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令和 5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 17
合計 42

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 8.60 91.50 7.50 2.12
短期組合員 47.00 8.60 － － 2.12

市町村長組合員 47.00 8.60 91.50 7.50 2.12
特定消防組合員 47.00 8.60 91.50 7.50 2.12
長期組合員 2.80 － － 7.50 2.12

後期高齢者等
短期組合員 2.80 － － － 2.12

市町村長
長期組合員 2.80 － － 7.50 2.12

任意継続組合員 94.00 17.20 － － －

組合員数
24,256 人（うち短期組合員等 6,960 人）

平均標準報酬の月額
長期 380,486 円
短期 320,939 円

任意継続組合員数
183 人

被扶養者数
16,363 人

※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

介護保険区分 令和4年度見込 令和5年度予算

収
入

掛金・負担金 10,326,221 11,111,048 
高額医療交付金 115,290 74,456 

育児・介護休業手当金 399,490 461,207 
賠償金他 149,524 5,253 

前年度繰越支払準備金 731,610 833,809 
計 11,722,135 12,485,773 

支
出

給付金 5,406,491 6,642,615 
高齢者医療に係る納付金等 4,635,099 4,141,601 
連合会拠出金・払込金 672,965 835,921 
任継掛金還付金 3,727 3,445 

次年度繰越支払準備金 833,809 1,029,985 
計 11,552,091 12,653,567 

差引 170,044 △ 167,794 
欠損金補てん積立金 452,162 519,081 

短期積立金 367,254 132,541 

区分 令和 4年度
見込

令和 5年度
予算

収入 1,246,960 1,324,393 
支出 1,225,699 1,340,656 
差引 21,261 △ 16,263 
介護
積立金 21,133 4,870 

短期給付財源率は据え置き、介護保険財源率は引き下げます。

短期給付は、令和4年10月に6,950人の短期組合員等が加入したことから令和5年度の給付金は増加を見込んで
いますが、高齢者医療に係る納付金等が令和3年度の精算により減少する見込みとなるため、財源率は据え置き
ますが短期給付の財政は厳しい状況です。

令和4年10月診療分は、前月より組合員の医療費の伸びがあり短期組合員の加入もあったことから対前月比
1．7倍に増加しました。

　介護保険は、短期組合員等の加入に
より掛金・負担金が増加し、積立金が
あることから財源率を17.20‰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医療費費や休業給給付などどの短期給付の支支払いやや 高高齢者医医療制度への納付付金 支援金及び介護護納付金金を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
拠出します。拠出しますす拠出します拠出します。

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。

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 す
5年に1度の財政再計算が実施されますので、結果が出ましたらお知らせします。5年に 度度の財政再再計算がが実施されれますので 結果果が出ましたらお知 せします。5年に1度の財政再計算が実施されますので 結果が出ましたらお知らせします5年に1度の財政再計算が実施されますので、結果が出ましたらお知らせします。

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）

（診療月）

163,273

136,429

206,871 212,403
192,577

147,220155,759161,922151,341148,224

299,844 294,205291,300

170,051189,671179,374177,231181,377

令和４年度における医療費の推移

4月 12月11月10月9月8月7月6月5月

本人 家族

医療費が前月比1.7 倍

（単位：千円）

03共済だより 2023.3 No.345



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。

業務経理の財源である地方公共団体負担金は、総務
省から示された組合員1人当たりの単価により算定しま
すが、令和5年度は長期及び短期給付の適用を受ける組
合員と短期組合員を区別した単価としたため微増を見込
んでいます。
支出は、職員給与は支弁経理の変更、事務費は印刷

代の値上げ等により増加する見込みですが、今後も節減
を意識し、無駄のないよう努めていきます。

短期組合員の加入により厚生費が増加することから、約64，461千円の当期損失金が見込まれますが、利益
剰余金を考慮し、財源率を据え置きます。
なお、令和5年度は、第２期データヘルス計画の最終年度となるためその評価を行うとともに、第3期データ

ヘルス計画策定に向けて、レセプト及び特定健康診査・特定保健指導結果の分析を行います。
また、引き続き所属所と連携して、特定健診及び特定保健指導の受診率や後発医薬品の使用割合の向上に
努めます。

特定健康診査受診者のうち、喫煙をしている
組合員及び被扶養者を対象に、リーフレット及び
禁煙サポート助成を案内し禁煙を勧奨します。

睡眠検査受診者のうち、要精密検査者へ受診
を勧奨します。

◆禁煙勧奨

◆睡眠障害勧奨

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います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いいます養を目的とした宿泊施設利用助成などを行います養 目的 し 宿泊施設利用助成な 行 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

収入
501,564

支出
566,025

その他
11,461

負担金
252,472

掛金
248,855

職員給与
9,698

その他
237

事務費
1,577

厚生費
499,129

特定健康診査等費
44,160

（単位：千円）

（単位：千円）

地方公共団体負担金（組合員1人当たり）

区分 令和4年度
見込

令和5年度
予算

収
入

負担金 200,417 201,906
連合会交付金 81,391 81,699
その他 298 244
計 282,106 283,849

支
出

職員給与 115,557 125,321
事務費 18,579 20,839
賃借料 28,470 27,838

事務費負担金払込金 86,328 86,764
その他 47,675 52,829
計 296,609 313,591

差引損益金 △ 14,503 △ 29,742

組合員（短期組合員を除く） 9,570 円

短期組合員 4,510 円

令和5年度新規事業
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項目 予算額 概要

保
健
関
係

人間ドック 315,800

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 57,189

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 28,081
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 3,640 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 4,345 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 12,500 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 2,900 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 1,160 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 53,443 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 77 がん検診を受診した組合員のうち、要精密検査者へ受診を勧奨し、特定健診受診券送付者には、
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 20 組合員を対象に、要精密検査者へ歯科医院の受診を勧奨

禁煙勧奨 352 特定健康診査受診者のうち、喫煙をしている組合員及び被扶養者を対象に、リーフレット及び
禁煙サポート助成を案内し、禁煙を勧奨

睡眠障害勧奨 16 睡眠検査受診者のうち、要精密検査者へ受診を勧奨

保
養
関
係

宿泊施設
利用助成 15,480

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 1,235 組合員又は被扶養者の出産から1年間（12回）育児指導誌を配付
医療費通知 835 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 180 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 500 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 600 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 280 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 20,890 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 23,270 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 543,263

保健事業の種類 （単位：千円）
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令和5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短期組合員等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。

貸付金は、新規貸付より償還が上回るため減少を見込みました。
住宅貸付は、抵当権や保証人の設定が必要ありません。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っていますので、ぜひご利用ください。ただし、申し出から送金日までの期間が短い場
合は希望に沿えないことがあります。

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。

（年度）

支払利率（％）

運用利回り（％）

1.47

1.20 1.201.20

1.35 1.34

運用利回りと支払利率の推移

R3 R4見込 R5推計

518
560

518

595

（年度）

貯金額（億円）

貯金者数（人）

9,437
9,781 9,814

貯金額及び貯金者数の推移

R3 R4見込 R5推計

1,928,778 1,688,263 1,586,008

（年度）

貸付金（千円）

件数（件）
1,129

1,080 1,075

貸付金と貸付件数の推移

R3 R4見込 R5推計

年利年利

1.261.26％％
令令和5年3月1日現在

貸付種類
普通・住宅・医療・入学・
修学・結婚・葬祭など

貸付金利率は地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する
退職等年金給付の基準利率の区分に応じて変動します。
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　自動車の納入の遅れや訪問販売の減少により、立替件数は横ばい、立替金額は減少を見込みました。
　遺族付加年金“きずな”の医療保険は、入院保険の拡大部分でしたが、単独で加入できるようになったことで
増加傾向にあります。

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。指定店から組合員とその家家族が必必要とする生生活必需需物資を供供給することとを目的としています。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
また、組合員とその家族の病気や不慮の事故に備えた生命保険、損害保険も取り扱っています。また 組合員員とその家族族の病気気や不慮の事故に備えた生生命保険、損害害保険も取り扱っています。また 組合員とその家族の病気や不慮の事故に備えた生命保険 損害保険も取り扱っています

区分 組合員 配偶者 こども 合計
遺族付加年金“きずな” 6,689 1,788 1,104 9,581

普通傷害保険 6,689 749 761 8,199
きずなプラス 5,998 1,482 - 7,480
入院保険 3,555 532 394 4,481
医療保険 2,914 388 243 3,545

重病支援給付 3,644 566 - 4,210
長期療養給付 1,342 - - 1,342
生活応援給付 560 42 - 602
積立年金プラン 414 - - 414

令和5年1月遺族付加年金“きずな”加入者数 （単位：人）

後期高齢者支援金加算・減算制度は、各保険者の特定健康診査・特定保健指導の実施率を
中心に、保健事業の実施内容により、支援金が加算（ペナルティ）または減算（インセンティ
ブ）されます。
当組合は、令和3年度実績の結果、減算対象組合（第5区分、86/200点）となりましたので、
約0.088％減算されて、令和5年度の後期高齢者支援金（短期経理からの支出）は約26億
円となります。
特定健康診査・特定保健指導の実施率が上昇すると、減算率も増えることとなりますので、
40歳から74歳の方は、今後も特定健康診査・特定保健指導の受診にご協力をお願いします。

物資立替件数及び立替金の推移

R3

自動車
物資

一般
物資

立替金（千円）

559,528

2,788
R4見込

528,673

2,098
R5推計（年度）

520,278

1,389

628
自動車物資

件数（件）

621

26
9

614

16
一般物資

特定健康診査・特定保健指導特定健康診査・特定保健指導

令和3年度令和3年度 後期高齢者支援金の後期高齢者支援金の減算減算対象組合になりましたになりました

加入者数の推移状況（遺族付加年金“きずな”医療保険）
組合員（人）

（年）

配偶者・子ども（人）

2,559
2,9142,8242,8832,734

406

R1

631584546465

R5R4R3R2
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もみじ谷大吊橋

もももも
もみじだもみじだみじだみじだもみじだにおおつにおおつにおおにおおつつつにおおつりばしりばしりばしりりばり

みみみみみじじじじ谷谷谷谷大大大大大大吊吊吊吊吊吊吊橋橋橋千千
せんぼんんまつぼまつぼくじょうじょう

本本本松松松牧牧牧牧牧場場場場場

橋の上から望む絶景に感動

フレッシュな味わいを楽しんで

かわいい動物に、こだわりの乳製品！

生乳生乳生乳生生乳生乳生乳生乳生生乳生乳生乳生生生生乳生乳生乳生乳乳乳産出産出産出産出産出産出産出産出産出産出産出産産産出産出産出出出出額全額全額全額全額全額全額全額全額全全額全額全全全額全額 国2国2国2国2国2国国国国2国2国2国国国2国国国国国国国 位の位の位の位の位の位の位の位の位の位の位の位ののの那須那須那須那須那須那須那須那須那須須須那須那須那那須那須那須塩原塩原塩原塩原塩原塩原塩原塩原塩原塩塩原塩原塩原原塩原塩原原原原塩原塩原塩原市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市
ではではではではではではではではではではではではではではではではではは、新、新、新、新、新新、新、新、新、新新、新新、新新、新新新新新新新新新新新新、新新鮮で鮮で鮮で鮮で鮮で鮮で鮮で鮮で鮮で鮮でで鮮で鮮鮮鮮鮮鮮鮮で鮮鮮鮮で鮮鮮鮮で鮮で鮮鮮鮮鮮鮮で鮮鮮鮮鮮鮮鮮鮮鮮鮮 良質良質良質良質良質良質良質良質良質良質良質良質良質良良質良質良質良質良良良良質良 な生な生な生な生な生な生な生な生な生な生な生な生な生な生な 乳を乳を乳を乳を乳を乳を乳を乳を乳を乳を乳を乳をを乳乳を乳 生か生か生か生か生か生か生か生生か生か生生か生か生か生か生生生生生生 しししししししししししししししし
たおたおたおたおたおたおたおたおたおたおおおたおおたおたおたたたおおおいしいしいしいいいいしいしいしいしいいいいしいいしいしいしいしいいい いチいチいチいチいチいチいチいチいチいチいチチいチチーズーズーズーズーズーズーズーズーズーズーズーズーズーズズーーズーズズの生の生の生の生の生の生の生の生の生の生の生の生生の生の生生生生生の生の生の生生産が産が産が産が産が産が産が産が産が産が産が産が産が産が産産が産が産が産が盛ん盛ん盛ん盛ん盛盛ん盛ん盛ん盛ん盛ん盛盛盛ん盛盛盛盛盛盛ん盛ん盛ん盛盛盛盛 ででででででででででででででで
す。す。す。す。す。す。す。すすす。す。す。。。す。す。す。す。市内市内市内市内市内市内市内市内市内市内市内市内市内市内内内内内内内内内内内内内内内市内内内内市内にはにはにはにはにはにはにはにはにはにはにはにはにはにはににはにはににはにはににはににははにはにはは日本日本日本日本日本日本日日本本日本日本日本日日本日 のみのみのみののののみのみのみのみのみののみのみのみのみののみののののののののののののののののみのの ならならならならならならならならならならならならならならなならなななららず世ず世ず世ず世ず世ずずず世ず世ずずず世ずず世ず世ずずず世ず世ずずずずずずずずずずずずずず 界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界
のコのコのコのコのコココのコのコのコのコのコのコのココのコのコのココココンテンテンテンテンテンテンテンテテンテンテンテンテンテテテテン 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ストスススストストでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでででもでで 受賞受賞受賞受受賞受賞受賞受賞受賞受賞受賞受受賞受賞受賞受受賞受受受受受受賞受 実績実績実績実績実績実績実績実績実績実績実績実績実績実績実績実績実績実実績を持を持を持を持を持を持を持を持を持を持を持持を持ををををををを
つ、つ、つ、つ、つ、つつ、つ、つ、つ、つ、つつつつ、つつ 実力実力実力実力実力実力実力実力実力実力実力実力力実実力実実実実実実実実 のあのあのあのあのあのあのあのあのあのあのあのあのあのあのあのあのあのあのあのあのあのの るチるチるチるチるチるチるチるチるチるチるチるチるチるチるチるチるるチるるるる ーズーズーズーズーズーズーズーズーズーズーズーズーズーズーズーズズズズ工房工房工房工房工房工房工房工房工房工房工房工房工房工房工房工工房房房房があがあがあがあがあがあがあがあがあがあがあがああがあがあああありりりりりりりりりりり
ますますますますますますまますますますますますますますますまますますすますますますままますすすすすすますますすすますすますすますすますままままま 。。。。。。。。。。。

塩塩塩原塩原塩原塩 ダムダムダムムム湖に湖に湖に湖に湖に架か架か架架か架 る全る全る全長3長3長3長32020200メーメーメーメーメ トルトルトルののの
大吊大吊大吊吊吊橋。橋。橋。橋 ワイワイワイワイイヤーヤーヤーヤーヤーローローローロープをプをプをプを横に横に横に横に横に横に張る張る張る張ることことことことと
によによによより吊り吊りり吊橋の橋のの橋のの強度強度強度強度強度強度を高を高を高を高高高めめるめるめるめる無補無補無無補無 剛桁剛桁剛桁桁歩歩歩
道吊道吊道吊道吊道道 橋で橋で橋で橋で橋 ありありありありありり、こ、こ、こ、こ、ここの構の構のの構の構のの 造の造の造の造のの橋と橋と橋としてしてしては日は日は日
本一本一本一本一の規の規の規の規規模を模を模をを模 誇り誇り誇り誇りますますますますす。橋。。橋橋の上の上の上からからからか はははは
塩原塩原塩原塩原渓谷渓谷渓谷谷谷の四の四の四の四季折季折季折季折折々の々の々のの々 美し美し美しい景い景い景観が観が観がが広広広
がっがっがっっが ておておておており、り、り、り ロマロマロマロマンチンチンンチン ックックックなスなスなスポッポッポット「ト「ト「「ト 恋恋恋
人の人の人の人の聖地聖地聖地聖地地」に」に」に」に」 選ば選ば選選 れてれてれれていまいまいます。す。す。

東京東京東京東 ドードーム1ムム1ム1ム178787878個分個分個分といといという広うう広う広大な大な大大な大なな広さ広さ広さ広 をををを
誇る誇る誇る牧場牧場牧場施施設施設施設施 。か。か。かわいわいわいい動い動い動動物と物と物とのふのふのふのふのふれれれれれ
あいあいあいいや乗や乗や乗乗乗や 馬馬、馬、馬、馬 ジェジェジェジ ルキルキルキャンャンャンドルドルドル作り作り作りり、バ、バ、バ、バババ
タータータター作り作りりりななどなどなどな の体の体の体の 験が験が験ができできできますますます。そ。そ。そそそのほのほのほほ
か、か、か、おいおいおいおいおいしいしいしいしい食事食事食事も魅も魅も魅力。力。力。牧場牧場牧場場場場秘伝秘秘伝秘伝秘伝秘 タレタレタレタレ
をつをつつをつつけてけてけてけてけてジジンジンジンギスギスギスギ カンカンカンカンを食を食を食食べたべたたべたたべ 後は後後は後は後は、フ、フ、フ、フ
ワッッワッッッとしとしとしととしたたた触た触た触た触感に感に感に感に濃厚濃厚濃厚濃厚な生な生な生な生乳の乳乳乳ののの乳 風味風味味風風味豊か豊か豊か豊か豊か豊
なソななソなソソな フトフフトフトトクリクリリリームームームムムをどをどをどをを うぞうぞうぞぞう 。。

那須塩原市
2005 年に 1 市 2 町が合併して誕生し
た那須塩原市。皇族や文豪から愛さ
れた泉質豊かな塩原温泉郷や、もみ
じ谷大吊橋からの四季折々の美しい
景観などさまざまな観光スポットを有し
ています。また、生乳産出額全国 2位
を誇るほど酪農業が盛んで、那須塩
原ブランドの乳製品は安心・安全で
あることはもちろん、高品質で豊かな
味わいが魅力です。

チーズ

1010100:00:000～17～177～171 :00:0000:0 ※ア※ア※アトラトトラクトラクラクショショククションション等等の時等の時等の時等の時間は要間は要間は要間は要問問問問問問問問問問問問問問問問
合合せせせせ
無休無休休休無休
0287-87-36-36-36-63 102102210210255
 那須塩原市塩原市千本松千本松千本松松千本松松千本 799799799　　999 入入入入場入場入入入入入入 無料無料無無料無料無料無料無料無料無無無
東北自動車車道「西道「西那須野那須野須野須野野塩塩野野野塩原I塩原I原原原原原原原原原原塩原塩原 C」かC」かC」C」から約2ら約2ら 分分分

8:8:8:8 330～30～3 18:18:00 00 ※11※11※ 月1日月1日月1日月1 から3から3から3月31月31月31日は～日は～日は～16:16:16:66::0000000
無休無休無休無
02020287-87-8777 34-34-3433 103103037（森7（森7（森林の駅林の駅林の ））
那須那須那須那 塩原市塩原市原市塩 関谷1関谷1関谷1谷谷 4254254255-60-60-6
大人大人大人人大人大人3000030033 円、中円、中円、中中中学生以学生以学生以生学生以生 下20下20下200円0円0
東北東北東北北自自自動車自動車自動車道「西道「西道「西那須野那須野那須野須 塩原塩原I塩原I原 CC」かC」かC」かから約1ら約15分5分
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塩塩塩
しおばらしおばらしおばらしおばらおんせんおんせんんせんおんせおんせ ゆっぽゆっぽのゆっぽのっぽのさとととさささと

原原原温温温泉泉泉泉泉湯湯湯湯湯湯湯っっっっっっっっ歩歩歩歩歩歩のののの里里

乃乃乃乃
のぎじんのぎじんのぎじんじゃじゃじゃゃゃ

木木木神神神神神社社社社

那那那那
なすがーなすがーなすがーすがが でんあうでんあうでんあうんあうとれっととれっととれっととれと

須須須須須ガガガガーーーーデデデデデデンンンンンアアアアウウウウトトトトレレレッッッットトトッットトトト

アアアア
あぐりぱあぐりぱあぐ るしおばるしおばるしおばお ら みちら みちら みちのえき のえき のえき え ゆのかしゆのかしゆのかしおばらおばらおばらおばらばおお

ググググリリリリリリリリパパパパルルルル塩塩塩塩原原原 道道道道道道道道のののののの駅駅駅駅駅   湯湯湯湯湯ののののの香香香香香香ししししししおおおおおばばばららら

足湯で心と身体をリフレッシュ♪

乃木将軍夫妻を祀る厳かな神社

子供から大人までみんな楽しめる

地元の食材で作ったグルメが大人気

全長全長全長606060メーメーメートルトルトルの日の日の日本最本最本最本最最大級大級大大大大 の足の 湯大級級の足の 湯
施設施設施設。体。体。体験型験型験型温浴温浴温浴施設施設施設としとしとしとして、て、て、て、て 空・空・空空 山 ・々
夜空夜空夜空夜空夜 などなどなどな を映を映を映す「す「す「鏡池鏡池鏡池」、」、」、鏡池鏡池鏡池鏡 のの外の外の外の外外の 周を周周周
巡る巡る巡るる足湯足湯足湯足湯であであであで る「る「る「足湯足湯足湯回廊回廊回廊」、」、」、温泉温泉温泉泉温 のののの飲
泉が泉が体験体験体験体験体 できできできで る「る「る「飲泉飲泉飲泉堂」堂」堂」などなどなどどの施の施の施施施設
で、で、で、でで 新し新し新し新 い感い感感い感覚の覚の覚の覚の覚 癒し癒し癒しが体が体が体体験で験で験で験できまききまままます。すす
またままたまたまた、敷、敷敷敷地内地内地内内地 ではではではでは季節季節季節季季 の花の花の花木が木が木が観賞観観観賞賞で
き、きき、き、き、回遊回遊回遊回遊庭園庭園庭園庭園としとしとしとしと て散て散て散散策も策も策も策も楽し楽し楽し楽ししめまめまめまめ すすす。すす

日露日露日露戦争戦争戦争戦争争で活で活で活躍し躍し躍し躍し、明、明、明、 治天治天皇の皇のの御御御御
ごご

大大大
たいたいい

葬葬葬葬
そうそそ

の日の日の にに
殉死殉死殉死したしたしたたし 乃木乃木乃木希典希典典希典将軍将軍将軍夫妻夫妻夫妻を祀を祀る神る神る神神神社。社。社 境境境境
内に内に内に内内内 は将は将は将軍軍の軍の軍の遺言遺言遺言遺 書、書、書、刀剣刀剣刀剣などなどなな 生前生前生生 の人の人の人人柄を柄をを
偲ぶ偲ぶ偲ぶぶ品を品を品をを展示展示展示示するするするするる宝物宝物宝物館の館の館の館 ほかほかほか、か、か、かつてつてつてて将軍将軍将将軍将
夫妻妻妻妻が生が生が生が 活し活し活し活 た別た別た別た 邸が邸が邸がが邸 復元復元復元元されされされされれていていていていていますますますすすます。参。参。参。参。参。
道に道には約は約は約は約約1010101 0本0本0本本ものものものソメソメソメソメイヨイヨイヨイ シノシノシノの桜の桜の桜の桜並木並木並木並 がががが
連な連なってってておおりおりおり、春、春、春にはにはにはには花見花見花見客で客で客でにぎにぎにぎわいわいわいますますます。。。

ファファファフ ッシッシシションョンョンン、飲、飲、飲、飲食店食店食店食店などなどなどなどど約1約1約1約 5050505050店舗店舗店舗店舗店舗舗が集がが集が集が集が集が集が集まるまるまるまるるるまるアウアウアウアウアア トレトレトトトト ッッッッッッッ
トモトモトモモールールールー 。地。地。地。地元特元特元特元特産品産品産品産品産 の販の販の販の販の販売店売店売店売店店・酪・酪・酪酪農・農・農・農・園芸園芸園芸園芸なな園芸園芸芸芸芸などなどなどなどどどなどなどの体の体の体の体体の体の体体験験験験験
ゾーゾーゾゾーン、ン、ンン、動物動物動物動物とふとふとふとふれあれあれあれ えるえるえるえるミニミニミニミミ ファファファファファームームームームム、子、子、子、子供が供が供が供が自自 ににががが自由自由由由由自由由由にに
遊べ遊べ遊べ遊べべるキるキるキるキキッズッズッズッズガーガーガーガーデンデンデンデンン、飼、飼、飼、飼飼い犬い犬い犬い犬犬ともともともともも楽し楽し楽し楽しめるめるめるめるドッドッドッドッッグガグガガグガググ ーーーデーデーデーデデーデデ
ンなンなンなンななどもどもどもどもも揃っ揃っ揃っ揃っ揃っておておておておており、り、り、り 家族家族家族家族全員全員全員全員全 が買が買が買が買がが い物い物い物い物やそやそやそやそやそれ以れ以れ以れ以れ以外で外で外で外でででもももももももも
一日一日一日一日中楽中楽中楽中中楽しむしむしむしむしむことことことことことがでがでがでがでがができまきまきまきまきまき す。す。す。すす。

塩原塩原塩原塩原温泉温泉温泉温泉や那や那や那や那須高須高須高原の原の原の玄関玄関玄関関関口に口に口に口に口に口に口に位置位置位置位置位位置するすすするする道道道道道
の駅の駅の駅。農。農。農。 産物産物産物直売直売直売直 所で所で所で所 は、は、は 高原高原高原野菜野菜野菜野菜野菜野菜野菜菜などなどなどなどなどなどどななな アグアグアグア
リパリパリパパル塩ル塩ル塩原な原な原ならでらでらででではのははのはのはの品が品がが品が品がが揃っ揃っ揃っ揃 ていていていいますますますますますますすすますま 。そ。そ。そ。そ。そ。そ。そそ
のほのほのほか、か、か、塩原塩原塩原塩原原産の産の産の産産の産 新鮮新鮮新鮮新 野菜野菜野菜や果や果や果果果物の物の物の物の物 スイスイスイス ーツーツーツーツーーツ
やジやジやジやジや ェラェラェラートートートトを提を提を提提提提提提提供す供す供す供す供 る「る「る「る あぐあぐあぐぐりのりのりののかふかふかふかふぇ」ぇ」ぇ」やや、やや、ややや、やや、ややや、
素朴素朴素朴素朴朴で懐で懐で懐懐かしかしかししい郷い郷い郷郷土料土料土料料理が理が理が食べ食べ食食べられられられる「る「る「「関関関の関の関ののの
里」里」里里」里 などなどなどなどど魅力魅力魅力魅 的な的な的なお店お店おお店が立が立が立ち並ち並ち並ち びまびまびます。す。す。

0287-36-119911944444
 那須塩原市石林77795995955
東北自動車道 西那須野塩原 」 約 分 東北自動車道「西那須野塩原I塩原I塩 C」かC」かC」から約1ら約1ら約1 分0分

9:9:9:00～00～00～ 18:18:1 00000 木曜木曜木曜（祝日（祝日（祝 の場合の場合合は翌日は翌日日）） 02020287-87-87-32-32-32 310310310310111
那須那須那須那那 塩原市塩原市塩原市塩原6塩原6塩原602-02-2-111 高校高校生以上生以上上生以上2002200200円、円、中円、中、中学生・学生・学生・学生 小学生小学生小学生生小学生10010010000円、幼円、幼円、幼円、幼幼児（小児（小児（小児（小学生就学生就学生就学 学前）学前）学前）無料無料料
東東北東北東北東 自動車自動車自動車道「西道「西道「西那須野那須野那須野塩原I塩原I原塩原IC」かC」かC」から約2ら約2ら約25分5分5分分

101010:00:00:000 ～ 19～ 19～ 19～ :00:0000※季※季※季節・節・曜・曜・曜曜曜曜日によ日によ日によによ日日に り変動り変動り変動り変動動ありありありりああ 無休無休無休無 　　 02020220287-87-87-7 65-65-65--499499499999
那須那須那須塩原市塩原市塩原市塩野崎塩野崎塩野崎184184184-7-777 JRJRJRRJJ 東北本東北本東北本東北北本線「那線「那線「那線「「那那須塩原須塩原須塩原須塩原須塩原」西口」西口」西口西口より無より無より無より無料シャ料料シャトルバトルババスで約スで約10分10分10

9:9:::00～00～00～00 17:17:7:7:00 00 00 ※12※12121 月～ 2月～ 2～ 2月は～月は～は～月は～16:16:16:6 00　00000 1月1月1月11日1日日1日
※臨時休業あ休業あ休業あ休 りり 02020287-87-87-35-35-535 44044011 那須那須那須塩原市塩原市塩原市市市関関関関
谷442 東北東北東北東北自動車自動車自動車動 道「西道「西道「西道「西那須野那須野那 塩原I塩原I原I塩原塩原 C」かC」かC」かから約1ら約1ら約1ら約1約ら約10000分0分0分0分
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2023年5月20日～6月30日
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かさかさかさかさかさかさかさかさかさかさかさかさかささささささかささささかさささ、そ、そ、そ、そ、そ、そ、そ、そ、そ、そ、そ、そそ、そしてしてしてしてしてしてしてしてしてしてしてしししししてししし 旬が旬が旬が旬が旬が旬旬が旬が旬が旬が旬旬旬が旬旬が旬旬が旬旬が旬が旬が旬旬旬が旬旬が短い短い短い短い短い短い短短い短い短い短い短短短短い短い短い短短い短短短い短短短 ことことことことことことことことことことことことことことことこここととととこととことここ 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からかかかかかかか も「も「も「も「も「も「も「も「も「も「も「「も「もも「も「「「「「「「「「「「「幻幻幻幻幻幻幻幻幻幻幻幻幻幻幻
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旬を旬を旬を旬を旬を旬を旬を旬を旬を旬を旬を旬をを旬を旬を旬を旬を旬旬旬を旬を旬旬旬を旬旬旬を旬旬旬旬旬旬旬を旬旬旬旬旬旬旬をを迎え迎え迎え迎え迎え迎え迎え迎え迎え迎え迎え迎え迎え迎え迎え迎迎え迎ええ迎ええ迎え迎ええるこるこるこるこるこるるこるこるこるるここるこるるるるるるるるるるるる の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時のののののの 期は期は期は期は期は期は期は期は期はは期は期はは期はは、、、、、、各施各施各施各施各施各施各施各施施各施各施各施各施施施施各施施施設で設で設で設で設で設で設設で設で設で設でで
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理に使に使に使に使に使に使に使に使に使に使に使に使にに使に使にににに使使に使に使に使に使使使使使使用さ用さ用さ用さ用さ用さ用さ用さ用さ用さ用さ用さ用さ用用さささささされ、れ、れ、れ、れ、れ、れ、れれれ、れ、れ、れ、れ、れ、れ、れれ 旬の旬の旬の旬の旬の旬の旬の旬の旬の旬の旬の旬の旬の旬の旬の旬の旬旬ののののののののののの味覚味覚味覚味覚味覚味覚味覚味覚味覚味覚味覚覚覚覚覚覚覚覚覚を味を味を味を味を味をを味をを味を味を味を味を味わわわわわわわわわわわわわわわわ
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開催場所 塩原塩原塩原塩原塩原塩原塩原塩原塩原塩原塩原塩塩塩原塩塩塩塩塩塩塩塩塩塩塩原塩塩塩塩塩塩塩塩塩塩塩 温泉郷温泉郷温泉郷温泉郷温泉郷温泉郷温泉郷温温泉郷温泉郷泉泉泉郷温泉郷温泉泉郷泉泉温泉郷泉泉泉郷泉泉温泉郷泉泉泉泉温泉郷泉泉泉泉郷周辺の周辺の周辺の周辺の周辺の周辺の周辺の周辺の周辺の周辺周辺の周辺の辺の周辺の周辺の周辺の周辺の周 参画施参画施参画施参画施参画施参画施画画施画参画施参画施施参画施参画施施施参画施画施設設設設設設設設設設設設設設設設設設設
0202020202020202022020200020287-87-87-8787-87-87-87-87-877-87-777 32-32-3232-32-32-2-32-32-32-32-2-32-2-222 4004004004004004004000040040000400000000040000000（塩0（塩0（塩0（塩0（塩0（塩0（塩0（塩0（塩0（塩0（00（塩0（塩（塩（塩塩原温泉原温泉原温泉原温泉原温泉原温泉原温泉原温泉原温泉原温泉原温泉原温泉原温泉原温泉原温泉原温泉温泉泉泉泉泉泉泉観光協観光協観光協観光協観光協観光協観光協観光協観光協観光協観光協観光協観光協観光協観光観観観観観観観観光協観光観観観観光観観光協観観観光協観観観光 会）会）会会会）会）会）会）会）会）会）会）会）会会））会）会会会

※収穫※収穫※収穫※収穫※収穫※収穫※収穫※収穫※収穫※収穫収穫※収穫収穫※収穫※収収収穫収収収 時期に時期に時期に期に時期に時期に時期に時期に期に時期に時期に時期に時期に期期に期時期に期期 より多より多より多より多より多より多より多より多より多り多より多り多より多より多より多より多りりりりりりりりりりりり 少異な少異な少異な少異な少異な少異な少異な少異な少異な少異な少異な少異な少 な少異なな少 なななななりますりますりますりますりますりますますりますりますりますりますますますりますまますすますりますますすすりまままままままま 。。。。。。。。。。。。
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那須塩原市
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https://www.tochigi-kyosai.jp/doc/12002.html
https://www.tochigi-kyosai.jp/dl/shikaku.html


https://www.tochigi-kyosai.jp/dl/shikaku/114.pdf
https://www.tochigi-kyosai.jp/dl/shikaku/114.pdf
https://www.tochigi-kyosai.jp/doc/02003.html


総務課福祉係　☎028-615-7805上記記事に関するお問い合わせは

　組合員の資格を喪失する場合は、3月2回目（3月15日当組合提出期限）までに「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。
　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。
　また、非課税貯蓄を適用している方は、「非課税貯蓄廃止申告書」の提出もお願いします。

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

貯金現在残高通知書

　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5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。

44月月下旬下旬

預入限度額のお知らせ 44月月上旬上旬

　「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
入限度額を超えた場合は、4月2回目（4月17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。

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

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

日 月 火 水 木 金 土日 月 火 水 木 金 土

2

9

16

1

3 4 5 6 7 8

1010 1111 12 1313 1414 15

17 18 19 20 21 22

2924 25 26 27 28

7

14

21

4 521 3 6

8 9 10 11 12 13

15 16 17 18 19 20

22

28 29

23 24 25 26 27

30 3123
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

5月4月
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豚ロース薄切り肉 ８枚（200g）
塩 小さじ1/4
こしょう 少々
オクラ ８本
わかめ（乾燥）  大さじ２
サラダ油 小さじ1
　　梅肉 大さじ1
　　しょうゆ 小さじ1
　　砂糖 小さじ1/2
　　ごま油 小さじ1
グリーンカール 適量

❶豚肉は塩、こしょうをふる。オクラはガクを取る。
わかめは水で戻す。Aは混ぜ合わせておく。

❷ 豚肉にオクラ１本とわかめ
1/8量をのせてくるくると
巻く。残りも同様に巻く。

❸フライパンにサラダ油を中
火で熱し、②の巻き終わり
を下にして焼き、３～４分ほど転がしながら全
体に火を通す。食べやすく切って盛りつけ、A
をかけてグリーンカールを添える。

料理家・フードコーディネーター・管理栄養士。手軽でおいしい家庭料理やアレンジレ
シピに定評がある。料理雑誌や女性誌のレシピ開発などで活躍中。著書に『忙しい日の
できたてごはんがレンチンだけでできちゃった100』（主婦の友社）など多数。

　オクラやわかめに
腸の動きを活発に
り、老廃物の排出を助
たりする食物繊維がたっ
ぷり。そのうち水溶性食
物繊維は、糖質の吸収を
抑えて食後血糖値の上昇
を緩やかにする働きがあるので、血
糖値の改善が期待できます。

材料（2人分）

にいやゆりえ
新谷友里江

血糖値 改善につながる

オクラとわかめの豚肉巻き
エネルギー
324kcal

食塩相当量
2.4g1人分

生活習慣病 レシピ改善サポート

“ヘルシー志向”で楽しい食感！
お肉で巻くから満足できる食べ応え

記事提供：（株）社会保険出版社

毎日の食事も、少しの工夫で生活習慣病の予防・改善に役立つ健康メニューに。
ポイントを押さえて、おいしく、健康的な食生活を送りましょう。
監修 （料理家・管理栄養士） 撮影 武井メグミ　スタイリング 宮沢ゆか新谷友里江

A

には、
した
助け
たっ

作り方

けんこうPOINT

健診の数値が

気になりだし
たら

血糖値の
改善に
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山梨県市町村職員共済組合からのお知らせ
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山梨県市町村職員共済組合からのお知らせ山梨県市町村職員共済組合からのお知らせ

【和モダントリプル】タイプ

※メインは「あわび」または
「国産牛」からお選びい
ただけます（要予約）

【和モダンツイン】タイプ 和モダンタイプ　シャワーブース・洗面台

KKiwamiKKKKKKKK mimimimimimimmmmimmmimimimmmm

IIrodor iddddddddddddddddddddorororororororororororororororororororiiiiiiiiiiiiiiiii

SyunSSSSSSSSS

MMiyabiiMMMiMMiMiMiMiMiMiM bibibbibibibibibibbibibibibibibbibibi

大人お 1人様一泊二食付き

大人お 1人様一泊二食付き

大人お 1人様一泊二食付き

スタンダード会席コース

山梨県市町村職員
共済組合保養所

リーズナブル会席コース

大人お 1人様一泊二食付き

高級食材の「富士山麓牛」「鮑」のどちらかをメイン食材としてお選
び頂ける最も贅沢な御膳。料理長が手塩にかけた逸品絶品の数々
を心ゆくまでご堪能ください。

イセエビや牛肉を使った山海の旬の幸。季節の恵をふんだんに御賞
味いただける華やぎの御膳。お祝いなどにも最適な、ホテルやまな
みおすすめの会席膳です。

〒406-0028　山梨県笛吹市石和町駅前15－1

055-262-5522
予約受付時間 AM9:00～ PM 9:00
https://www.hotelyamanami.com

※料理写真はイメージとなります。　
※食物アレルギーをお持ちのお客様は、ご予約時に係へお申し付けください。
※お子様膳は5歳以上小学生まで対象（料金はお問い合わせください）
※お子様ランチは5歳未満が対象　　
※中学生以上は大人様扱いとなります
※時季により料理内容、器等、変更になる場合がございます。

T E L

“ 新しい客室で優雅なひとときを ”

和モダントリプルに3名様（定員）利用で

御膳御

御膳

御膳

御膳18,300円～

14,670円～

新型コロナウイルス感染防止対策を
講じて営業を行っております。
ご利用の際は、
ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

栃木県市町村職員共済組合が発行する宿泊助成券、組合員様及び
被扶養者様 3,000円をご利用頂けます。（1枚につき1泊。）

12,855円～

16,485円～極

彩

旬

雅
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https://www.tochigi-kyosai.jp/dl/ugoku.html

