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国道482号𣇃米バイパスが
開通しました！！（若桜町）

　道幅の狭い区間が解消され、安全安心に氷ノ山へ
お越しいただけるようになりました。
　　　　　　　　　　　（6ページに関連記事）

新年のごあいさつ
新春紙上インタビュー「子年生まれの歳男、歳女」
市町村ガイド
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健康記事〈香りで癒されよう〉
共済組合からのお知らせ
きょうさいDATA

つくよね

新春紙上インタビュー「子年生まれの歳男、歳女」



理事長𠮷田英人
（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少子高齢化が進んでおり、

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。

　今後も社会保障制度の動向に注視しつつ、制

度改正への適切な対応はもとより、引き続き業務

の効率化を進めながら、各種共済事業に取り組

んでまいる所存です。

　短期給付事業につきましては、団塊世代の皆

様全員が７５歳以上となった場合に生じる２０２５年

問題が指摘されており、高齢者医療制度や介護

保険を支える現役世代への更なる負担増が心配

されるところです。

　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

盤の確保に努めてまいりますので、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。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いると

ころですが、年金の受給開始年齢では、段階的

に６５歳に引き上げられるスケジュールとなっており、

本年３月末に定年退職を迎えられる一般組合員の

皆様は、６４歳からの受給開始となります。

　昨年、公的年金財政の将来の収支見通し等を

検証する「財政検証」が行なわれ、結果が公表

されました。経済成長と労働参加が進むケースでは、

所得代替率５０%が確保される見通しが示されまし

たが、オプション試算として、厚生年金加入の適用

拡大、基礎年金保険料納付期間の延長等検証が

なされ、今後、検証結果に基づき制度改正等が

見込まれることから、その動向に注視してまいりた

いと考えております。

　次に福祉事業についてです。保健事業につき

ましては、第２期データヘルス計画に基づき、特

定保健指導の実施率の向上や生活習慣病の重

症化予防対策として、所属所との連携・協働（コ

ラボヘルス）の推進が最重要と考え、引き続き、

各所属所のご理解とご協力をいただきながら、

予防対策に努めてまいります。

　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積極的なＰＲに

努めてまいる所存です。

　最後に宿泊事業です。直営施設「渓泉閣」

の独立採算による健全な施設運営を目指し、努

力をいたしますとともに、組合員の皆様をはじめ、

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努めてまいりますので、

引き続きのご愛顧とご利用をお願いいたします。

　結びに、組合員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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３令和2年（2020） 1月令和2年（2020） 1月

理事長　𠮷　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　古　町　　　悟（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。　令和２年　正月



No.6934

❶事業課に配属となり２年目、その知
識・経験のなさで四苦八苦の日々でし
た。 ❷特別変わったことをするのではな
く、健康で活躍できる一年にしたいと思
っています。 ❸若いころスポーツに一生

懸命な日々でしたが、今や運動もすっかりご無沙汰、体力
低下が顕著です。少しずつ体を動かす習慣を身に着けた
いです。 ❹干支のごとく、公私ともに頻繁に動き、残りの
人生も頑張ります。みなさんご支援のほどよろしくお願い
します。

八頭町　谷口 雅美智さん

❶公私共に忙しい一年でした。仕事と娘
の結婚に至る行事とで時間があっという
間に過ぎて行き、途中の記憶が曖昧で
す。 ❷「目の前のことをひとつずつ」を
モットーに、着実にやっていきたいと思っ

ています。 ❸筋金入りの運動音痴ですが、健康のためにジ
ムに行くべきかどうかずっと迷っていて、結局行けていな
い（泣） ❹歳月人を待たず！仕事だけでなく、プライベート
も充実した人生を送ってください！

米子市　山田 富美子さん

❶職場を変え、琴浦町職員となって１年
目の年。多くの町民の方と接しさせてい
ただき、身の周りの環境や仕事への取組
みなど大きく変わった節目の年でした。 
❷毎年の抱負ですが、何事も一度許容

することを大事にしたいと思っています。 ❸過ぎたるは猶
及ばざるが如し、何事もほどほどにするのが身体にも心に
も一番の健康。 ❹「これでいいのだ」思い通りにならない
ことでもこの一言でポジティブになれる気がします。

琴浦町　野口　良也さん

❶勤続２５年を迎えることができ、日々
の家族の支えに改めて感謝する一年で
した。 ❷健康第一で、仕事は「一つ一つ
前に前に」という気持ちで頑張りたいと
思います。家庭では、４月から受験生に

なる娘を見守りたいと思います。 ❸しっかり寝て、疲れを
次の日に持ち越さないようにしています。食事は野菜を多
く摂るようにしています。 ❹皆さんが健康に“チュー意”し
て、一年間良い年になりますように。

日吉津村　西　　珠生さん

昭和35年生まれ 昭和47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、歳女になる子年生まれの人
は、1,062万人で総人口に占める割合は8.4％となり、十二支の中では3番目になるそうです。本組合の子年生まれ
は、男性415人・女性320人、合計735人の組合員の方がいらっしゃいます。このうち１1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。

❶私事ではありますが、ＰＴＡ会長に選
出されてしまいました。役員、保護者の
皆さまに支えていただきながらＰＴＡ活
動をしていく中で、地域とのつながりを
持つことの大切さについて改めて考え

させられた１年でした。 ❷月並みではありますが健康第一
とします。 ❸車に頼らずできるだけ歩くことです。 ❹今年
は庚子（かのえね）、新たな芽吹きと繁栄の始まりという意
味があるそうです。皆さまにも新たに幸せが訪れることを
お祈りいたします。

鳥取市水道局　榎　　直亮さん

５令和2年（2020） 1月

昭和59年生まれ

鳥取市立病院　居組 ほのかさん

❶大学を卒業して社会人1年目、全ての
ことが新鮮・刺激的であっという間の1
年間でした。 ❷歳女(ねずみ)らしく毎日
元気に駆け回って、色んなことにチャレ
ンジしていきたいです！ ❸よく寝ること！

あとは、休日はおもいきり遊ぶことです。 ❹今年も、毎日
楽しく笑顔に過ごせていけたらなと思っています。色んな
方と出会い色んな経験をして、たくさんのことを学んでい
きたいです！よろしくおねがいします！！

北栄町　廣田 綺羅々さん

❶社会人1年目で新しいことや慣れな
いことが多く、わからないことだらけでし
たが、周りの先輩方に助けていただき多
くのことを経験できた1年でした。 ❷2
年目になるので余裕をもって仕事に取

組み、また趣味の時間を増やすなど公私とも充実した1年
にしたいです。 ❸十分な睡眠ときちんとした食事を大切に
し、体調を崩さないように気を付けています。 ❹何事も落
ち着いて仕事をこなせるよう頑張っていきたいです。今年
もよろしくお願いします。

智頭町　朝野　　幸さん

❶4月に転職をして公務員になり、社会
人としてRe startをした1年でした。末
娘も保育所に入所し、我が家にとっては
色んな意味で新生活でした。 ❷仕事を
一人前にこなす事！これに尽きます・・・。

❸特別意識はしていませんが、3児のお母ちゃんですの
で、まずは自分が体調を崩さないようにとは思っていま
す。 ❹気付けば3度目の歳女になってしまいました。気持
ちだけは常に20代ぐらいに保ちたいと思っています（笑）

日南町　三好　千春さん

鳥取市　藤原　輝仁さん

❶昨年は家族一同健康にも恵まれ大変
よい年でした。 ❷仕事面において常に
向上心をもって何事にもチャレンジ精神
でいきたいと思います！ 家庭面では可能
な限りの家族サービスを心掛けていき

ます。❸健康維持のため休みの日にはトレーニングするよ
うにしています。 ❹今後も住民の方々の安心・安全のため
に日々精進してまいります！

中部ふるさと広域連合　澤田　裕司さん

平成8年生まれ

インタビュー内容インタビュー内容
❶去年（令和元年）はどんな年
でしたか？
❷今年（令和2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 7,209人

ネズミ
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子年生まれ生年別構成割合
子年生まれ組合員数 735人

昭和35年
生まれ
162

昭和47年
生まれ
286

昭和59年
生まれ
164

平成8年
生まれ
123

❶社会人2年目、責任感も増しやりがい
を感じるとともに、自分の不甲斐なさも
痛感した一年でした。新人の頃と比べ、
私生活では肩の力を抜き趣味に没頭す
る時間が増え、心身ともに健康に過ごす

ことができました。 ❷微力ながらも様々な人の力になれる
よう、一つ一つの学びを大切に。また一人の大人として輝
けるよう自分磨きを頑張りたいです。 ❸天気の良い日はラ
ンニングをしています。 ❹実りある一年になるよう、今年
も“無我夢チュー　  ”で頑張りたいと思います！

❶娘が保育園デビューし、保護者として
の自覚が深まった１年でした。また、娘が
よく風邪をもらってきては自分ももらい、
体力的に厳しい年になりました。 ❷高齢
者福祉事業の担当部署にいますが、子年

は新たな命や物事が生まれやすいということで、地域の困
りごとに対応した新たな事業を創り出せたらと思います。 ❸
月200㎞を目標に無理のない範囲でランニングを続け、そ
のご褒美によく食べよく飲んでいます。 ❹皆さん健康には
くれぐれもチュー　意しながら、楽しい１年を過ごしましょう！
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若桜町

　若桜町の冬の風物詩となっている「西日本雪合戦大
会」。雪上で繰り広げられる試合は迫力満点！全国大会への
切符をかけて戦うＡリーグ、雪合戦初心者でも気軽に参加
いただけるＥリーグ、他にもレディースの部や、ジュニアの
部などがあります。
　会場での見学は自由にできますので、ぜひあなたも冬の
若桜町で熱い戦いを体験してみてはいかがでしょうか。

■日時／２月１日(土)　ジュニアの部   
　　　　２月２日(日)　一般の部Ａリーグ・Ｅリーグ
  　　レディースの部
■場所／若桜町ふれあい広場
■お問い合わせ先／西日本雪合戦大会事務局
　（若桜町教育委員会事務局内）　
　☎０８５８-８２-２２１３

2.1
sat
2.2
sun

若桜町は、中国地方
２番目の高峰氷ノ山

をはじめ、１,３００m
以上の

山々に囲まれた町で
す。豊かな自然に恵

まれた「緑と清流の
まち」

若桜町で、冬のイベ
ントを満喫してみま

せんか。

シェルターという防御壁
を挟んでの攻防、球威
やコントロールだけで
なく、戦略的な駆け引き
が勝敗を分けます。

７令和2年（2020） 1月

　樹氷で知られる氷ノ山の大雪原をスノーシューでトレッキングし
てみませんか。
　澄み切った空気の中で見える景色は冬の氷ノ山ならではの美し
さ。冬山を存分にお楽しみください。日本山岳ガイド協会の公認登
山ガイドが案内します。何でも質問してくださいね！

■日時／３月８日（日） ※荒天の場合は中止
■場所・時間／氷ノ山三ノ丸周辺
　１０：００　わかさ氷ノ山スキー場出発
　１２：３０　三ノ丸周辺到着
　１３：３０　三ノ丸周辺出発
　１５：３０　わかさ氷ノ山スキー場到着
　１６：００　解散

 若桜鉄道観光列車「昭和」「八頭号」に続く第３弾となる観光列車「若桜号」が、３月７
日にデビューします。工業デザイナーの水戸岡鋭治氏が手掛けられた車両で、車体は
日本の原風景を残す若桜谷の美しさに調和し溶け合うような、上品で美しいブリティ
ッシュグリーン（若桜グリーン）。インテリアも木の温もりを感じるオリジナルデザイン
となっています。
  デビュー前日の３月６日には試乗会と内覧会を予定しており、一足早く新しくなった
車両をご覧いただけます。また、若桜鉄道若桜駅も水戸岡鋭治氏デザインで３月にリ
ニューアル予定です。コンコースや待合室が新しく生まれ変わるほか飲食店舗もで
きますので、ぜひ、観光列車に乗ってお越しください。

■日時／３月６日（金）　試乗会  ※要申込
  　　内覧会11:30～16:00
　　　　３月７日（土）　出発式
■場所／若桜鉄道若桜駅
■お問い合わせ先／若桜町役場ふるさと創生課
　☎０８５８-８２-２２３１

　わかさ氷ノ山スキー場の日頃のご利用、ご愛顧に感謝して、来シーズンのシー
ズン券などが当たる大抽選会を行います。また、当日は、宿泊料の割引などさま
ざまな特典があるイベントです。みなさまのお越しをお待ちしております。

■日時／３月１日（日）
■場所／わかさ氷ノ山スキー場樹氷スノーピア
■お問い合わせ先／氷ノ山観光業者組合
　（若桜観光㈱ ☎0858-82-0880）

（株）ドーンデザイン研究所提供
完成予定図

3.8
sun

3.6
fri
3.7
sat

3.1
sun

■お問い合わせ先／若桜町観光協会
　☎０８５８-８２-２２３７
　Email : kanko@hal.ne.jp

※天候の具合によってはコースを
　変更する場合があります。

〃
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■「医療費のお知らせ」を
　２月中旬頃に配布します！

　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月中
旬頃としています。

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、記載されていない診療
分があります（通常ですと1月～10月診療分までの
記載となります。）。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（令和元年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医療費通知の発行に関することは、共済組合保険
課にお問い合わせください。　
❺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！

共済組合からの
 お知らせ

■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）

令和2年３月１日保険の種類

ライフサポートプラン 4,208
ライフサポートプランⅡ型 3,648
Zコース 200
長期療養サポート 1,138
医療保障保険 1,088
医療費支援制度（外来・先進医療型） 1,718
総合医療サポート 519
重病克服支援制度 1,379

〈引受保険会社〉損害保険ジャパン日本興亜株式会社

（令和２年３月保障開始）

（単位：人）

令和2年３月１日保険の種類

団体傷害保険 366

所得補償保険 49

新団体医療保険 70

公務員賠償責任保険 137

※なお令和元年度の配当金は、令和2年３月末送金を
　予定しています。

鳥取市町村厚生

各課へのお問い合わせは
P１1をご覧ください。

◎確定申告にご活用ください

保険課
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貯金経理の
資産構成

　明けましておめでとうございます。令和になり初めてのお正月、皆様ゆっくり過ご
せましたでしょうか。本年も“共済広報とっとり”をよろしくお願いいたします。　Ⓣ

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（R1．12月現在）
組織団体　28

組合員数 7,137人
 〔男 4,004人  女 3,133人〕
任継組合員数 89人
被扶養者数 6,761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（木）の支給となります。
 2月 14日 （金）…… 1月 31日 までの受付分
 2月 27日 （木） …… 2月 14日 までの受付分
●附加給付 （一部負担金払戻金等）
 1月 30日 （木） …… 12月 請求分（令和元年10月診療）
●貯金一部払戻 
 2月 14日 （金） …… 1月 31日 までの受付分
 2月 28日 （金） …… 2月 14日 までの受付分
●貯金解約 
 2月 28日 （金） …… 2月 14日 までの受付分
●貸付金
 2月 14日 （金） …… 1月 31日までに受付けた住宅貸付以外の貸付金
 2月 28日 （金） …… 1月 31日までに受付けた住宅貸付金
     2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
12.1億円
9.11％

国債
7.9億円
5.95％

金銭信託
8.0億円
6.02％

地方債
21.0億円
15.81％

社債
57.0億円
42.92％

諸債券
25.0億円
18.83％

山陰合同銀行
　 1.3億円
鳥取銀行
　 0.5億円普通預金

1.8億円
1.36％

山陰合同銀行
 11.1億円
中国労働金庫
 1.0億円

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
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         1億円
九州電力一般担保付社債         1億円
クレディセゾン無担保社債   3億円
イオンモール   3億円
東急不動産フォールディングス   2億円
日本航空   1億円
日立物流無担保社債   1億円
楽天株式会社無担保社債   1億円
光通信無担保社債   6億円
京阪神ビルディング   1億円

みずほフィナンシャルグループ社債 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

国際協力機構債券            3億円
地方公共団体金融機構債券 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

（令和元年11月末現在）

■貯金経理運用状況
情報開示
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