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魅力満載！ 米子の夏
　　　　　（米子市）

　皆生温泉でのトライアスロン、マリンアスレチック、
紋様灯篭、米子城跡ライトアップ、チームラボ★学ぶ！ 
未来の遊園地in美術館など楽しい企画が目白押し。
　　　　　 　　　　　　　　（4ページに関連記事）

特定健康診査・特定保健指導のご案内
市町村ガイド
健康記事〈肥満タイプによる太り方・やせ方〉
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鳥取県市町村職員共済組合

心の健康相談
共済組合からのお知らせ
きょうさいDATA



令和元年度

　令和元年度の「特定健康診査・特定保健指導」につい

て、その概要をお知らせします。

　ご自身の健康管理に役立てていただくとともに、増え

続ける医療費の抑制効果も期待できますので、積極的に

受診・利用していただきますよう、お願いします。

特定健康診査・
特定保健指導のご案内
特定健康診査・
特定保健指導のご案内

メタボリックシンドロームに着目

No.685 2

特定健康診査
対象者

受診方法

受診期間

費用負担

結果通知

健診内容

　令和元年度中に４０歳～７５歳未満である組合
員及び被扶養者
　ただし、次の方は対象外となります。
①妊産婦、海外在住者、長期入院、施設入所して

いる方
②特定健康診査受診前に、組合員または被扶養

者の資格を喪失した方

　対象者には「特定健康診査受診券」を配付しま
す。（５月下旬予定）
　指定医療機関へ予約のうえ、受診券及び保険
証（組合員証または組合員被扶養者証）を持参し
受診してください。
　※在職組合員は所属所が実施する事業主健診、

または共済組合が実施する組合員ドックの結
果をもって特定健診の実施に代えます。（特
定健診受診券は配付しません。）

令和元年１２月３１日まで

受診者の自己負担はありません。

　メタボリックシンドロームの判定を含む健診
結果が、医療機関から通知されます。

基本的な検査項目
診察など ･･ 問診、身体計測（身長・体重・ＢＭＩ・

腹囲）、診察、血圧
脂質 ･･････ 中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、
　　　　　  ＬＤＬコレステロール
代謝系 ････ 尿糖、空腹時血糖*、ヘモグロビンＡ１ｃ*

随時血糖
肝機能  ････ ＡＳＴ（ＧＯＴ）、ＡＬＴ（ＧＰＴ） 、
　　　　　  γ－ＧＴ（γ－ＧＴＰ）
尿・腎機能 ･･尿たんぱく、クレアチニン、尿酸
※医師が必要と判断した方には、心電図検査、眼底検査、

貧血検査が行われます。
※県外の医療機関では、クレアチニンと尿酸の検査は行

われません。

特定健康診査・
特定保健指導とは…

　メタボリックシンドロームの予防・改善、生活習慣病の発症を防ぐことを目的に、平成
２０年４月から始まった制度です。医療保険者（共済組合等）が実施主体となり、毎年４０
歳から７４歳までの方を対象に、メタボリックシンドロームに着目した健診および指導
を行います。

メタボリック
シンドロームとは…

　内臓脂肪の蓄積に加え、高血圧、高血糖、血中脂質の異常など、動脈硬化を促進する
リスクが複数存在する状態のことをいいます。自覚症状がほとんどないため、つい放置
しがちですが、このままの状態を続けていると、ある日突然、心筋梗塞や脳卒中などを
発症し、生命の危機に立たされるリスクが著しく高まります。

　75歳以上の高齢者の医療費を現役世代が一定の財源
を拠出して支える仕組みの後期高齢者支援金ですが、特
定健康診査、特定保健指導の率によって、拠出額が増減す
ることとなりました。
　本組合は、特定保健指導の利用率が8.8％（H29実績）
であることから、このままだと今年度のペナルティ基準で
ある利用率10％以下に該当する状況です。
　ペナルティに該当すると約4,450万円（一人当たり約
6,200円）の短期掛金・負担金の引き上げが必要となるこ
とから、本組合は支援金の加算を回避し、減算につなげる
為、右記の取り組みを行いますので、特定健康診査・特定
保健指導の利用について、ご理解ご協力をお願いします。

①被扶養者に係る、勤務先等での事業主健診結果（写し）を提供
いただくことにより、図書券等のインセンティブを付与します。
②特定健康診査と同時に婦人科検診やがん検診が受診できる医
療機関をＰＲします。

このままだと後期高齢者支援金のペナルティに
特定健康診査実施率の向上のため

①所属所派遣型保健指導機関の拡大･･･西山睦深ヘルスケアオ
フィスと契約を結びました。
②特定保健指導初回利用者に対し、インセンティブを付与します。
③宿泊型特定保健指導（スマート・ライフ・ステイ）セミナーを実
施します。

特定保健指導利用率の向上のため

３令和元年（2019） 5 月

特定保健指導

対象者
１．特定保健指導利用券が届いた方
　指定実施機関へ事前に電話予約のうえ、特定保健指
導利用券及び保険証（組合員証または組合員被扶養
者証）を持参し利用してください。
　☆＜西山睦深ヘルスケアオフィス＞及び＜公益財団法

人保健事業団＞、＜有限会社保健情報サービス＞で
は勤務先やご自宅などで保健指導を利用することが
できます。勤務先での指導をご希望の方は、共済
事務担当者へ申し出てください。

２．鳥取市立病院及び、生協病院、智頭病院では組合員ドッ
ク、配偶者ドック実施当日に保健指導を受けることが
できます。

　ドック受検時に保健指導の該当となる方へ、医療機
関から利用のお誘いがありますので、ぜひご利用くだ
さい。

利用方法

評　　価
　３か月経過後に、行動目標が達成されたか、身体状
況や生活習慣に変化がみられたかについてお伺いし
ます。（電話・メール・手紙等）

保健指導の内容
　医師や保健師、管理栄養士などの健康づくりの専門家
が、面談や電話、メールなどさまざまな形で、利用者本人
の健康状態やライフスタイルに適した生活習慣の改善方
法を一緒に考え、利用者本人が保健指導終了後もその健
康な生活を継続できるようにサポートをします。
　　動機付け支援･･･原則１回のみの支援（面談）
　　積極的支援　･･･３か月以上継続的に支援

費用負担
利用者の費用負担はありません。

　特定健診の結果を基にグループ分けを行った結果、
動機付け支援または積極的支援に該当した方
●グループ分け
【ステップ1】

腹囲とＢＭＩで内臓脂肪蓄積のリスクを判定します。
①腹囲　男性８５cm以上、女性９０cm以上

または
②腹囲　男性８５㎝未満、女性９０㎝未満 かつ 
　　　　　　　　　　　　　　　　ＢＭＩ２５以上

【ステップ2】
健診結果及び質問票より追加リスクをカウントします。
①血糖　空腹時血糖100mg/㎗以上
　　　　または ＨｂＡ１ｃ 5.6％以上
②脂質　中性脂肪150㎎/㎗以上
　　　　またはＨＤＬコレステロール40㎎/㎗未満
③血圧　収縮期130㎜Hg以上
　　　　または拡張期85㎜Hg以上
④喫煙歴あり
　（①～③のいずれかに該当する場合のみカウント）

【ステップ3】
ステップ１・ステップ２から保健指導レベルのグルー
プ分けを行います。

ステップ2 追加リスクの数

0 1 2 3 4

情報提供

情報提供

動機付け
支援

動機付け支援

情　　報　　提　　供

積極的支援

積極的支援

①に該当

②に該当

①②とも非該当

ステップ1

※前期高齢者（65歳以上75歳未満）は、積極的支援となった場合でも
　動機付け支援となります。
※高血圧、糖尿病、脂質異常症で服薬治療中の方は、特定保健指導の対
　象外となります。
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米子市

５令和元年（2019） 5 月

期間／令和元年７月７日（日）～ 9月１日（日）
場所／米子市皆生温泉海水浴場周辺

この夏休み、皆生温泉周辺に新たなレジャースポットが誕生します。近
年、日本各地で開催され、好評を得ている海の上で楽しむアスレチック
「マリンアスレチック」です。海上に浮かべられた巨大な遊具で、ファミ
リーやカップル、友人同士で皆生温泉の海を満喫することができ、夏
の思い出作りに一役買いそうです。

※開催現地の写真に設置予定遊具を合成したものです。

飛んで! 跳ねて!!
跳び込んで!!!

ファミリーでめいっぱい
楽しめます♪

※

写
真
は
他
県
で
の
同
等
イ
ベ
ン
ト

　
開
催
の
様
子
で
す
。

海上に浮かぶ巨大アスレチック登場

※7月14日（日）は休業
　（全日本トライアスロン皆生大会開催日のため）

■問い合わせ先／皆生温泉マリンアスレチック　海皆‐KAI・KAI‐ 実行委員会事務局(株式会社メリット内)
　　　　　　　　TEL.080-2916-2260

　『皆生温泉マリンアスレチック 海
皆-KAI･KAI-』は、米子市皆生温泉
海水浴場周辺の海上にて、令和元年
７月７日（日）から同年９月１日（日）
までの計５６日間開催されます。
　海上に浮かぶメインアスレチック
は長さが約４０ｍ×３０ｍの巨大なも
ので、「ジャンボスライダー」や「巨大
トランポリン」、「スプラッシュブラン
コ」など、１０以上のアトラクションを
搭載。これらのアトラクションで走っ
たり、滑ったり、海に飛び込んだりと

様々な楽しみ方ができます。また、
メインアスレチックに入場するには
年齢及び身長制限がありますが、小
さなお子様連れも安心して遊べる

「ちびっこアスレチック」も設置。家
族で、友人同士で、カップルで、皆生
温泉の海を満喫できる夏休みイベ
ントです。
　詳細は下記お問い合わせで確認
ください。前売りチケットは６月上旬
から販売開始、１,４００円～（開催日
程により異なる）の予定。
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  「心の健康相談利用券」は、以下のものを切り取ってご利用いただくか、
当共済組合のホームページにも掲載しておりますのでご活用ください。  

鳥取県市町村職員共済組合

所 属 所 名 フリガナ

氏  　名

相談日時 令和　　　年　　　月　　　日　　利用時間※　　　時　　　分～　　　時　　　分

組合員証
記号番号

性別

男・女

生年月日

　　　　　　年　　　　月　　　　日

心の健康相談利用券(　　回目)【組合員相談用】
切 り 取 り 線

１．太枠の中に、必要事項を記入してください。※利用時間は相談機関が記入します。
２．この利用券は、必ず相談日に相談機関へ提出してください。

鳥取県市町村職員共済組合

所 属 所 名

相談日時 令和　　　年　　　月　　　日　　利用時間※　　　時　　　分～　　　時　　　分

組合員証
記号番号

相談者
氏　名

フリガナ

心の健康相談利用券【職場相談用】
切 り 取 り 線

１．太枠の中に、必要事項を記入してください。※利用時間は相談機関が記入します。
２．この利用券は、必ず相談日に相談機関へ提出してください。

■相談対象者
　組合員（任意継続組合員は除く。）のうち希望する者。
（以下「相談希望者」といいます。）
※職場からの相談も対応可能です。
例：メンタル不調となった職員の対応等についての相談

■概　要
　組合員の心の健康支援（早期発見・早期対応）を目的
として、心が不調なとき、心の悩み相談の専門家による
面接相談を受けることができます。

■利用（相談）方法等（完全予約制）
①相談希望者は、契約相談機関へ電話で事前に予約し
てください。

②相談日に必要事項を記入した「心の健康相談利用券」
（以下「利用券」といいます。）と併せて組合員証を
提出してください。

　（※職場相談の場合は「心の健康相談利用券【職場

■契約相談機関
①東部「開業保健師　渡部　一恵　氏」
　　　　　　　　　　　　電話：０９０－８９９３－４９４１

②西部「産業カウンセラー　宮永　秀昭　氏」
　　　　　　　　　　　　電話：０８５９－３２－１５１０

みやなが ひで あき

わたなべ かず え

【留意事項】
＊予約受付日及び対応時間は、平日８時３０分から１７時
１５分までとし、休日及び祝日は対応不可です。
＊利用回数年３回までは、共済組合が負担しますので自
己負担はありません。４回目以降は、全額自己負担で
す。なお、職場相談については、相談回数に限度は
ありません。

＊電話相談は行っておりません。

相談用】」）を提出し、相談を受けてください。
③本人確認後、面接相談（50分程度）を行います。

●

　共
済
組
合
か
ら
の
お
知
ら
せ

９令和元年（2019） 5 月

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。

■WELBOX
　キャンペーン開催

★キャンペーン内容

　この度、ＷＥＬＢＯＸでは、サービス利用者の声を募集・公開することで、さら
なる利用促進を図ることを目的とし、会員専用ページに『ＷＥＬＢＯＸ体験レポ
ート』を募集するバーナーを新設することとしました。
　これに伴い、鳥取県市町村職員共済組合員の組合員限定特別キャンペー
ンを開催します。

　キャンペーン期間内に、ＷＥＬＢＯＸ体験レポー
トを会員専用ページに掲載させていただいた組
合員の中から抽選で２名様に５，０００円のＱＵＯ
カードをプレゼント。

★キャンペーン応募方法
　キャンペーン期間内に会員専用ページに設け
ております『ＷＥＬＢＯＸ体験レポート』募集ページ
から応募いただけます。
　応募の際に、利用されたメニュー・施設等につ
いてのコメントに加え、ＷＥＬＢＯＸを利用して良
かった点について記入いただきご応募ください。
※金額面、手続きの簡便さ、アフターサービス、
ＷＥＬＢＯＸ自体の利便性・ＷＥＬコインの活用
法やメリットなど

★キャンペーン期間
　令和元年６月２日（月）～６月２１日（金）

★当選者の発表
　商品の発送をもって代えさせていただきます。
　（発送は令和元年８月頃を予定）

体験レポート募集！！

1 2

3
4

皆さんの声を
お待ちしてます！

WELBOXにログイン 体験レポートをクリック

「応募する」をクリック
「体験レポート」を記入

　なお、WELBOX内で掲載された体験レポートにつき
ましては、共済広報でもご紹介させていただきます。

福祉課
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対 象 者

受検者負担金

申込方法

35歳以上の被扶養者である配偶者

■ご了承ください
　受検者数に限りがあるため、希望者が予定人数を上回った場合は、抽選になることもあります。

組合員にご案内チラシ（申込書付）を配付し
ていますので、受検を希望する方は組合員
の勤務先（共済事務担当課）へ令和元年５月
２４日までに申込書を提出してください。

　生活習慣病は、自覚症状がないまま
進行し、病気が進行してから発見され
ることが多いという特徴があります。
このため、健康だと感じている方も、定
期的に健康診断を受けることがとても
大切です。
　この機会に配偶者ドックを受けて、
健康チェックをしてみましょう。
　４０歳から７５歳未満の方の検診結
果は、特定健康診査の実施に代えてい
ます。

15,000 円

組合助成額 約30,000円

なんとっ！！

（半年複利
）年利０．８％

配偶者ドック
受付中

福祉課

6月末までに、定例積立貯金を
始めた方に、１，０００円分の
QUOカードを進呈します。

　共済組合は組合員の被扶養配偶者を対象に、生活習慣病の早期発見・早期
治療を目的として「配偶者ドック」を実施し、その費用の一部を助成しています。

■ボーナスはひとまず共済貯金へ

■配偶者も健康チェックを心がけましょう！

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、　　　　　　　　　　　　な共済貯金をご利用ください！安心 有利 便利

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？

「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。

①振込依頼票（挟み込み）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。）

②お振込後「貯金申込書・貯金額変更届」（挟み込みチラシ）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。）

※組合員証の記号・番号及び氏名の入力を条件に、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。）

●積立額を変更・中断するには？
「貯金申込書・貯金額変更届」（挟み込みチラシ）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。

＊「貯金申込書・貯金額変更届」は、本号に挟み込みをしている他、共済事務担当課または、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覧ください。

●定例積立  　  毎月の給料から、一定額を天引きして積立てます。

●賞与積立　 　年２回の賞与（ボーナス）から、一定額を天引きして
 　　　　　　　積立てます。

●臨時積立　 　いつでも預け入れができます。

貯金加入申込書（1,000円単位）

振込依頼票（個人振込用）

※払い出しは、毎月２回可能（１５日、末日）

さらに
！
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■被扶養者の資格調査を行います

■卒煙セミナーを開催します

　共済組合では、被扶養者認定を適正かつ公平に
行うため、被扶養者認定基準及び事務取扱要綱に
基づき、被扶養者の資格調査を年１回行っています。
　該当の方へ、７月中旬に「被扶養者資格確認届
書」を配付しますので、被扶養者資格を証明する書

類を準備してください。
　なお、準備の段階で認定取消しとなることが判
明した場合は、すみやかに共済事務担当課で被扶
養者の取消手続きを行ってください。

　共済組合では、喫煙習慣のある組合員の健康増進、
ガンなどの発症リスク軽減を目的に、卒煙セミナーを
開催しています。
　今年度は、管理者・所属所内産業保健スタッフ研修
会の後段に、「受動喫煙の影響と敷地内禁煙の考え方、
リセット禁煙法」と題して講演していただく予定として
おります。
　健康増進法が改正され、7月から病院や行政機関庁
舎は敷地内禁煙となります。興味がある方は所属の共
済事務担当課へ申し込み下さい。

～添付書類のご準備を～

保険課

被扶養者の状況 添付書類

平成３０年分の確定申告書・収支内訳書の写し農業、不動産等の事業所得がある

①平成３１年４月１日時点で、１８歳未満の者
②平成３１年４月１日以降に被扶養者として認定された者
　ただし、年金収入がある者は、最新の年金支払通知書の写しの提出が必要です。
　また、仕送りが認定要件となっている者は、仕送りの証明書類の写しが必要です。
　※ 扶養状況により、その他の書類の提出をお願いする場合があります。

※１８歳以上で収入のない学生の場合、所得証明書の提出は不要です。

※その他の添付書類は、資格調査時に改めてお知らせします。

毎月仕送りをしていることを証明できる書類
（振込金受取書・ご利用明細票の写し）

組合員と別居している
（学生は除く）

最新の年金改定通知書の写し・最新の年金支払通知書
の写し

各種年金収入がある

令和元年度の在学証明書（写し）１８歳以上の学生

令和元年度
（平成３０年分）
所得証明書 ＋
（令和元年６月以降
　　　　に取得可能）

調査対象者1.

準備する書類2.

添付書類が不要な者3.

本年７月１日時点で認定されている被扶養者

令和元年度（平成３０年分）所得証明書（令和元年６月以降に取得可能）

西山睦深ヘルスケアオフィス

保健指導士　西山睦深 氏

略歴
看護士として鳥取県立中央病院に17年勤務し、
主に救急医療に従事。介護士養成講座講師、高齢
者施設を経て保健指導士へ。昨年度まで鳥取生
協病院で職員の健康管理と安全衛生を担当し、
手掛けた特定保健指導は100名を超す。現在は、
西山睦深ヘルスケアオフィスを設立し、特定保健
指導や講演会講師（「綺麗に痩せる」「健康寿命を
延ばそう」等）で活躍する傍ら、鳥取喫煙問題研
究会に所属し、禁煙指導に尽力。

講師のご紹介

日　　時会　場

日時・場所

渓泉閣
令和元年5月30日（木）
15：00～16：00

福祉課
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～正しい知識で心の健康の保持増進を～
■メンタルヘルス研修会のご案内

　令和元年度のメンタルヘルス対策事業の開催日程が決まりましたので
お知らせします。ご参加をお待ちしています。

管理者・所属所内産業保健スタッフ研修会
　各所属所におけるメンタルヘル
ス対策、体制整備等の進め方、職場
復帰の考え方等について、その必
要性を認識し具体的な取り組み方
法等について研修します。

●対 象 者／人事労務担当者
　　　　　　衛生管理者（労働安全衛生委員等）
　　　　　　産業保健スタッフ（保健師等）
　　　　　　組織内福利厚生担当課等の管理者
●開催日時／５月３０日（木）１３時３０分開会
●場  　所／渓泉閣（三朝町）
※１５時から卒煙セミナーを開催します

管理監督者等研修会
　よりよい職場環境にするため、管
理監督者のセルフケアに併せて、
職場におけるストレス状態の把握、
不調者への気づきと対処方法等の
ラインケアについて研修します。

●対 象 者／管理・監督する立場にある職員
　　　　　　及び部下を持つ職員
●開催日時／東部地区　６月１９日（水）１３時３０分開会
　　　　　　西部地区　６月２１日（金）１３時３０分開会
●場  　所／とりぎん文化会館（東部）
　　　　　　米子コンンベンションセンター（西部）

一般研修会

　ストレスに対するセルフケアの
必要性、対処方法等について研修
します。

●対 象 者／一般職員
●開催日時／東部地区　８月２６日（月）１３時３０分開会
　　　　　　西部地区　９月 ２日（月）１３時３０分開会
●場  　所／とりぎん文化会館（東部）
　　　　　　米子コンンベンションセンター（西部）

1

2

3

　４月２４日（水）に渓泉閣（三朝町）で共済事務主
管課長会議を開催しました。

　会議では、共済組合を取り巻く状況や共済組合
及び互助会の円滑な事業運営を行うために、平
成３１年度の事業計画及び予算について説明を
行いました。今年も㈱ミナケア代表取締役の山本
雄士氏らに、データヘルス事業に関する健康経営
のための個人情報の取扱いから、医療費の詳細
な分析結果ならびに今後の取り組みについてご
講演いただきました。
　今後も、皆様のご意見が反映できるような事業
運営に努めて参りますので、ご理解とご協力をい
ただきますようお願いします。

■共済事務主管課長会議を開催

講演の様子

福祉課

総務課
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　『平成』から『令和』に改元され、新たな年を迎えました。とはいえ、あまり実感もなく、日付欄を平成と書
き間違えることもしばしば･･･。ですが、新元号に変わる歴史的瞬間に立ち会うことができたことには感銘
を受けました。また、今年は夢の10連休でしたが、皆さま満喫されましたでしょうか？ＧＷは終わってしま
いましたが、これから夏に向けて様々なイベントが開催されます。海に行くにも山に行くにも、もってこい
のいい季節に、出掛けてみてはいかがでしょうか？　Ⓐ

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．31．4月現在）
組織団体　28

組合員数 7,146人
 〔男 4,015人  女 3,131人〕
任継組合員数 109人
被扶養者数 6,792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
令和元年6月12日（水）

●現金給付 （出産費等）
　　　　　　　※休業給付は6月27日（木）の支給となります。
 6月 14日 （金）…… 5月 31日 までの受付分
 6月 27日 （木） …… 6月 14日 までの受付分
●附加給付 （一部負担金払戻金等）
 5月 30日 （木） …… 4月 請求分（平成31年2月診療）
●貯金一部払戻 
 6月 14日 （金） …… 5月 31日 までの受付分
 6月 28日 （金） …… 6月 14日 までの受付分
●貯金解約 
 6月 28日 （金） …… 6月 14日 までの受付分
●貸付金
 6月 14日 （金） …… 5月 31日までに受付けた住宅貸付以外の貸付金
 6月 28日 （金） …… 5月 31日までに受付けた住宅貸付金
     6月 14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
9.8億円
7.89％

国債
7.9億円
6.36％

金銭信託
3.0億円
2.42％

地方債
21.0億円
16.91％社債

52.0億円
41.87％

諸債券
27.9億円
22.46％

貯金経理の
資産構成

山陰合同銀行
　 2.1億円
鳥取銀行
　 0.4億円

宿泊経理
へ貸付金
0.1億円
0.08％

普通預金
2.5億円
2.01％ 山陰合同銀行

 8.8億円
中国労働金庫
 1.0億円

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
日本航空   1億円
日立物流無担保社債   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 2億円
野村ホールディングス債券 6億円
ソフトバンク無担保社債 8億円

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
大阪府住宅供給公社債券 1億円
鉄道建設・運輸施設設備支援機構債券 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
国際協力機構債券            3億円

（平成31年3月末現在）

■貯金経理運用状況
情報開示
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