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鳥取砂丘砂の美術館　第１０期展
砂で世界旅行アメリカ編
絶賛公開中！ （鳥取市）

　鳥取砂丘砂の美術館１０周年を記念し、１１月
３日～２６日「鳥取砂のルネッサンス２０１７」を
鳥取駅周辺にて開催します。鳥取独自の「砂」
の文化・芸術を体感してください。
                                （４ページに関連記事）

健康記事〈インフルエンザ〉

共済組合保健・互助会福祉事業活用塾

市町村ガイド

今月の
表紙

鳥取県市町村職員共済組合

地共済年金情報Webサイトをご利用ください

共済組合からのお知らせ

きょうさいDATA



インフルエンザは例年１２月ごろから流行し、いったん流行
がはじまると短期間で感染が広がります。
そのため、インフルエンザの発症や重症化を防ぐために

は、流行前からインフルエンザウイルスに負けない体づくり
をしておくことが大切。受験生や重症化しやすい人※はイン
フルエンザワクチンの接種をおすすめします。
流行がはじまったら感染を防ぐ対策をしましょう。おもな
感染経路は「接触感染」と「飛沫感染」なので、こまめな
手洗い、人混みへの外出を控えることなどが大切になります。
また、インフルエンザを他人にうつさないために、咳など
の症状がある場合は必ずマスクを着用しましょう。

※幼児や高齢者、持病のある人、妊娠中の人など
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インフルエンザ予防接種助成事業

寒くなってくると、毎年インフルエンザが流行します。
インフルエンザの予防対策として、
早めの予防接種をお勧めします！

予防接種で安心を！

ご注意ください！！
※領収書の予防接種名は、必ず「インフルエンザ予
防接種」と明記されている必要があります。
※家族で領収書が１枚の場合は、それぞれの被接
種者氏名、接種日、接種額の内訳が明記されて
いる必要があります。

　　　ンフルエンザは、予防接種をすることでかかりにく
　　　くなり、発症した場合でも重症化を防ぎます。ワク
チンの効果が出るまで２週間程度かかりますので、流行
期に備えるためにもできるだけ年内に接種しましょう。
　互助会では、会員（組合員）及び被扶養者のインフルエ
ンザによる感染・重症化、集団感染の予防と医療費の抑
制を図るため、インフルエンザ予防接種の費用の一部を
助成しています。
　その年の流行動向によってはワクチンが不足すること
もありますので、早期予約、早期接種を心がけましょう。

4.予防接種の方法
（1）所属所長が、会員（組合員）を対象として予防接種を実
施する方法
（２）会員（組合員）又は被扶養者が、医療機関で直接予防接
種を受ける方法

5.助成金の請求方法

（１）所属所長が、会員（組合員）を対象として予防接種を実
施した場合
　所属所長は、様式第１号「インフルエンザ予防接種助成金
請求書」に「インフルエンザ予防接種者名簿」と領収書（被接
種者人数、接種日、予防接種名、予防接種額、領収印が明記
されているもの）の原本を添付し、請求してください。

7.助成対象期間

8.その他

　平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日までの接種とし
ます。

請求書はホームページから印刷可能です。
　  共済組合・互助会ホームページ
　　　　　　  http://www.tori-ctvkyousai.or.jp

6.助成金の支払い
　助成金は、請求のあった月の翌月末営業日の前営業日に、
会員（組合員）の給付金受取指定口座へ送金します。
　※決定通知書は交付しませんので、通帳等で入金確認を

行ってください。

イ

1.助成対象者

2.接種内容

　予防接種を実施した会員（組合員）又は被扶養者（接種日
において被扶養者に認定されている方に限ります。）

　インフルエンザワクチンの予防接種

3.助成金額
　１人１回（１回当たり１，０００円）を限度とします。（公費助
成がある場合は、公費助成額を除いた自己負担額が助成対
象となります。また、看護師や保育士が医師会などの協力に
より格安で接種できる場合においても、自己負担額を助成
対象とします。）
　なお、同一予防接種を２回に分けて行う場合は、２回とも
助成の対象とします。

（２）会員（組合員）又は被扶養者が、医療機関で直接予防接
種を受けた場合
　会員（組合員）は、様式第２号「インフルエンザ予防接種助
成金請求書（個人用）」に医療機関発行の領収書（被接種者
氏名、接種日、予防接種名、予防接種額、領収印が明記されて
いるもの）の原本を添付し、請求してください。
　ただし、以下の場合は、領収書の写しに原本証明を受けた
ものを添付してください。
○公費助成後の請求の場合。
　※領収書の写しに所属所長の原本証明を受けたもの、及
び自己負担額が確認できるもの（公費助成を受けた際
の助成金請求書の写し）を添付してください。

○セルフメディケーション税制の適用を受けるため、インフ
ルエンザ等の予防接種にかかる領収書の原本を確定申告
に添付する必要がある場合。
○医療費の領収書に予防接種の費用が含まれており、医療
費控除を受けるため、その領収書の原本を確定申告に添
付する必要がある場合。

３平成29年（2017） 10月
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■砂像サミット
国内外の砂像関係者とともに、砂像共同宣言の採択、
国内砂像選手権表彰式などを開催します。
日　　時／11月5日（日)12：00～14：00
会　　場／鳥取駅前バードハット●C
【主催】鳥取市　【共催】鳥取砂のルネッサンス実行委員会　
【後援】駐大阪・神戸米国総領事館
　　　 在日米国商工会議所 - 関西支部
　　　 ブランドＵＳＡ　　　（https://www.gousa.jp/）
【お問い合わせ】鳥取市尚徳町 116番地
鳥取市経済観光部 鳥取砂丘・ジオパーク推進課
☎0857-20-3036

世界トップクラスの砂像彫刻家による砂像公開制作。
砂の塊に命が吹き込まれていく…そんな貴重な瞬間を
ぜひ間近でご覧ください。

日本「谷口ジロー砂像」
鳥取市出身の漫画家・谷口ジローさんの肖像と作品群

アメリカ「ジャスティス・リーグ砂像」
世界的に有名なDCコミックスのヒーローが大集結した
映画「ジャスティス・リーグ」がモチーフ

制作日程／10月20日（金）～11月1日（水）
完成お披露目／11月2日（木）11：00～
制作時間／9:00～16:30　※昼休憩1時間程度
展示期間／11月3日（金）～11月26日（日）
　　　　　※天候等により変更になる場合があります。
会　　場 ／鳥取駅前 風紋広場●A

■シンボル砂像公開制作
テーマ／「日米の文化」

■第１回 国内砂像選手権 in 鳥取

次世代を担う砂像彫刻家を発掘するため、国内からア
マチュア砂像彫刻家を集めて選手権を実施します。
制作期間／11月3日（金)～11月5日（日)
展示期間／11月6日（月）～11月26日（日）
　　　　　 ※天候等により変更になる場合があります。
制作日程／開会式 【3日】13:00～
　　　　　制　作 【3日】14:00～17:00
     【4日】  8:00～18:00
     【5日】  8:00～11:00
    　　　  ※制作時間16時間
会　　場／◆一般の部…………鳥取駅前 風紋広場●A
　　　　　　 ◆インカレの部………鳥取駅 南広場●B
表 彰 式／11月5日（日）13:30

テーマ／「日米の文化」

11/3  ・4  ・5
11/6●月～26●日

展示期間

メインイベント

金 土 日

http://www.tot
tori-inaba.jp/su

na-r/

砂の美術館
10周年記念事業

鳥取市
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　地共済年金情報Webサイトでは、組合員の皆様それぞれの公務員共済期

間に係る以下の内容について閲覧することができます。ただし、すでに老齢

又は退職の年金を受給されている方、及び老齢厚生（退職共済）年金の支給

開始年齢に到達されている方はご利用いただけません。

　①年金加入履歴・加入期間
　②保険料納付済額
　③標準報酬月額等
　④年金見込額（※1）
　⑤給付算定基礎額残高履歴

２４時間３６５日
（サーバーのメンテナンス時を除く。）

※1　年金見込額は、確認時点の就業状態、給与額、賞与額等をベースに年金受給額等を試算しているため、実際の金額と異なります。

※2　住所や名前を変更された方は、各共済組合に異動の届出をされてから申込みをしていただきますようお願いします。

1 地共済年金情報Webサイトにアクセス

地共済年金情報Ｗｅｂサイト 検索

●閲覧できる内容

●ご利用手順

●利用できる方

●ご利用時間

①組合員
②組合員であった方

全国市町村職員共済組合連合会のホー
ムページからもアクセスできます。

2 ご利用申込み（※2）
（基礎年金番号・氏名・生年月日・パスワード等を入力）

申込み時に登録したパスワードは必ず控
えておいてください。

3 ユーザＩＤ通知書の受領

4 ユーザＩＤ及びパスワードを入力して
ログイン

閲覧の際に必要となる「ユーザＩＤ」を記
載した「ユーザＩＤ通知書」を郵送します
ので、大切に保管してください。

相談窓口
（Ｗｅｂサイト用）

全国市町村職員共済組合連合会　年金部年金企画課
☎０３-５２１０-４６０７ （9時～17時（土・日・祝日を除く））

お気軽に
ご利用ください！

（２～３週間程度）
全国市町村職員共済組合連合会、各共済
組合からお申込み内容の確認のため、ご
連絡をさせていただくことがあります。

No.6666
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■WELBOXを活用して
　お得にお出かけしてみませんか？

秋の行楽シーズンです！

■あなたのライフプランをより良いものへ

例えばご夫婦で福岡の場合

主な研修内容（予定）

＊今回の行程でのWELBOX会員割引総額
お支払い総額（大人2人分）通常価格：44,088円 ⇒ 会員価格：23,380円
WELBOXをご利用していただくと
【通常価格より20,708円お得】にご利用頂けます！

注１　共通クーポン…ＷＥＬＢＯＸにログインし、該当ページからクーポンを印刷してご使用ください。
注２　ＷＥＬＢＯＸサイトからの予約…事前にＷＥＬＢＯＸにログインし、宿泊予約をしてください。

　在職中はもとより退職後においても健康
面や経済面等からの不安をなくし、充実した
人生を送るためには早めの準備が必要で
す。
　ライフプランを立てることにより、今後起
こりうる大きなイベント、また、それに必要と
なる支出等が明らかとなり事前に対策や備
えが可能となります。早めの計画で時間を味
方につけましょう。
　家庭経済を一人で考えるのは大変です。
ご自身のため、ご家族のために、是非ご夫婦
でご参加ください。
　参加をご希望の方は、所属所の共済事務
担当課にお申し出ください。

～40歳・50歳代のためのライフプランセミナー～

旅行プラン例（鳥取県↔福岡県の場合）

交通機関

共済組合からの
 お知らせ

各課へのお問い合わせは
P１2をご覧ください。

（新幹線） 鳥取 ー (岡山乗換え）－ 博多 15,270円～/片道 （3時間30分）
　　　　 米子 ー （岡山乗換え)－ 博多 14,580円～/片道 （4時間） 

観 光

マリンワールド
海の中道

共通クーポン 注1
～会員特典～
入場券：大　人
(16歳以上または
　　　　高校生以上）
2,300円→2,100円 福岡タワー

共通クーポン
会員証提示
～会員特典～
入場料：大　人
　　　(高校生以上）

800円→640円 星の文化館

会員証提示
～会員特典～
入場料：大　人
500円→450円

ホテルオークラ福岡

～会員特典～
宿泊料：ダブル22～25平米【喫煙】
16,500円（税込）人→6,750円（税込）～/人
※赤字の上記WELBOX料金2017/8/18時点の料金です。
※黒字料金はホテルオークラ福岡公式サイトから予約した場
合の料金です。

共通クーポン・会員証提示WELBOXサイトからの予約 注2

１日目

観 光宿 泊

博多由布院・
武雄温泉万葉の湯

～会員特典～
入場料：大　人
1,944円→1,750円

２日目

福祉課

福祉課

【日時・場所】　平成29年12月5日㈫
　13時30分開講（受付13時00分～）16時00分閉講予定
　三朝町「渓泉閣」　TEL0858-43-0828
【対象者】
　40歳代から50歳代後半までの組合員及びその配偶者
　※上記以外の年代の方でも参加可能
【募集人数】　40名程度

野村証券
・ライフプランの基礎知識について
・月々の貯蓄の大切さと効率の良い貯蓄の仕方について
・退職後の生活を見越した退職までの資金準備について
・住宅ローンの組み直しとその必要性について
・生命保険の見直しについて
・資産運用について
・タブレットを使用して個人ごとのライフプランニング

（交通機関代金は除く）
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福祉課

●共済の積立貯金をはじめるには？

●臨時積立をするには？
①振込依頼票を使用し、鳥取銀行または山陰合同銀行の本支店で
振込みをしてください。（振込手数料は共済組合が負担します。）
※組合員証の記号・番号及び氏名がわかるように送金していただ
ければ、ＡＴＭ・インターネットバンキング等での預け入れも可能
です。（送金手数料は本人負担となります。）
②お振込後、「貯金申込書・貯金額変更届」を、各所属所の共済事
務担当課を通じて共済組合へ提出してください。
　（新規の方は、上記の貯金加入申込書を提出してください。）

＊「貯金申込書・貯金額変更届」は、共済事務担当課または、共済組合ホームページからも入手できます。
  （http://www.tori-ctvkyousai.or.jp/）
＊ペイオフとの関連等共済貯金についての詳細は、共済組合ホームページをご参照ください。

●定例積立　　毎月の給料から、一定額を天引きし積立てます
●賞与積立　　年２回の賞与（ボーナス）から、一定額を天引き
　　　　　　　し積立てます
●臨時積立　　希望する時、いつでも預け入れできます

貯金加入申込書（1,000円単位）

振込依頼票（個人振込用）

※加入申込書は、共済事務担当課または、
　共済組合にお申し出ください。

天引貯蓄が有効です！

貯蓄のコツは、

収入－貯蓄＝支出

「貯金加入申込書」を、各所属所の共済事務担当課を
通じて共済組合へ提出してください。

※振込依頼票は、共済事務担当課または、
　共済組合へお申し出ください。

福祉課

No.6668

■ボーナスの効率運用

■新築・増改築をされた方へ
　“住宅借入金等特別控除”の申告に必要な「住宅
取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」をお
送りします。
　共済組合の住宅貸付、民間金融機関の住宅ロー
ンを利用してマイホームを購入したり、新築・増改築
をした場合、税法上の要件にあてはまれば“住宅借
入金等特別控除”を受けることができます。
　初めて“住宅借入金等特別控除”を受ける方は確
定申告の時に、また、２年目以降の方は年末調整で
控除を受ける時に、「住宅取得資金に係る借入金の

年末残高等証明書」が必要です。
　「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明
書」を、住宅貸付の借入れが本年９月までの方には
１０月下旬に、それ以降の方には、来年１月上旬に
共済事務担当課にお送りする予定にしていますの
で、必要に応じてご活用ください。
　なお、他の共済組合へ異動となり、異動先の共済
組合で借換貸付を行った場合の取扱いや、その他
“住宅借入金等特別控除”の詳細については、最寄
の税務署におたずね下さい。

なんとっ！！
年利０．８％
（半年複利）

共済貯金は、組合員の皆さんのゆとりある生活設計をお手伝い
します。ボーナスの預け入れは、安心・有利・便利な共済貯金を
ご利用ください。

～共済貯金でしっかり貯蓄～
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■『学ぶ』ことで変わるあなたの睡眠

　９月２７日（水)に、三朝町渓泉閣で一般職員のた

めのメンタルヘルス研修会を開催しました。

 研修会には約５０名の参加をいただき、講師とし

てユークロニア株式会社代表の菅原 洋平氏をお

招きし「自分でできるメンタルヘルス　睡眠マネ

ジメント」と題し講演を行っていただきました。

　講演内容につきましては、冒頭、人間の睡眠の

パターンは大きく分けて６つのタイプに分けられ

るとお話しがあり、参加者は『睡眠セルフチェック

シート』を使用し自分がどういった睡眠パターンな

のかをチェックしました。

　その後、睡眠を促すうえでの注意点や起きてか

ら眠るまでのメカニズムについて具体例を挙げな

がらわかりやすくご説明いただきました。

　まとめとして、講師の菅原様から「睡眠は学ぶこ

とで変えることができます。本日、しっかり学んで

いただいた内容をぜひ、ご家族やお友達、会社の

同僚・部下など皆さまにお伝えいただき、活用して

ください』とお言葉をいただき、講演は終了しまし

た。

　講演後は、質疑等も多数あり、研修会は大盛況

に終わりました。

　ご参加いただきました方から、研修会の感想を

下記のとおりいただいております。

ユークロニア株式会社
代表　菅原洋平 氏

★今迄にない内容
の研修で目からうろ

こが落ちっぱ

なしでした。非常に
よかったです。

★自分が思い描い
た睡眠の常識がくつ

がえるよい研

修でした。

★睡眠が自分でコン
トロールするものと

いうことがわ

かってよかった。

★睡眠マネジメント
というテーマで新

鮮に受講でき

た。すべての人が参
考になる有意義な

研修会でし

た。今後も機会があ
れば多数の方が受

講できれば

と感じた。

アンケートのご紹介
（一部抜粋）

■持ち帰りオードブル ～渓泉閣～
渓泉閣では、クリスマスや年越しに向けた
「組合員限定　持ち帰りオードブル」の販売を予定しています。
喜んで頂けるメニューを計画していますので、ご期待ください。
詳細については、共済広報１１月号に掲載いたします。

今年も
販売！

～一般職員のためのメンタルヘルス研修会を開催～

福祉課

毎年好評
です！

持ち帰り
オードブ

ル！
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■心身共に健康に！
トピックス ～ヘルスアップセミナーを開催しました～

福祉課

内臓機能や冷え症を改善するという肩立ちのポーズ

第一部

第二部

　家族ぐるみの健康管理等に役立ててい
ただくことを目的として、毎年度開催して
いる“ヘルスアップセミナー”を、９月１５日
に「渓泉閣」で開催しました。
　第一部では、砂丘YOGA代表の石谷依
利子様に～幸せセンサーを高める～砂丘
YOGA®エリコの「心と体を整えるヨガ」
と題してヨガの実演をしていただきました。
　心安らぐ音が流れる中、瞑想で自身の
身体を感じた後、ヨガマットの上で身体を
伸ばしたり、ペアになってのヨガのポーズ
を堪能しました。後半には、複数人が一緒
になって巨大なポーズを完成させました。
最初は、バランスが取れなくて傾く人も多
かったですが、回数を重ねるうちにバラン
スが取れるようになり素敵なポーズが完
成しました！ 会場は笑顔と笑い声でいっぱ
いでした。
　皆で汗をかいた後は再び瞑想で心を整
え、第一部を終了しました。

　第二部では、中部歯科医師会　歯
科衛生士の松岡いづみ様に～今から
できること～「8020実現をめざし
て」と題した講演をしていただきまし
た。歯が20本あればほとんどの食べ
物をおいしく味わいながら食べること
ができること、歯を失う原因の３／４が
歯周病と虫歯であり、日頃のはみがき
や喫煙対策で防げることを教えていた
だきました。
　その後、カラーテスターを使い歯垢
の染め出しを行い、歯科衛生士の井手
添裕美様に歯ブラシや歯間フロスを
用いたブラッシング指導を行っていた
だきました。
　多くの方が久しぶりに歯垢の染め出
しをされたようで、皆さん真剣な中に
も楽しそうにブラッシングされていま
した。

ブラッシング指導の様子

●

　ト
ピ
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ス

11平成29年（2017） 10月

■歴史を感じながら蒜山を散策
　会員とその家族の交流・健康促進を目的とした、“健康
ウォーク”を９月３０日（土）に岡山県真庭市蒜山で開催し
ました。
　今年度も、ポール（つえ）を使用する“ノルディックウォ
ーク”を採用し、参加者は、全日本ノルディックウォーク連
盟公認指導員によるストレッチ体操及びウォーキングフ
ォームなどの指導を受けた後、雲ひとつ無い秋晴れのな
かスタートしました。
　コースは、『茅部神社駐車場』を発着点とし、神社の表
参道と遊歩道を織り交ぜ『茅部神社大鳥居』『天の岩戸』
『ハーブ園』などを巡る約３ｋｍのコースです。
　参加者の多くは、例年ご参加いただいている方という
こともあり、慣れたポール使いで、同行いただいた現地
ガイドの説明を受けながら軽快に足を進めておられまし
た。
　また、コース終盤では、遊歩道を登った先にある展望
休憩所『臨空館』で、蒜山高原を見渡しながら、神話で
天照が隠れたとされる『天の岩戸』を見学しました。
　約２時間半のウォーキングを終え、ゴール地点の茅部
神社駐車場に到着した参加者の皆さんは、コースを無事
歩きおえた安堵感と、完歩の達成感と共に帰路につかれ
ました。

★天気最高、コース
も最高、スタッフも

最高の

上に地域イベントも
重った贅沢で素晴ら

し

い企画でした。

★ガイドさんに町の
説明を受けながらの

ウォ

ーキングは初でし
たが、これはこれで

楽し

かったです。

★景色が最高でした
。　等など

参 加 者 の 声

まずは、ウォーキング指導でウォーミングアップ

日本最大の石造りの大鳥居は圧巻

最高のロケーションで記念写真

かや べ

かや べ

アマテラス

かや べ

福祉課

春は満開の桜が咲き乱れる桜並木道

（茅部神社表参道）
かや べ
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■ホープスターとっとりを東部地区
　　　　代替施設として追加指定します

　ホープスターとっとりの閉館に伴う宿泊保養施設につきましては、現在、白兎会館（公立学校共済組合鳥取支
部運営）を東部地区代替施設に指定しておりますが、今般、ホープスターとっとり事業譲渡先より、営業再開の通
知及び宿泊保養施設代替施設選定の申請がありました。
　つきましては、東部地区代替施設として下記のとおり追加指定しましたので、お知らせします。

きょうさい
DATA

給付金等の支払日は次のとおりです。皆さんの指定口座に振込いたしますので、通帳の確認を！

組合員数等の状況
（H．29．9月現在）

組織団体　29

組合員数 ７,084人
 〔男 ４,045人  女 3,039人〕
任継組合員数 103人
被扶養者数 7,053人

市　 ４　　町村   １５
一部事務組合等   10

●貯金解約 
 11月 30日 （木） … 11月 15日 までの受付分
●貸付金
 11月 15日 （水） … 10月 末日までに受付けた
　　　　　　　　　　住宅貸付以外の貸付金
 11月 30日 （木） … 10月 末日までに受付けた
　　　　　　　　　　住宅貸付金
     11月 15日までに受付けた
　　　　　　　　　　住宅貸付以外の貸付金

●現金給付 （出産費等）
　　　　　　　※休業給付は11月29日（水）の支給となります。
 11月 15日 （水） … 11月 1日 までの受付分
 11月 29日 （水） … 11月 15日 までの受付分
●附加給付 （一部負担金払戻金等）
 10月 30日 （月） … 9月 請求分
　　　　　　　　　　（平成29年7月診療）
●貯金一部払戻 
 11月 15日 （水） … 10月 31日 までの受付分
 11月 30日 （木） … 11月 15日 までの受付分

　『とっとり肉肉カーニバル』をご存知ですか？
　10/28・29に鳥取市賀露町プラザわったいなで、県内最大のお肉イベントが予定されています。和牛・豚・鶏はもち
ろん、ジビエ肉などの多種多様な肉料理が会場を埋め尽くします。お肉大好き担当も毎年楽しみにしているイベントで、今
年はどんな料理があるか今からワクワクです！　Ⓢ

鳥取県市町村職員共済組合（各課直通）
　◆総務課（０８５７）２６-２３４１　◆保険課（０８５７）２６-２３４３　◆福祉課（０８５７）２６-２４２１
　◆年金課（０８５７）２６-２３４２　
http://www.tori-ctvkyousai.or.jp/
鳥取市町村厚生（０８５７）２9-3324

お問い合わせ先

宿泊保養施設「渓泉閣」
今後の休業予定日

休業予定なし

宿泊保養施設利用助成券〈代替施設用〉をご使用いただけます

施設名：ホープスターとっとり（譲渡後も名称使用）
　　　　運営会社：株式会社ラークコーポレーション
　　　　住所：鳥取県鳥取市永楽温泉町556
　　　　TEL：0857-26-3311
≪施設概要≫
　１階　　和食中心のレストラン「希星」、一部飲食テナント
　２階　　宿泊利用者等の寛げるフリースペース、会議室
　３、４階  カプセル（145床）様式の簡易宿所「THE BEEHIVE」
　５、６階  既存施設を活用したビジネスホテル、宴会場
　　　　  「BIRD STAY HOTEL」
　７階　　既存施設を活用したコンベンション、宴会場
代替施設指定日　平成２９年１１月６日

き  ら

利用助成の取扱い
（互助会福祉事業）

●助成対象者：
　　　　会員・被扶養者及びその家族
●助成額
　①会　員・被扶養者：　　2,000円
　②被扶養者でない家族：1,000円
●利用券の種類：個人用、団体用
　※ご利用の際は、宿泊施設利用券〈代替
施設用〉（ホープスターとっとり専用）
をご使用ください。

福祉課

平成２９年11月６日より

13平成29年（2017） 10月
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ご不明な点は、 共済組合福祉課までお問い合わせください。

コツコツ貯めて未来に備える！！

解　　  約　 毎月月末に元金に利息を加えて送金します。
一部払戻　 毎月２回、１５日と月末に送金します。

0.8%

お積立

利息計算

解約・一部払戻

お利息はご入金の日の翌月１日から付利し、毎年９月と３月の末日に元金に繰入れます。

ペイオフとの関連等共済貯金についての詳細は、共済組合ホームページをご参照ください。

臨時積立　希望する時にいつでも何回でも積立てできます。
　　　　　 最寄りの鳥取銀行及び山陰合同銀行の本支店で受入れいたしますので、
　　　　　　共済事務主管課備え付けの専用振込依頼票を使用し送金してください。

定例積立　給料から一定額をお積立てします。
賞与積立　賞与から一定額をお積立てします。

預入金額

（1，000円単位）

円
以上1,000

年  利

0.8％
（税引前）

収入 貯蓄 支出

－ ＝￥￥￥ ￥

鳥取県市町村職員共済組合　TEL 0857‐26‐2421 福祉課貯金担当

積立
貯金

＋ ＋安 全 安 心 確 実

貯蓄のコツは が有効です！天引貯蓄

積立貯金市町村共済

年利
（半年複利）

貯蓄
スタート

（税引前）


