワははワはワワンン
ちゃちゃちゃちゃん入ん入ん入ん入入国不国不国不国不国 可）可）可可

りんりんんどうどうど 湖湖の湖の湖の湖の周周囲周囲周囲に広に広に広がるがるがるがる自然自然自然然豊か豊か豊か豊か豊 なレなレなレレ
ジャジャジャー施ー施ー施設設。設。設。設 エサエサエサエ やりやりやり体験体験体験やちやちやちや びっびっびっびっびっび こ乗こ乗こ乗こ乗こ乗
馬な馬な馬ななど動ど動ど動ど 物物た物た物た物 ちとちとちとち 楽し楽し楽しく触く触く触れ合れ合れ合えるえるえるる牧場牧場牧場牧場牧場牧場牧場
や、や、やや、「ジ「ジジジッッップップップッ ライライラインKンKンKAKAKAKKUKUKU」を」を」をはじはじはじはじめとめとめととと
するするするアトアトアトアア ララクラクラククララ ショショション、ン、ン、グラグラグランピンピンピピングンングンングン 施設施設施設施設
があがあがあがあありり、り、り、り 夏に夏に夏に夏には湖は湖は湖湖畔で畔で畔で畔 花火花火花火花火大会大大会大会大会会も連も連も連も連日日日日
開催開催開催催催されされされされされますますまますす。ほ。ほ。ほほかにかにかにか も季も季も季も季節ご節節ご節ご節節節 とのとののととのイベイベイベイベイ
ントンントトトやシやシややシショーョーーーが目が目が目が目目白押白押白押白押しでしでしでしでし す。す。すす。

那須町
栃木県の一番北に位置する那須町
は、観光と農林業のまち。皇室の方
が静養する御用邸があり、避暑地とし
ても有名です。那須連山の主峰・茶
臼岳がそびえたち、その山麓地帯に
は歴史ある那須温泉郷や親子で楽し
めるテーマパークなどが点在していま
す。気軽に行けるリゾート地で心も体
もリフレッシュしましょう。

道
みちのえき  と う さ ん ど う い お う の の「 そ ば そ ふ と 」

の駅東山道伊王野の「そばソフト」

9:9:9:9:30～30～～～33 ～17:17:17:7:00（000（00（季節に季節に季節によより変よりより変よ 動動り変り変動あ動ありありり））））
冬期冬期冬冬期冬期休園あ休園あ園あ園園あ休休 りりりり 020202802020287-87877-8 76-76-6 31131111111
那須郡須郡須郡那須郡那須町那須町須町町須町那那那 高久丙高高久丙高久丙高久丙久丙久丙久丙丙41414414414444-2　-2
大人人160606001600円、0円、0円、0円、3歳3歳以歳以歳以歳以上上以以上小学上小小学小小学学小学学上小 生80生8000円、0円、0円、00円0円0円0円0円0円円、

3歳未満無料無料
JR宇都宮線線「那須「那須塩原」塩原」原」原」」かかからからららららからから

シャトルバスで約35分5分

平日平日平日平日10:10:00～00～ 16:16:00、00、、土日祝土日祝土日祝9:09:09:00～ 10～ 10～ 17:07:07:0000000
（時期（時期（時期期時期によりによりにより変動あ変動あ変動あり）り）り）
水曜水曜水曜曜曜（春休（春休春（春春 み・Gみ・Gみ・GW・夏W・夏W・夏休み期休み期休み期休 間除く間除く間除く。。

祝日の祝日祝日の祝日祝 の場合は場合は場合合は営業）営業営業）、冬季、冬季冬季冬 休園あ休園休園ありりりり
02020202020287-8787-8787 77-77-77-1111111110000 那須那那須郡那須郡那須郡那須町町大島町大島町大島大島島1041042-12-1
中学中学中学学学生以上生以上生以上生生 2402402400円、0円、0円 3歳～3歳～歳歳歳～小学小小学生小学生小学生小学 1001000円0円
東北東北東北自動車自動自動車動車車道「那道「那那道「那道「那須IC須IC須IC」から」からからからら」 約約3約30約30分分

8:8:8:8:8:8:8 330～30～30～30～30～30～30～0～30～30～3030～30～330～30～30～33333 17:17:17:17:17:17:1717:1717 00（00（00（00（00（00（00（00（00（00（00（00（00（0（0（施設に施設に施設に施設に施設に施設に施設に施設に施設に施設に施設に施設に施設施設設施設に施設に施設設施 より異より異より異より異より異より異より異より異より異異より異異異より異より異より異よ 異異異なる）なる）なる）なる）なる）なる）なる）なる）なる）なるななななる）なる）るなる）るなる）なななる）なる 　
1月1月1月1月1月1月月1月1月1月11月月月月月月月月月月月月月月1月1～31～ 31～1～1～31～ 3～31～ 31～ 31～ 31～11～11～1～31111111～1111～111 日　日　日日　日日　日　日日日日日日日日日日日日日日
0202020202020202020202200200000000020000000000000000000000000 87-87-887-87-87-8787-87-87-87-87-87-7878 75-75-75-75-75-75-7575-75-7575-75-75-55-5-55 0650650650650650606506506060606506506506065066 333333333333
那須郡那須郡那須郡那須郡那須郡那須郡那須郡那須郡那須郡那須郡那須郡那那須那須那須郡那那須那那那那那那那須那那須那須那那那那那那須郡那須那 那須町那須町那須町那須町那須町那須町那須町那須那須町那須町須町須町須町那須町那須町那須町須須須那須町須町須須町須須須須那須須須須須町大字伊大字伊字伊大字伊大字伊大字伊大字伊大字伊字大字伊大字伊字伊大字伊大字伊大字伊大字字 王野4王野4王野王野4王野4王野4王野4王野4野野野4王野4王野4王野4野王野王野4野野 59595959595959595959595959959955
東北東北東北東北東北東北東北東北東北東北北東北東東北北東北東北北自動車自動車自動車自動車自動車自動車自動車自動車自動車自動車自動車自動車自動車動車動車自動車自動車動車車動自動車自 道「那道「那道「那道「那道「那道「那道道「那道「那道「那道「那道「那道「那道「那道「那道「那道「那道「那道道 須IC須IC須IC須IC須IC須IC須IC須IC須IC須IC須I須IC須IC須IC須須ICCCCCCC」から」から」から」から」から」から」から」から」から」から」から」からか」からから」から」か」かかか」」かから」」から」」」から」」かから約20約20約20約20約20約20約2約20約20約20約20約20約2020約20約20約20約20222202202200分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分
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那那那那
なすすてなすすてなすすてんどぐらんどぐらんどぐららすびじゅすびじゅすびじゅつかんつかんつかん

須須須須須ススステテテンンンドドドグググラララスススススス美美美術術術術術館館館館館

石石石
いしのびいしのびいしのびじゅじゅつかゅつかじゅつかん すとん すとん すとーん ぷーん ぷーん ぷらざらざらざ

ののの美美美美美術術術術館館館館 SSSSTTTOOOONNNEEEEEE PPPPPLLAAAZZZAAA

道道道道道
みちのえみちのえみちのえみちのええき なすき なすきなすきなすきな こうげんこうげんこううげんこうこう ゆうあいゆうあいゆうあいいのもののもいのもりのもりのもりもり

のののの駅駅駅駅 那那那那那須須須須高高高高原原原原友友友友友友原原原友友友友友友友愛愛愛愛愛愛ののののの森森森

那那那那那
なすおんなすおんおんすおお せんきょせんきょんきょせんきんんんん ううう

須須須須須温温温温泉泉泉泉郷郷郷

気分はまるでイギリス貴族

石と光と水が調和する癒しの空間

那須の魅力がてんこもり

情緒あふれる湯治のまち

英国英国英国英国英国の石の石の石の石造り造り造り造 の館の館の館・マ・マ・マナーナーナーハウハウハウスをスをスをスをモチモチモチモチモチーーフー にモチモチモチーフに
したしたしたたた建物建物建物の中の中の中の中に、に、に、に 181818000000年代年代年代中心中心中心のアのアのアアンンテンテンテテンティー
クスクスクスクステテンテンテンテ ドグドグドグラスラスラススが配が配が配がが 置さ置さ置されてれてれていまいまいます。す。すす。なかなかかななな で
も、も、も、も、セセンセセンセント・トト・ト ラフラフフラファエァエァエァエァ ル礼ル礼ル礼拝堂拝堂拝堂の壁の壁の壁壁一面一面一面面のののス
テンテンテンドグドグドグドグドグラスラスラスラスは息は息は息は をのをのをののを む美む美む美むむ しさしさしさ。ア。ア。アアロマロマロマロマの香のの香香の り
が漂が漂が漂い、い、い、、パイパイパイパイプオプオプオプオルガルガルガルガンやンややンやン オルオルオルオルゴーゴーゴールのルのルの音音音色音音
も聞も聞も聞聞こえこええこえる非る非る非る非日常日常日常日常空間空間空間空 に心に心にに心が和が和が和和みまみまみまみまままみ す。す。すす。す

奥州奥州奥州街道街道街道道道の宿の宿の宿の宿場町場町場町場町であであったったた芦野芦野に1に1に10000年程年程年程年 前にに前に造ら造造ら造造
れたれたれたれれ 石蔵石蔵蔵石蔵石 を、を、を、地元地元地元石材石材石材石 会社会社会 と建と建建建築家築家家家・隈・隈・隈研吾吾吾研研吾氏が氏がが再再再再
生生し生し生した美た美た美美術館術館術館術館館。新。。新新旧の旧の旧の組積組積組積組 造が造が造が調和調和し、、石の石石の石の魅力魅力魅力魅力力ががががが
堪能堪能能能できできできる空る空る空間が間が間が間が広が広が広が広がりまりまりまままります。す。す。す。特に特に特特 水盤水盤水盤盤盤に架に架に架架けらけらけらけ れたれたれたれた
石橋石 かからからからら眺め眺め眺め眺める、る、るる、様々様々様々様々に構に構に構築さ築さ築されたれたれた石積石積石積積石 みのみのみのみの意匠意匠意匠匠意匠意匠と、と、と、と、
水、水、光がががが光 織り織り織り織織 なすなすなすす美し美し美し美 さがさがさが印象印象印象的で的で的です。す。す。

那須那須那須那須那須須高原高原高原高原の入の入の入の入の 口に口に口に口にに位置位置位置位置位置するするするする、那、那、那那那那那那那那那須の須の須の須のの須 観光観光観光観光観光光光観観観
＆ア＆ア＆ア＆ア＆ ートーートートの発の発の発の発の 信拠信拠信拠信拠拠点点。点。点。広大広大広大広大な敷な敷なな敷な敷地内地内内内地内地内地 に 、地内地内内内内内にはにはにはにはに 、、
採れ採れ採れ採れれたてたてたてたて野菜野菜野菜野菜や軽や軽や軽や軽軽食（食（食（食（（すいすいすいすいとんとんとんとんなどなどなどな ）を）を）ををををを販販販販販ををを販販販販販
売す売す売す売する「る「る「る「る ふれふれふれふれふれあいあいあいあいの郷の郷の郷の郷の 直売直売直売直売所」所」所」所」や、や、や、や、那那那須那須那須須須
和牛和牛和牛和牛和 といといといといったったったった地元地元地元地元地 食材食材食材食材を用を用を用を用用いるいるいるいるるレスレスレスレストラトラトトトラトランンンンンンンン
「な「な「な「な「なすとすとすとすとすとらんらんらんらんらん」な」な」なな」などがどがどがどがど ありありありありますますますますす。ま。ま。ま。また、た、た、た 「工「工「工「工「工「「工
芸館芸館芸館芸館館」で」で」で」では県は県は県は県の伝の伝の伝の伝統工統工統工統統 芸品芸品芸品芸品品・那・那那・那須の須の須の須の篠工篠工篠工工工工
芸の芸の芸の芸の体験体験体験体験教教室教室室も開も開も開開催さ催さ催されてれてれ いまいまいまいます。す。す。す

県内県内県内最古最古最古最 の温の温の温泉「泉「泉「泉 鹿の鹿の鹿の湯」湯」湯 の源の源の源泉泉泉泉泉泉泉
発見発見発見後、後、後、次々次々次 と々温と温と温温温泉が泉が泉がが泉泉 発見発見見発発 されされされ、、
現在現在現在那須那須那須須温泉温泉温泉温 郷に郷に郷に郷に郷に郷 は八は八は八八つのつのつのつの源泉源泉源泉泉
ががあがあがあがが りまりまりまります。す。すす。これこれこれれれれを那を那を那を 須八須八須八八湯（湯（湯（湯 那那那那
須・須・須・須・大丸大丸大丸丸・弁・弁・弁弁天・天・天・北・北・北・北 三斗三斗斗三 小屋小屋小屋・・
八幡八幡八幡八幡八 ・高高・高・高・高雄・雄・雄・新那新那新那那那須）須）須須）須）といといといい、い、そそそ
れぞれぞれぞれぞぞれ効れ効れ効れ効能・能・能能・能 泉質泉質泉質質が異が異が異が なるなるなるな ためためため、、、
湯めぐぐりぐりぐりが楽が楽楽しめしめしめしめますますますす。。。

那須町

10:00:00～ 1777～ :00:00:00:0（入場（入場（入場入場入 は16は16は16:30:30:30まで)まで)まで)　 月曜月曜月曜（祝日（祝日（祝日の場合の場合の場合は翌日は翌日は翌日）））
0287-74-02222888 那須郡那須郡那須郡須郡那須町那須町那須町町須 大字芦大大大字芦大 野277野2717-17717-5555
大人800円、小・中学中学中学生30生30生300000円0円0円0円 JR東JR東RR東北本線北本線北本線「黒田「黒田「黒田原」か原」か原」からら

関東バス乗車 「芦野仲町」下車 徒歩約5分関東バス乗車、「芦野仲町」下車、徒歩約5分関東バス乗車 「芦野仲町」下車 徒歩約5分

9:9:9 30～30～30～ 16:16:6 30　30　30 無休無休無休（（臨時（臨時休館あ休館あり）り） 0202020 87-87-87-76-76-76-71171711111 那須郡那須郡那須郡那須郡那須町那須町那須那須町那須 大字高大字高字大字高久丙1久丙1久丙17907900
大人大人人大大大 1301301300円、0円、0円、中学生中学生中学生800800800円、小円、小学生5学生500円00円0円、幼児、幼児幼児幼児児児、 無料　無無料　無料無料
東北東北自東北自東北自東東 動車道動車道動車道「那須「那須「那須IC」IC」IC」から約から約から約10分10分10分

施設施設施設によりによりによりよよ 異なる異なる異異なる異異 　　 020202202887-87-87-87-8 78-78-78-78-02302302020233　333
那須那須那須須郡那須郡那須郡那須那 町大字町大字町大字町大 高久乙高久乙高久乙乙乙59359359593593-8　-8　-8　-8-
東北東北東北自動車自動車自動車車道「那道「那道「那那須IC須IC須IC須 」から」かからからからら約5分約5分約5分5分約55

施設施設施設設によりによりによりよによ 異なる異なる異なるなる　　 02020287-87-87-7-76-76-676-2612612619（那9（那9（那9（那（9（那須須須須須須町観須町観須町観須町観須町 光協会光協会光協会光協会）））） 町湯本町湯本町湯町湯本町湯湯本那須那須那須那須那須那須那 郡那須郡那須郡那須郡那郡那須郡那郡那須郡那須郡 町町町町

エアエアエアエアエアエアエアエアエアエアエアエアエアエエ ロビロビロビロビロビロビロビロビビロビロビロビロビビロビロビビビビックックックックックッックックックックックッククックックックッククは、は、は、は、は、は、は、は、はは、ははは 7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7777 またまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたたまたまたまたまたまたたまたまままま は1は1は1は1は1は1は1は1はは1はは1ははははは1はは110m0m0m0m0m0m0m0mm0mm0m0m0mm0m0mmm四四四四四四四四四四四四四四四四四
方の方の方の方の方の方の方の方の方の方方の方方の方ののの方のの競技競技競技競技競技競技競技競技競技競技競技技競技技技技技技技エリエリエリエリエリエリエリエリエリエリエリエリリエリエリリエリエリエリリリアをアをアをアををアをアをアをアををアをアをアをアををアをアアをフルフルフルフルフルフルフルフルフルフルフルフルフルフルフフフ に使に使に使に使に使に使に使に使使使使使使に使に い、い、い、い、い、い、いい、い、い、いい、いい、い、音楽音楽音楽音楽音楽音楽音楽音楽音楽音楽音楽音楽音楽音楽音
に合に合に合に合に合に合に合に合に合に合に合合合に合に合合合合に合合合に合合に合合合にに合に合合合合合わせわせわせわせわせわせわせわせわせわせわせわせわせわせわわわわわわ てリてリてリてリてリてリてリてリてリリてリてリてリてリリてリリリリズミズミズミズミズミズミズミズミズミズミズミズミズズミズミズズズズズズズズ カルカルカルカルカルカルカルカルルカルカルカルカルカルカルカルカルカルルに体に体に体に体に体に体に体に体に体に体に体に体に体にににににに体ににに を動を動を動を動を動動を動を動を動を動動を動動を動動動動動かすかすかすかすかすかすかすかすかすかすかすかすかすかかすかすかすか
スポスポスポスポスポスポスポスポスポスポスポスポスポスポポーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツツーツーツツですですですですででですですですですですでですです。ジ。ジ。ジ。ジ。ジジ。ジ。ジジ。ジ。ジジジジジジャンャンャンャンャンャンャンャンャンャンャンャャャャンャャャ ピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピングジグジグジグジグジグジグジグジグジグジグジグジグジグジグググググググ ャッャッャッャッャッャッャッャッャャッャッャッャッャャッッャャャャャ ククククククククククク
やプやプやプやプやプやプやプやプやプやプやプやプやプやプやプややや ッシッシッシッシッシッシッシッシッシシッシッッッ ュアュアュアュアュアュアュアュアュアュアアアアアップップップップップップップップップップップップップッップッ といといといといといといといといといといといといいいとととと ったったったったったったったったったったったったったったったた技を技を技を技を技を技を技を技をを技技技技技技技技技技技を技を技技技技技 演技演技演技演技演技演技演技演技演技演技演技演技技技演技技
に取に取に取に取に取に取に取に取に取に取に取に取取に取に取にに取にに り入り入り入り入り入り入り入り入り入入り入り入り入り入りり入入れれるれるれるれるれるれるれるるれるれるれるれるれるれるれるるる「エ「エ「エ「エ「エ「エ「エエエ「エエエ「エ「エ「エ「 ンジンジンジンジンジンジンジンジンジンジンジンジンジンジンジンンジンジンンンジョイョイョイイョイョイイョイョイョイイョイョイ・チ・チ・チ・チ・チ・チ・チチチ・チチチ・チチチームームームームームームムームムームムムムムム部部部部部部部部部部部部部部部部部部部
門」門」門」門」門」門」門」門」門」門」門」門」門」門」門 とよとよとよとよとよとよとよとよとよとよとよととよとよとととよとととと さこさこさこさこさこさこさこさこさこさこさこさこさここさこさこさこここここここさこささ いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいいやいいいいいやいいやいやいいいいやいいいいいいいいいいい チアチアチアチアチアチチアチアチアチアチアチアチアチアチチチチチアアダンダンダンダンダンダンンダンダンダダンダンダンダンダダンダンダダダ スなスなスなスなスなスなスなスなスなスなスなスなスなスなスななどジどジどジどジどジどジどジどジどジどジどジどどジジジジジど ャャャャャャャャャ
ンルンルンルンルンルンルンルンルンルルンルンルンルンンンルンンルルルを問を問を問を問を問を問を問を問を問を問を問を問を問を問を問を問を問を問問問ををを わなわなわなわなわなわわなわなわなわなわなわわわわ い「い「い「い「い「いい「い「い「い「いい「いいいいい 演技演技演技演技演技演技演技演技演演技演技演技演演技演技演演技演演技技演演技演 発表発表発表発表発表発表発表発表発表発表発表発表発表発表発表発表発表発表発発発発発 部門部門部門部門部部門部門部門部門部門部門部門部部門部門部門部門部門部門部門部部 」の」の」の」の」のの」の」ののの」の」の」の」のののの」のののののののの2222222222
種目種目種目種目種目種目種目種目種目種目種目種目種目種目種目種目種種種種種種種種種 が開が開が開が開が開が開がが開がががががが開が開がが開が開が開が開が開開がが 催さ催さ催さ催さ催さ催さ催さ催さ催さ催さ催さ催さ催さ催ささささささささささ催さささささ催さささささ催 れまれまれれまれまれまれまれまれれまれまれまれまれまれれれれまれまれれれまれまれまれまれれれれ す。す。す。す。す。すす。す。す。す。す。すす。す。すす。

【デ【デ【デ【デ【デ【デデデデデ【デ【デデデデ【デデ【デ【デ【デデ【デ【デ【デ【デデデモンモンモンモンモンモモモンモンモンモンモンモンモンモンモモンモンモンストストストストストストストストストストストストストトストスススストレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレレーーレレレ ショショショショショショショショショショショショシショショションスンスンスンスンスンンスンスンスンスンスンスンンスンンンンスンンスン ポーポーポーポーポーポーポーポポーポーポーポーポーポーポーポーポーーポポポポポポポポポ ツ】ツ】ツ】ツ】ツ】ツ】ツ】ツ】ツ】ツ】ツ】】ツ】】】】】】】ツ】 
エアロビック

9月11日（日）

開催時間 101010110101010101000110101100:00:00:00:00:0:0000:0000000000:000000～12～12～12～12～12～12～12～1～12～12122:30:30:30:30:30:30:30:30:30:303030303000
開催場所 那須那須那須那須那須那須那須那須那須那須那須那須那須那須那須那須那須那須須須那須須那須須那須那那須那那那 町スポ町スポ町スポ町スポ町スポ町スポ町スポ町スポ町スポ町スポ町スポ町スポ町ス町スポスポポ町ススス ーツセーツセーツセーツセーツセーツセーツセーツセーツセーツセーツセーツーツセーツセーツセーツセーツセツセーツセセンターンターンターンタータンターンターンターンターンターンターンターンタンタンターンターンターター
東北自東北自東北自東北自東北自東北自東北自東北自東北自東北自東北自東北自東北自東北自東北自北北東北自東北自東北自東東北自自東北自東北自東北自自東東東東東 動車道動車道動車道動車道動車道動車道動車道動車道動車道動車道動車道動車車動車道動車道動動動動車動動動動車動動動動車動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動 「那須「那須「那須「那須「那須「那須「那須那須「那須「那須那須那須那須「那須那須那須那須「那須那那那 IC」IC」C」CC」IC」IC」C」IC」C」C」CIC」」C」CCC から約から約から約から約から約から約から約から約から約ら約約から約から約約から約約から 15分15分15分15分15分15分5分15分15分分15分515分分

020202020202020202020202020202020202020222022000 878787-87-87-87-87-7787-87-887-87-87-878787878777 74-74-74-74-74-7474-74-7474-74-74777474-4 56756756756756756756776777775675676777778（い8（い8（い8（い8（い8（い8（8（い8（い8（い8（い8（い8（い（い8（8（8（い8 ちご一ちご一ちご一ちご一ちご一ちご一ちご一ちご一ちごちご一ちごちご一ちご一ちご一ちご一ちごちごちごちちちち 会とち会とち会とち会とち会とち会とち会とち会とち会とち会とち会とち会とち会とち会とち会とち会とちち会と ぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎ
国体那国体那国体那国体那国体那体那国体那国体那国体那国体国体那国体那体那体那国体那須町実須町実須町実須町実須町実実須町実須町実須町実須町実須町実須町実須町実須町実町町須町実須町実町実須 行委員行委員行委員行委員行委員委行委員行委員行委員行委員行委員行委員行委員行委員行委員行委員委員会事務会事務会事務会事務会事務会事務会事務会事務会事務会事務会事務事務会事務務会事務会事務会事務会事務会事務事務会事務会 務局）局）局）局）局）局）局）局）局）局）局局局局）

【正【正【正【正【正【正【正【正【正【正【正正【正【正【正【正【【正正正正【正式競式競式競式競式競式競式競式競式競式競式競式競式競式式競式式競競技】技】技】技】技】技】技】技】技】技】技】技】技】技】】技】技】技】 
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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

介護保険介護保険のの募集募集がが
10月10月からから始まります！始まります！

介護一時
保険金

100
万円

200
万円

300
万円

保
険
料
支
払

被
保
険
者
（
介
護
対
象
者
本
人
）
年
齢

15 ～ 19 才 100 190 290

年
払
い

20 ～ 24 才 100 190 290
25 ～ 29 才 100 190 290
30 ～ 34 才 100 190 290
35 ～ 39 才 100 190 290
40 ～ 44 才 230 190 680
45 ～ 49 才 570 460 1,700
50 ～ 54 才 1,130 2,660 3,390
55 ～ 59 才 2,380 4,750 7,120
60 ～ 64 才 4,750 9,490 14,240
65 ～ 69 才 8,140 16,270 24,400
70 ～ 74 才 17,290 34,570 51,850
75 ～ 79 才 3,330 6,650 9,980 月

払
い

80 ～ 84 才 6,690 13,380 20,070
85 ～ 89 才 12,490 24,980 37,470

軽度認知障
害等一時金 10万円 20万円 30万円

保
険
料
支
払

被
保
険
者
（
介
護
対
象
者
本
人
）
年
齢

15 ～ 19 才 2,100 4,220 6,330

年
払
い

20 ～ 24 才 2,100 4,220 6,330
25 ～ 29 才 2,100 4,220 6,330
30 ～ 34 才 2,100 4,220 6,330
35 ～ 39 才 2,100 4,220 6,330
40 ～ 44 才 2,100 4,220 6,330
45 ～ 49 才 2,100 4,220 6,330
50 ～ 54 才 2,100 4,220 6,330
55 ～ 59 才 2,890 5,780 8,670
60 ～ 64 才 3,730 7,450 11,180
65 ～ 69 才 5,530 11,060 16,590
70 ～ 74 才 10,070 20,130 30,190
75 ～ 79 才 1,580 3,150 4,720 月

払
い

80 ～ 84 才 2,470 4,940 7,410
85 ～ 89 才 3,530 7,060 10,590

告知に該当する場合は、加入することができません。このご案内は、概要を説明したものです。

引受会社：損害保険ジャパン株式会社 栃木支店 法人支社　 ☎028-627-8071（平日9時～ 17時）
取扱代理店：株式会社栃木共済サービス　☎028-688-8711（平日9時～ 17時）
　　　　宇都宮市大通り2-3-1井門宇都宮ビル3階 SJ22-03015

●80～ 89才は継続のみです。　●軽度認知障害等一時金特約を付加するには、介護一時金支払特約への加入が必要
です。また、介護一時保険金額の10％以上の保険金額は選択することができません。　●保険料は、加入者数によ
り団体割引が適用されます。

（単位：円）（単位：円）

+

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（団体総合保険）」は、組合員全
員が加入対象です。

組合員、配偶者、親、子、兄弟、同居の親族です。
組合員が加入しなくても、その家族が加入することができま
す。ただし、保険料の支払いや手続きは組合員が行います。

認知症またはそれ以外の要因でも

要介護 2相当以上で
保険料（団体割引5％の場合） 保険料（団体割引5％の場合）

認知症になる前の段階

軽度認知障害診断確定で

最高 最高

被保険者の範囲

専用サイトからの申込みとなります。申 込 方 法
クレジットカードから引落しとなります。保険料支払方法

300万円 30万円
介護一時金支払特約 軽度認知障害等一時金支払特約
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保健課　☎028-615-7816上記記事に関するお問い合わせは

解約金は、8月30日、9月29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
するよう振込み、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。

日 月 火 水 木 金 土日 月 火 水 木 金 土

7

14

21

28

4 521 3 6

8 9 10 11 12 13

15 16 17 1818 19 20

22 23 24 25 26 27

29 30 31

4

11

18

1 221 3 3

5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 1616 17

19

2625

20 21 22 23 24

27 28 29 30

:「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

9月8月

貯金払戻（解約）・臨時積立等スケジュール

国外転出した
国民年金第3号被保険者等の
国内居住要件に係る取扱いについて

総務課福祉係　☎028-615-7805上記記事に関するお問い合わせは

日本年金機構では、海外転出が確認できた国民年金第3号被保険者について、当該情報にお
ける出国日から2か月以上国内居住要件の例外に該当する旨の第3号被保険者関係届の提出が
ない場合は、職権による第3号被保険者資格の喪失処理手続が行われることとなりました。
なお、届出が遅れた場合、2年を限度に遡って資格取得することができますが、2年1か月以

上未届出の場合、国内居住要件の例外に該当する客観的事実がある場合でも保険料未納期間と
なります。
その後届出により、届出日以後は当該保険料未納期間とされた第3号被保険者期間は保険料

納付済期間に算入することができます。
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心の習慣レッスン
始めませんか？

一般社団法人日本ストレスチェック協会
代表理事武神健之
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神奈川県市町村職員共済組合の
宿泊施設のご紹介
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https://www.tochigi-kyosai.jp/doc/04001.html



