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新年のごあいさつ
新春紙上インタビュー「亥年生まれの歳男、歳女」
市町村ガイド
知っていますか？タバコの臭いも有害です

健康記事〈弁当やどんぶりの「ごはんは残す」〉
KENPOS（ウォーキングアプリの使い方）
共済組合からのお知らせ
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1共済広報
とっとり

打吹山と中心市街地
　　　　　（倉吉市）

　「くらしよし」倉吉の新たな魅力を創生するため、
打吹山のふもとで進める中心市街地の活性化への
取組を紹介します。　　　　（6ページに関連記事）

今月の
表紙

鳥取県市町村職員共済組合
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理事長𠮷𠮷𠮷𠮷
（八頭町長）　新年あけましておめでとうございます。

　組合員の皆様、そしてご家族の皆様には、お

健やかに新年をお迎えのことと、心からお慶び申

しあげます。

　本組合の各種事業を、組合員の皆様をはじめ、

ご家族の皆様、さらには年金を受給されている

皆様の生活の安定と福祉の向上を目的に取り組

んでおりますが、これも一重に、組合員の皆様

方のご理解とご協力の賜物と厚く感謝を申し上げ

ます。

　さて、現在、我が国では、平均寿命の伸長

や出生数の減少により人口減少と少子高齢化が

進み、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社

会保障制度の確立が大きな課題となっております。

　そのようななかで、本組合の短期給付事業につ

きましては、本年10月に予定されている消費税率

の引き上げに伴う診療報酬などへの上乗せ措置が、

医療費の伸びに影響を及ぼし、厳しい財政状況

へと推移していくものと懸念されているところです。

　とりわけ、それらを支える現役世代につきましても、

昨年度から実施された後期高齢者支援金に対し

ます全面報酬割の導入や、介護納付金に対しま

す総報酬割の導入などにより、現役世代の負担

はさらに増していくことが危惧され、団塊の世代の

皆さんが全て75歳以上となる、いわゆる「2025年

問題」について、社会保障制度を堅持するため、

国を挙げて早急な対策が求められているところです。

　このような厳しい状況下ではありますが、本組合

として引き続きレセプト審査の充実、ジェネリック医

薬品の普及促進等に取り組み、安定した財政基盤

の確保に取り組んでまいりますので、組合員の皆様

方のご理解とご協力をお願いいたします。

　次に長期給付事業ですが、被用者年金制度の

一元化後も共済組合が厚生年金の実施機関として

年金記録の管理や支給を行い、関係機関との情

報連携を図りながら、滞りなく事務処理を進めてお

ります。

　また、2019年度は5年ごとに行われている「財

政検証」が実施される予定となっており、公的年

金制度を継続していくうえで重要な年となります。

　次に福祉事業についてです。保健事業につきま

しては、本年度より「第2期データヘルス計画」を

スタートし、特定健診受診率がアップするなど一定

の効果がみられております。しかしながら特定保健

指導の実施率は低迷しており、現状のままでは

2020年度から支援金の加算対象組合となる見込

みです。2019年度は組合員と被扶養者の皆様

の健康保持・増進と健康寿命の延伸を図るため

にも、これまで以上に共済組合と各所属所が、

連携・協働・補完（コラボヘルス）し、積極的

に特定保健指導の実施率の向上に取り組む必要

があります。

　また、貯金・貸付・物資事業も含めまして、

福祉事業の制度内容につきましても積極的なＰＲ

に努めてまいる所存です。

　宿泊事業につきましては、直営施設「渓泉閣」

の経営の安定化に向け引き続き努力をしますとと

もに、組合員の皆様とご家族の皆様が快適にお

過ごしいただけるよう、さらなるサービスの向上に

と努めてまいります。引き続きのご愛顧とご利用を

お願いいたします。

　新しい年を迎えるにあたり、組合員の皆様とご

家族の皆様の益々のご健勝とご多幸を祈念いた

しまして、新年のごあいさつとさせていただきます。

３平成31 年（2019） 1 月

理事長　　田　英　人（八頭町長）
理　事　松　浦　弘　幸（三朝町長）
　〃　　陶　山　清　孝（南部町長）
　〃　　宮　谷　卓　志（鳥取市）
　〃　　伊　東　利　恵（倉吉市）
　〃　　渡　部　圭　介（米子市）
監　事　金　信　正　明（学識経験者）
　〃　　小　松　弘　明（琴浦町長）
　〃　　田　中　文　人（鳥取市水道局）
議　員　石　田　耕太郎（倉吉市長）
　〃　　中　村　勝　治（境港市長）
　〃　　矢　部　康　樹（若桜町長）

議　員　竹　口　大　紀（大山町長）
　〃　　森　安　　　保（伯耆町長）
　〃　　﨏　田　淳　一（日野町長）
　〃　　横　山　康　博（鳥取市立病院）
　〃　　田　中　大　法（岩美町）
　〃　　谷　川　篤　志（三朝町）
　〃　　山　内　秀　将（米子市水道局）
　〃　　生　田　貴　史（大山町）
　〃　　三　好　達　也（日野町）
事務局長　足　立　　　進
　　　　　　　　ほか職員一同

各市町村の益々の発展と皆様のご健勝をお祈りします。　平成31年　正月

　新年あけましておめでとうございます。

　組合員の皆様、そしてご家族の皆様には、お

健やかに新年をお迎えのことと、心からお慶び申

しあげます。

　本組合の各種事業を、組合員の皆様をはじめ、

ご家族の皆様、さらには年金を受給されている

皆様の生活の安定と福祉の向上を目的に取り組

んでおりますが、これも一重に、組合員の皆様

方のご理解とご協力の賜物と厚く感謝を申し上げ

ます。

　さて、現在、我が国では、平均寿命の伸長

や出生数の減少により人口減少と少子高齢化が

進み、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社

会保障制度の確立が大きな課題となっております。

　そのようななかで、本組合の短期給付事業につ

きましては、本年10月に予定されている消費税率

の引き上げに伴う診療報酬などへの上乗せ措置が、

医療費の伸びに影響を及ぼし、厳しい財政状況

へと推移していくものと懸念されているところです。

　とりわけ、それらを支える現役世代につきましても、

昨年度から実施された後期高齢者支援金に対し

ます全面報酬割の導入や、介護納付金に対しま

す総報酬割の導入などにより、現役世代の負担

はさらに増していくことが危惧され、団塊の世代の

皆さんが全て75歳以上となる、いわゆる「2025年

問題」について、社会保障制度を堅持するため、

国を挙げて早急な対策が求められているところです。

　このような厳しい状況下ではありますが、本組合

として引き続きレセプト審査の充実、ジェネリック医

薬品の普及促進等に取り組み、安定した財政基盤

の確保に取り組んでまいりますので、組合員の皆様

方のご理解とご協力をお願いいたします。

　次に長期給付事業ですが、被用者年金制度の

一元化後も共済組合が厚生年金の実施機関として

年金記録の管理や支給を行い、関係機関との情

報連携を図りながら、滞りなく事務処理を進めてお

ります。

　また、2019年度は5年ごとに行われている「財

政検証」が実施される予定となっており、公的年

金制度を継続していくうえで重要な年となります。

　次に福祉事業についてです。保健事業につきま

しては、本年度より「第2期データヘルス計画」を

スタートし、特定健診受診率がアップするなど一定

の効果がみられております。しかしながら特定保健

指導の実施率は低迷しており、現状のままでは

2020年度から支援金の加算対象組合となる見込

みです。2019年度は組合員と被扶養者の皆様

の健康保持・増進と健康寿命の延伸を図るため

にも、これまで以上に共済組合と各所属所が、

連携・協働・補完（コラボヘルス）し、積極的

に特定保健指導の実施率の向上に取り組む必要

があります。

　また、貯金・貸付・物資事業も含めまして、

福祉事業の制度内容につきましても積極的なＰＲ

に努めてまいる所存です。

　宿泊事業につきましては、直営施設「渓泉閣」

の経営の安定化に向け引き続き努力をしますとと

もに、組合員の皆様とご家族の皆様が快適にお

過ごしいただけるよう、さらなるサービスの向上に

と努めてまいります。引き続きのご愛顧とご利用を

お願いいたします。

　新しい年を迎えるにあたり、組合員の皆様とご

家族の皆様の益々のご健勝とご多幸を祈念いた

しまして、新年のごあいさつとさせていただきます。
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❶加齢と共に時の流れの速さに戸惑っ
ています。あっと云う間もなく超足早に
過ぎ去って行きました。 ❷いよいよ還
暦。新しい気持ちで仕事に取り組み、毎
日を丁寧に生きて行こうと決意してま

す。❸趣味を力一杯楽しむこと! 血圧を下げてやるぞと一
念発起。５年前から自転車も始めました。 ❹害獣、ジビエ、
豚コレラ等々、我らが”亥”は激動の時代を迎えているや
も知れませんが…。秘めたる牙を誇りに「直往邁進」。自分
を信じて。

鳥取市　徳岡　義広さん

❶突然、大好きだった遊戯（パチンコ）
の熱が冷め、趣味は読書（漫画を含む）
へと、余暇の過ごし方に変化が･･･。❷２
シーターのスポーツカーの購入を計画
し、女房とゆったり、過激にドライブをし

たいと思っています。ちなみに荷台付きの２シーター車で
通勤しています。❸今年もダイアリーの余白に、日々の喜
怒哀楽を記すことによって、ストレスの発散に心がけたい
と思います。 ❹皆さん、今年も突き進む私を暖かく見守っ
てください。

西伯病院　中前 三紀夫さん

❶昨年は、職場の方と一緒に共済で企画さ
れた健康イベント、浦富海岸でのシーカヤ
ックに初挑戦しました。 ❷今年は、還暦。何
よりも元気が一番！！仕事ができることに感
謝、健康であることに感謝し、一日一日を大

切にしていくことです。 ❸美味しいもの（特にスイーツ、最近
は、パンケーキめぐりをしています）を食べて、友達とお喋りし
て、笑いを絶やさない、ストレスを溜めないように心掛けてい
ます。 ❹突進するのではなく、周りを見ながら前へ進み、飛躍
する一年であることを願い、頑張っていきたいと思います。

日野病院　山根 智恵子さん

❶久々の異動で慣れない部署でしたが
上司と後輩に助けていただき無事に年
を越すことができました。また、家庭で
は、結婚２０周年、娘・息子の進学、スポ
少全国大会の応援などイベントづくしの

１年でした。 ❷地域や職場で、人の役に立つことを１つで
も多くやりたいと思います。 ❸時間を作ってランニングな
どで体を動かすようにしています。 ❹みなさんも忙しい毎
日だと思いますが、やはり「健康一番」ですね！

三朝町　吉田　栄治さん

❶全国各地で様々な自然災害が発生し
たため、身近で被災した時の避難方法
や日頃の備え等考えることが多い一年
でした。❷月並みですが、まずは健康第
一で。❸早寝早起き、早歩き、あとは･･･

お酒は足の親指が痛くならない程度にする。(去年痛くなっ
てしまいました。） ❹今まで特に趣味らしい趣味がなかった
ので、今年は生涯を通して楽しめる事を見付けたいと思い
ます。

米子市水道局　生田　　豊さん

❶昨年は、７月豪雨災害対応などで現場
にでる機会が多く、足腰と精神が鍛えら
れた１年でした。・・・でも体重は増えま
した。❷ムリ・ムラ・ムダを避けて、目的
に向かって猪突猛進で頑張りたいと思

います。体重もスリム化してスピーディに動けるようになり
たいです。❸睡眠をとることと、たまに歩くことです。 ❹プ
ライベートでは、一人息子が高校受験にチャレンジするの
で、しっかり応援をしていきたいです。

若桜町　森　　雄一さん

昭和34年生まれ 昭和46年生まれ

新しい年がスタートしました。総務省の発表した1月1日の人口推計によると今年の歳男、歳女になる亥年生まれの人
は、1,055万人で総人口に占める割合は8.4％となり、十二支の中では7番目になるそうです。本組合の亥年生まれ
は、男性406人・女性328人、合計734人の組合員の方がいらっしゃいます。このうち１２名のみなさんに、今年の抱
負等をお伺いしましたので、ご紹介します。

５平成31 年（2019） 1 月

昭和58年生まれ

❶職場の上司、同期に恵まれ、かなりス
キルアップができた１年でした。この場
をお借りしてお礼申し上げます。❷毎年
ですが、災害に備え訓練、体力錬成を怠
らないこと。そして今年は、消防士を拝

命して６年目の年になります。ここで今一度「初心」にかえ
り、すべての業務に対し、ハングリー精神をもって臨んで
いきたいです。❸何も心がけていないので、なにか良い健
康法があればぜひ教えてください。 ❹１２年ぶりの歳男、
満喫させていただきます。

東部広域行政管理組合　小河　徹哉さん

❶２年ぶりに現場勤務した年であり、仕
事内容を思い出しながら、新しい仕事も
覚えていったため、あっという間に過ぎ
た１年でした。 ❷常に新しいことにチャ
レンジし、公私ともに充実した１年を過ご

していきたいです。❸週５日筋力トレーニングを行い、残り
２日は体を休めることを心がけています。❹年男バンザイ！！

西部広域行政管理組合　多田　太悟さん

❶社会人１年目で、わからないことだら
けでしたが、周りの方々に助けていただ
き、たくさんのことを経験できた1年で
した。 ❷去年よりも余裕をもって仕事に
取組み、趣味の時間を増やし心身共に充

実した生活を目指します。また、地域のイベントにも積極
的に参加し人とのつながりを大事にしたいです。❸週に一
度は外で運動するように心がけています。今年から野球を
はじめ、楽しみながら上達できるよう頑張っています。❹み
なさん健康には十二分にお気をつけください。

大山町　田中　宏樹さん

❶平成２９年３月に鳥取市から岩美町に
引っ越してきました。空き家になってい
た祖父母の家を改修して、妻子と住んで
います。去年はさつまいもを１００本植
えて、近所の子どもたちと一緒にうちの

畑で芋ほり大会をしたのがとても楽しかったです。❷さつ
まいもを２０００本植える。❸徒歩・自転車通勤。畑作業。 
❹歳をとるごとに人生は楽しくなってきます。いつでも今
が人生で一番若いので、いろいろチャレンジするようにし
ています。

岩美町　牧野 光太郎さん

❶第一子誕生、引越、はじめての人事異
動と、変化の多い年でした。新しい仕事
を覚えるのに苦戦し、周りにご迷惑をお
かけすることが多く、たくさん助けて頂
きました。子どもはかわいくて、かわいく

て本当に幸せを感じることが多かったです。❷健康のため
に痩せたいです。そして、成長していく子どもをしっかりと
見守りたいです。❸鼻うがいする事と快眠サプリのグリシ
ンを飲む事です。 ❹健康的に痩せたい！

米子市　石倉　隆友さん

❶現在は建設課維持係として日々の業務に
務めています。道路の陥没補修をはじめ、道
路や河川の維持管理を行っていますが、昨
年の夏は猛暑の中での直営補修作業と7月
豪雨、続いて台風24号の影響を受けたこと

により、災害が発生し、復旧作業に追われる大変な年となりまし
た。❷昨年以上に家族や友人と接する時間を作れるように努力
したいです。 ❸仕事ばかりに偏らず、プライベートとの時間を区
別しながら、心身共に健康でいられるよう心がけています。 ❹
イノシシのように突っ走るだけではなく、慎重かつ平常心を持
ち、公私ともに無事な一年を過ごせればと思います。

倉吉市　手嶋　彰寛さん

平成7年生まれ

インタビュー内容インタビュー内容
❶去年（平成30年）はどんな年

でしたか？
❷今年（平成31年）の抱負は？
❸健康のため、心がけておられる

ことは何ですか？
❹歳男歳女から一言！

十二支別組合員構成割合
総組合員数 7,158人

ネズミ
684 ウシ

644

トラ
640

ウサギ
580

タツ
624

ヘビ
551

ウマ
475

ヒツジ
514

サル
495

トリ
548

イヌ
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イノシシ
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亥年生まれ生年別構成割合
亥年生まれ組合員数 734人

昭和34年
生まれ
215

昭和46年
生まれ
248

昭和58年
生まれ
142

平成7年
生まれ
129



　倉吉市（くらよしし）は、鳥取県
中部に位置する人口約5万人の市
です。 
　市内には国の重要伝統的建造物
群保存地区として指定されている打
吹玉川地区をはじめ、江戸時代末期
から戦前までに建てられた家屋や土
蔵が多く残り、その街並みは、往時の
面影を残す懐かしい佇まいをみせて
います。
　また、市の南部に位置する関金温
泉は、約1300年前に開かれた山陰
屈指の古湯として知られ、江戸時代
には宿場町、湯治場として栄えまし
た。その無色透明無味無臭のお湯
は、古くから「白金（しろがね）の湯」
と呼ばれており、日本名湯100選に
も選ばれています。
　周囲は三朝、はわい、東郷の温泉
地に囲まれ、世界遺産登録運動を展

開している三徳山や岡山県の蒜山
高原にも隣接する自然環境に恵まれ
た美しい地方都市です。今回は、倉
吉市の中心市街地の様子を商店街
の動向を通じてご紹介します。

　市内で唯一、法人格を持つ商店街
組織として活動をしている倉吉銀座
商店街は、明治45年当時の日本国
有鉄道倉吉線倉吉駅前の商店街と
して誕生しました。
　人口減少や車社会の到来により昭
和60年に倉吉線が廃線になると商
店街は衰退の一途を辿り、高齢化後
継者不在という、全国どこにでもあ
る課題により、商店街は一時はその
体を為さなくなる寸前まで追い込ま
れます。
　その上、平成27年の大正町火災、

平成28年の大雪や鳥取中部地震
（震度6弱）の発生により、商店街加
盟の各店舗は深刻なダメージを負
い、営業停止・廃業店舗の解体撤去

を行う商店主も出てきました。
　しかし、この未曾有の危機が商店
街の今日の飛躍の原動力である、

「組合員同士の結束力」という目に
見えない力を活性化するきっかけと
なるのでした。

　度重なる危機の中、倉吉銀座商店
街が、まず取り組んだことは、「組織
改革」と「連携体制の強化」でした。
　平成28年度には商店街と民間企
業の㈱チュウブ、まちづくり会社の㈱
赤瓦という３者が連携し、市がバック
アップする形で、エリアの再活性化と
復興策の検討を行うチームが組成さ
れ、これからのまちづくりに向けた、
より具体的なアイデアについて検討
が始まりました。
　３者の連携体には地域の若者たち
も加わり、現在の逆境をバネにして
商店街を大きく盛り上げようという
共通意識により「倉吉銀座復興プロ
ジェクト」が立ち上がりました。
　平成29年からは数々のイベント
を開催したことで、全国版のメディア

にも取り上げられ、イベント開催ごと
に参加者が増えるなど、地域内外で
商店街の認知が高まってきていると
ころです。

　倉吉市の中心市街地では「円形劇
場くらよしフィギュアミュージアム」

「打吹回廊」といった新たな商業複
合施設の整備の他、「市役所第2庁
舎の移転」「鳥取県立美術館整備」な
どの動きが予定されています。
　これからも、固有の歴史・文化とい
った地域資源のほか、県中部の玄関
口という地域的特性を活かした中心
市街地活性化策が必要となります。

　市では地域のやる気と創意工夫
のもとで個性豊かな商業活動や新
たな起業が活発に展開され、地域経
済が着実に循環するまちとして、み
んなにとって居心地がよく、歩いて
楽しく、暮らしよい活気とにぎわいの
ある躍動感ある中心市街地になるよ
う新たな倉吉の魅力を創生していき
ます。

倉吉市

倉吉市中心市街地の再興

はばたく
　倉吉市中心市街地

多くの個店で賑わう中心市街地

昭和中期の倉吉銀座通り

No.6816

　倉吉市（くらよしし）は、鳥取県
中部に位置する人口約5万人の市
です。 
　市内には国の重要伝統的建造物
群保存地区として指定されている打
吹玉川地区をはじめ、江戸時代末期
から戦前までに建てられた家屋や土
蔵が多く残り、その街並みは、往時の
面影を残す懐かしい佇まいをみせて
います。
　また、市の南部に位置する関金温
泉は、約1300年前に開かれた山陰
屈指の古湯として知られ、江戸時代
には宿場町、湯治場として栄えまし
た。その無色透明無味無臭のお湯
は、古くから「白金（しろがね）の湯」
と呼ばれており、日本名湯100選に
も選ばれています。
　周囲は三朝、はわい、東郷の温泉
地に囲まれ、世界遺産登録運動を展

開している三徳山や岡山県の蒜山
高原にも隣接する自然環境に恵まれ
た美しい地方都市です。今回は、倉
吉市の中心市街地の様子を商店街
の動向を通じてご紹介します。

　市内で唯一、法人格を持つ商店街
組織として活動をしている倉吉銀座
商店街は、明治45年当時の日本国
有鉄道倉吉線倉吉駅前の商店街と
して誕生しました。
　人口減少や車社会の到来により昭
和60年に倉吉線が廃線になると商
店街は衰退の一途を辿り、高齢化後
継者不在という、全国どこにでもあ
る課題により、商店街は一時はその
体を為さなくなる寸前まで追い込ま
れます。
　その上、平成27年の大正町火災、

平成28年の大雪や鳥取中部地震
（震度6弱）の発生により、商店街加
盟の各店舗は深刻なダメージを負
い、営業停止・廃業店舗の解体撤去

を行う商店主も出てきました。
　しかし、この未曾有の危機が商店
街の今日の飛躍の原動力である、

「組合員同士の結束力」という目に
見えない力を活性化するきっかけと
なるのでした。

　度重なる危機の中、倉吉銀座商店
街が、まず取り組んだことは、「組織
改革」と「連携体制の強化」でした。
　平成28年度には商店街と民間企
業の㈱チュウブ、まちづくり会社の㈱
赤瓦という３者が連携し、市がバック
アップする形で、エリアの再活性化と
復興策の検討を行うチームが組成さ
れ、これからのまちづくりに向けた、
より具体的なアイデアについて検討
が始まりました。
　３者の連携体には地域の若者たち
も加わり、現在の逆境をバネにして
商店街を大きく盛り上げようという
共通意識により「倉吉銀座復興プロ
ジェクト」が立ち上がりました。
　平成29年からは数々のイベント
を開催したことで、全国版のメディア

にも取り上げられ、イベント開催ごと
に参加者が増えるなど、地域内外で
商店街の認知が高まってきていると
ころです。

　倉吉市の中心市街地では「円形劇
場くらよしフィギュアミュージアム」

「打吹回廊」といった新たな商業複
合施設の整備の他、「市役所第2庁
舎の移転」「鳥取県立美術館整備」な
どの動きが予定されています。
　これからも、固有の歴史・文化とい
った地域資源のほか、県中部の玄関
口という地域的特性を活かした中心
市街地活性化策が必要となります。

　市では地域のやる気と創意工夫
のもとで個性豊かな商業活動や新
たな起業が活発に展開され、地域経
済が着実に循環するまちとして、み
んなにとって居心地がよく、歩いて
楽しく、暮らしよい活気とにぎわいの
ある躍動感ある中心市街地になるよ
う新たな倉吉の魅力を創生していき
ます。

2018.10.21 
鳥取中部福興祭

違った切り口で
「新しい倉吉」を創り上げる

「新たな倉吉の魅力」の
創生を

「新たな倉吉の魅力」の創生を

昭和から続く商店街土曜夜市

倉吉市中心市街地の動向
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　喫煙者が吸う「主流煙」よりも、実はタバコの先から出
る「副流煙」のほうが、有害物質がはるかに多く含まれ
ています。タバコは全国の２０％の喫煙者だけでなく、８０
％の吸わない人の健康まで脅かしています。

　タバコの煙成分が壁やカーテン、衣服などにしみ込み、
有害物質を放出して健康被害を受ける事を言います。

「残留受動喫煙」「三次喫煙」と言われます。タバコの煙
の中には、健康に悪影響を及ぼす250種類以上の有害
物質が含まれ、物質によっては半年以上も出し続けます。

　空気清浄機ではガス状有害成分を全く除去出来ま
せん。（厚生労働省ガイドライン）また、消臭剤でタバコの
臭いを隠すだけでは有害成分は消えません。

　調理時の換気扇の効き目が完全で無いのと同様に、
タバコの有害物質は取り切れません。家族が換気扇の
下で吸っている子供の尿からは、喫煙者の無い子供の
３倍以上のニコチンが検出されています。また、喫煙者

の吐く息から8時間も有害物質が出ています。

　妊娠中の喫煙や受動喫煙で早産や低体重児、乳幼
児突然死症候群の発生率が上がるなどの影響が明ら
かになっています。また、気管支喘息、体の成長や知能
の発達を阻害する危険性も指摘されています。
　「別室で吸う」「換気する」「空気清浄機」などの「分

煙」では受動喫煙を減らせない様です。

知っていますか？
タバコの臭いも有害です
知っていますか？
タバコの臭いも有害です

タバ
コのない世界へ

シリーズ 第3回 西山 睦深
保健指導士

タバコを吸わない人が、他人が吸っている
たばこの煙を吸うこと（受動喫煙）で、
健康被害を受けることが社会問題に
なっています。

空気清浄機や消臭剤を使えば大丈夫？

子どもや妊婦がいる部屋では禁煙が原則！

換気扇の下や外で吸えば大丈夫？

サードハンドスモークって何？

鳥取生協病院健診センター

副流煙に含まれる有害物質は主流煙以上

No.6818

肺

シックハウス症候群・発がん性
中毒性・イタイイタイ病

悪臭・粘膜刺激・劇薬

９平成31 年（2019） 1 月

１日の活動量が少ない人の、１食あた
りのごはんの目安は男性２００ｇ前後、女
性１５０ｇ前後です。

コンビニ弁当や外食のどんぶりのご
はんの量は、ふつう盛りで約２５０ｇ、大
盛りなら約３５０ｇ。そのため、ごはんを
完食すると食べすぎになります。

毎日ごはんを50ｇ食べすぎると、１カ
月で約２５００㎉のカロリーオーバーと

なります。
また、食べる順番も大事。ごはんから

食べ始めると血糖値が急上昇。それを
下げるためにインスリン（ホルモン）が
大量に分泌され、余分な糖を脂肪に変
えるため、太りやすくなります。

※１ ： 座位が中心で家事などの活動が３～４時間、
　　  歩行などの活動が１時間未満
※２ ： 「食事バランスガイド」より算出

（※１） 

（※2） 
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　株式会社イーウェルが提供する、組合員の健康を支援するWEBサー
ビスです。KENPOS専用サイトにログインすることにより、体重・血圧等
の地震の健康情報をWEBで記録管理を行うサービスや、ウォーキング
アプリ・健康コンテンツの閲覧等の利用が可能となります。

スマホで
簡単歩数登録!

KENPOSとは？

ウォーキングアプリの使い方
KENPOS

●

　共
済
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福祉課

福祉課

●キャンペーン期間 平成３０年１２月１日から
平成３１年１月３１日まで

●特　典 １，０００円分のＱＵＯカードを進呈します。

●キャンペーン対象者 キャンペーン期間内に新規加入し、３,０００円
以上の定例積立を始めていただいた方
（12月から2月までに給料引去り開始）。

共済組合からの
 お知らせ

各課へのお問い合わせは
P１3をご覧ください。

■冬季貯金キャンペーン開催中

※発送は、平成３１年３月末頃の予定です。

STAY & 
REFRESH
WELBOXの
提携宿泊施設を
お得にご利用
いただけます。

27,000施設
●全国提携宿泊施設数
　約27,000施設
●海外ホテルも1,260,000施設

LIFE SUPPORT
日常生活に関わる様々なサービス
をお得にご利用いただけます。

全国約4,800メニュー
●飲食、映画、育児、介護など多彩な
　メニューをご利用可能。
●東急グループ限定の割引を
　ご提供。

■WELBOXの
　ご紹介 利用できるお店が

多いんですよ！

例えばこんな所で
使えます！

締切り間近

貯金しちゃお！
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■各種保険の更新結果
　組合員の福祉事業として取り扱っています、各種保険
事業の更新結果をお知らせします。 
　今後も、皆様のご要望にお応えできますよう努めてま
いりますので引き続きよろしくお願いいたします。

各種保険請求の手続きがまだの方は、共
済事務担当者の方を通じて早めに手続き
を行っていただきますようお願いします。

〈引受保険会社〉明治安田生命保険相互会社 （単位：人）

平成31年３月１日保険の種類

ライフサポートプラン 4,197

ライフサポートプランⅡ型 3,658

Zコース 222

長期療養サポート １，205

医療保障保険 1,049

医療費支援制度（外来・先進医療型） 1,501

総合医療サポート 550

重病克服支援制度 1,298

〈引受保険会社〉損害保険ジャパン日本興亜株式会社

（平成３１年３月保障開始）

（単位：人）

平成31年３月１日保険の種類

団体傷害補償制度 366

団体所得補償保険 50

新・団体医療保険 53

公務員賠償責任保険 132

※なお平成30年度の配当金は、平成31年３月送金を
　予定しています。

鳥取市町村厚生

■確定申告にご活用ください
　平成29年分の確定申告より、医療費控除の申告
手続きで「医療費のお知らせ」を医療費の領収書に
代えて使用することができるようになりました。それ
に伴い、「医療費のお知らせ」を添付することにより
明細の記入を省略できるとされています。
　なお、今回発行します「医療費のお知らせ」は税法
上の医療費通知として使用できますが、右記の【留
意点】に気をつけて対応していただく必要がありま
すので、ご注意ください。
　また、「医療費のお知らせ」の配布予定は、２月上
旬ごろとしています。

❶医療機関から医療費の請求が遅れた場合、又
は、支払スケジュールの都合から、診療分が記載
されていないものがあります（通常ですと１月～
１０月診療分までとなります。）。医療費通知に記
載されていないものがある場合や、出産費など
も、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細
書」を作成し、その明細書を申告書に添付してい
ただく必要があります（この場合、医療費領収書
は確定申告期限から５年間保存する必要があり
ます。）。　

❷自己負担額に対して公費助成がある場合、又
は、この他に共済組合が把握していない医療費
助成等を受けている場合は、「窓口負担額」及び

「確定申告用自己負担額」からご自身で差し引く
等、訂正して申告していただく必要があります。

❸今回発行分に前回（平成３０年８月）発行分の
「医療費のお知らせ」の記載内容と重複している
場合があります。　

❹医療費控除の申告に関することは、税務署に
お問い合わせください。

留意点

※月別、個人別、医療機関別、入院、外来別でそ
れぞれ保険適用分について記載されます。

※通知書は送金の通知ではありません。記載の
「一部負担金払戻金等」及び「高額療養費」は
支給済です。

※通知書を受けたことによる手続きは必要あり
ません。

※通知書に対する照会については、プライバ
シー保護の観点から記載内容以外はお答えで
きませんのでご了承ください。

ご注意ください！ご注意ください！

保険課

●
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　明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。いよいよ平成最後の年ですね。今月号では、今年
の干支・亥年に該当する『歳男・歳女』の皆さまにインタビューし、今年の抱負等を紹介させていただきました。その中でも、
各々が目標をたてられ、挑戦したいことへの意気込みを持っておられることが印象的でした。平成女？の私にとっても、あ
と残りわずか3ヶ月余り、生まれた年号の最後に1日1日を目標を持って過ごしていきたいです。　Ⓐ

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．30．12月現在）
組織団体　28

組合員数 7,151人
 〔男 4,049人  女 3,102人〕
任継組合員数 91人
被扶養者数 6,852人

市　 ４　　町村   １５
一部事務組合等     9

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

●現金給付 （出産費等）
　　　　　　　※休業給付は2月27日（水）の支給となります。
 2月 15日 （金）…… 1月 31日 までの受付分
 2月 27日 （水） …… 2月 15日 までの受付分
●附加給付 （一部負担金払戻金等）
 2月 27日 （水） …… 1月 請求分（平成30年11月診療）
●貯金一部払戻 
 2月 15日 （金） …… 1月 31日 までの受付分
 2月 28日 （木） …… 2月 15日 までの受付分
●貯金解約 
 2月 28日 （木） …… 2月 15日 までの受付分
●貸付金
 2月 15日 （金） …… 1月 末日までに受付けた住宅貸付以外の貸付金
 2月 28日 （木） …… 1月 末日までに受付けた住宅貸付金
     2月 15日までに受付けた住宅貸付以外の貸付金
　　※出産、高額医療貸付は随時貸し付けしています。

定期預金
18.9億円
14.67％

国債
7.9億円
6.13％

地方債
21.0億円
16.30％

社債
51.0億円
39.60％

諸債券
28.9億円
22.44％

貯金経理の
資産構成

山陰合同銀行
　 0.7億円
鳥取銀行
　 0.3億円

宿泊経理
へ貸付金
0.1億円
0.08％

普通預金
1.0億円
0.78％ 山陰合同銀行

 17.9億円
中国労働金庫
 1.0億円

ソフトバンク無担保社債 8億円
ソニー無担保社債 1億円
ファーストリテイリング無担保社債 2億円
第一三共無担保社債 1億円
トヨタ自動車社債 1億円
北海道電力一般担保付社債 1億円
関西電力一般担保付社債         1億円
中国電力一般担保付社債         2億円
九州電力一般担保付社債         1億円
日本リテールファンド投資法人債   1億円
クレディセゾン無担保社債   2億円
イオンモール   2億円
東急不動産フォールディングス   1億円

みずほフィナンシャルグループ社債 2億円
みずほ銀行無担保債券 2億円
三菱UFJフィナンシャルグループ社債 1億円
住友信託銀行無担保債券 2億円
三井物産無担保社債 2億円
東海旅客鉄道無担保普通社債   3億円
西日本旅客鉄道無担保社債 1億円
新関西国際空港一般担保付社債 1億円
商船三井無担保社債 1億円
住友不動産無担保社債 1億円
エヌ・ティ・ティ都市開発債券 1億円
森ビル無担保社債 1億円
三菱ケミカルホールディングス無担保社債 1億円
野村ホールディングス債券 6億円

国際協力機構債券            3億円
地方公共団体金融機構債券 9.9億円
日本政策金融公庫債券 1億円

沖縄開発公庫債券 1億円
日本高速道路保有・債務返済機構債券    1億円
住宅金融支援機構債券       8億円
東京都住宅供給公社債券 2億円

（平成30年11月末現在）

■貯金経理運用状況
情報開示
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