
鳥取県市町村職員共済組合

大山元谷から眺める星空
（大山町）

　星取県とも呼ばれる鳥取県ですが、大山の元谷は星が綺
麗に見られる場所です。白い屏風のように広がる北壁と降
るような星空は地元写真家も絶賛しています。　
　　　　　　　　　　　　　　　（6ページに関連記事）
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新春紙上インタビュー「寅年生まれの歳男、歳女」



　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、心からお慶び申し上
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、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。
　現在、政府において、全世代型社会保障制度
の実現に向け、議論が進められておりますが、社
会保障制度を取り巻く環境は依然として厳しい状
況が続いており、この先も一段と厳しさを増すこと
が予想されます。

　今後も社会保障制度の動向を注視しつつ、制度
改革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
ります。
　短期給付事業につきましては、団塊の世代が７５
歳以上の後期高齢者となり始めることで高齢者医
療費が急増し、共済組合も含めた健康保険組合な
どが拠出する後期高齢者支援金の額が増加し、財
政が急速に悪化する、「２０２２年危機」が懸念され
ています。
　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。
　なお、すべての世代が安心できる社会保障制度
を構築するため、後期高齢者の窓口負担に新たに
２割負担を設け、一定以上の所得のある高齢者に
も負担をしてもらう医療制度改革関連法が可決、成
立し、令和４年後半に導入予定となっています。
　年金制度の機能強化のための国民年金法等の

一部を改正する法律における被用者保険の更なる
適用拡大に併せて、地方公務員等共済組合法につ
いても同様に適用拡大が行われ、令和４年１０月から、
地方公共団体等に勤務する短時間勤務職員（非常
勤職員）で、被用者保険（厚生年金・健康保険）の
適用対象である方々についても共済組合の組合員
とし、共済事業のうち、短期給付（医療保険）・福祉
事業（健康診査等）を適用することとなります。
　組合員数及び被扶養者数の大幅な増加が見込
まれますが、このことが短期財政にどのような影響を
与えるか注視する必要があります。
　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、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ましたが、
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、経過措置が終了し６５歳からの受給開始と
なっております。
　年金分野での制度改正は、令和２年に公布され
た「年金制度の機能強化のための国民年金法等の
一部を改正する法律」により、令和４年度から随時、
在職中の年金受給のあり方の見直しや受給開始時
期の選択肢の拡大、在職定時改定の導入等の改正

が施行されることとなっております。今後も引き続き
年金制度の周知、啓蒙を図りながら、円滑な年金
請求と受給が行われるよう適切な事務処理に努め
てまいります。
　次に福祉事業についてです。保健事業につきま
しては、引き続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、
所属所のご理解・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も積極的なＰＲに
努めてまいります。
　宿泊事業につきましては、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、引き続
き努力をいたしますとともに、「新型コロナウイルス
対応ガイドライン」等を準拠し、組合員とそのご家
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。引き続きの
ご愛顧とご利用をお願いいたします。
　本年も役職員一同、皆様が健康で安心して公
務等に専念できますよう一層の努力をいたします。
　新しい年を迎えるにあたり、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。

２ No.717No.717

理事長陶山  清孝
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理事長　陶　山　清　孝（南部町長）
理　事　松　浦　弘　幸（三朝町長）
　〃　　矢　部　康　樹（若桜町長）
　〃　　伊　東　利　恵（倉吉市）
　〃　　宮　谷　卓　志（鳥取市）
　〃　　亀　尾　敬　幸（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）
　〃　　伊　木　隆　司（米子市長）
　〃　　長　戸　　　清（岩美町長）

議　員　中　田　達　彦（日吉津村長）
　〃　　中　村　英　明（日南町長）
　〃　　﨏　田　淳　一（日野町長）
　〃　　石　田　小百合（鳥取市立病院）
　〃　　山　﨑　将　史（八頭町）
　〃　　金　田　　　涼（湯梨浜町）
　〃　　梅　谷　俊　一（境港市）
　〃　　影　山　晃　司（伯耆町）
　〃　　道　下　尚　徳（江府町）
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４年　正月
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新春紙上インタビュー

❶年明けの大寒波による水道管の凍結
破裂に始まり、新型株の出現などで収束
しなかった新型コロナウイルス感染症な
ど、前年に引き続き「日常」について考
える１年でした。 ❷退職を迎える年度を

一つの機会ととらえ、新しいことに取り組みたいと思いま
す。 ❸２年前から山や自然公園などの散策をはじめて野鳥
に興味を持ち、写真で記録したいと望遠カメラにも興味を
持ち、週末には夫婦で山歩きすることが趣味になりました。 
❹皆さんにとって良い１年でありますように。

鳥取市水道局　西垣　昭宏さん

❶大したことはできとらんです。コロナ
で活動を制限され、我慢の１年でした。 
❷威勢良く、狙った獲物は逃がさないト
ラを見習って、目標に向かって突き進み
ます。 ❸がんばっていることがないの

で、毎日スクワットを続けることにトライします。 ❹あけま
しておめでタイガー！

中部ふるさと広域連合　門脇　洋一さん

昭和37年生まれ 昭和49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、歳女になる寅年生まれの人
は、1,025万人で総人口に占める割合は8.2％となり、十二支の中では9番目になるそうです。本組合の寅年生まれ
は、男性369人・女性396人、合計765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コロナの影響で毎年当たり前に行わ
れていたことを『行わない』という選択
ができるようになった年でした。 ❷コロ
ナが終息しても、なかなか元の生活に戻
れないことに気づく年になりそうです。

そんな気分を『コロナロス』と言うそうですね。 ❸「調子よ
くないな。」と思ったら受診して早く治すようにしています。
これまで無理してきたことで体のあちこちが壊れやすくな
っているみたいです。 ❹皆様にとって昨年よりもたくさん
幸せなことがありますようお祈りいたします。

日南町　緒形　明朗さん

❶仕事では、７月豪雨災害や、松くい虫
による松枯被害の拡大などさまざまなこ
とが起こりましたが、職場のみんなで協
力して、どうにか乗り切ることができまし
た。本当に感謝の1年でした。 ❷新型コ

ロナウイルスの影響でガマンしていた分、飲み会を思いっ
きり楽しみたいと思っています。 ❸ストレスをためないよ
う、日頃から思ったことをはっきり言うよう心がけていま
す。 ❹仕事もプライベートもやりがいを持って有意義に過
ごせるよう、毎日の目標を設定して力いっぱい取り組みま
しょう！

北栄町　清水　直樹さん

❶コロナ共生２年目で、マスク不要な頃
の有難さを噛みしめながら、感染予防に
明け暮れた年でした。 ❷昭和・平成・令
和の三世代を生きて来た経験をもとに、
仕事にもプライベートにも上手く活かし

て充実した年にしたいです。 ❸ポジティブ思考を第一に、健
康的な食事と運動を意識して、ストレスを溜めないようにと
心がけています。 ❹「健康は自分に与えられる最大のプレゼ
ントである」「現状維持は退歩につながる」を教訓に、「寅の
如く」強い意志をもって何事にも猛突進して行きたいです。

八頭町　植田　和夫さん
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昭和61年生まれ

鳥取市　松田　　花さん

❶4年目になり初めての異動を経験しま
した。先輩に「異動は会社が変わるみた
いなもの」と言われたことをとても実感
した1年でした。分からないことがいっぱ
いありましたが、助けてくださった先輩

に感謝しています。 ❷人のつながりを増やすこと。仕事も
プライベートも中身のある年にすること。一応、一人暮らし
をすることも今年の抱負にしておきます。 ❸休日にしっか
り寝ること。自分の体に健康だと言い聞かせること。 ❹健
康第一で生きていきたいです。

米子市　一橋　佳樹さん

西伯病院　藤本　　舞さん

❶コロナ禍でも、工夫しながらイベント
や子どもの行事をすることができ充実し
た1年でした。 ❷挑戦したいことがたく
さんありますが、日々当たり前の日常を
楽しく大切に過ごせれたらと思います。 

❸昨年、始めての人間ドックを経験し健康意識が高まりつ
つあるので・・・暖かい季節が来たらウォーキングを始め
たいです。 ❹コロナが落ち着き、みなさんが色々なことに
『トラ』いできる年になりますように！

日吉津村　持田　美穂さん

岩美町　渡辺　崇史さん

❶育休明けからスタートし、異動もあり、
落ち着かない1年でした。そして、仕事
ができる事に喜びを感じることができる
年でもありました。 ❷ゆとりを持って仕
事をし、職場から頼られる存在になりた

いです。また、遠方の妻の両親に孫を見せれる日が来るこ
とを期待しています。 ❸「病は気から」なので、病気に負け
ない強い精神力。 ❹コロナの収束から終息へ...そして大
きな災害のない平和な1年になりますように！

琴浦町　松田　大介さん

平成10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3年）はどんな年
　でしたか？
❷今年（令和4年）の抱負は？
❸健康のため、心がけておられる
　事はなんですか？
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 7,740人
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昭和37年
生まれ
166

昭和49年
生まれ
294

昭和61年
生まれ
183

平成10年
生まれ
122

❶4月から社会人となり環境が一変し、
新しい環境の中で多くの経験をさせて
頂いた一年でした。多くの方々と出会
い、人との縁にも恵まれた年でした。 ❷
一日一日を大切にし、体調を崩さず元気

に仕事もプライベートも過ごしたいです。 ❸三食しっかり
食べることと、睡眠をしっかりとることを大切にしていま
す。 ❹トラのように何事にも挑戦していく姿勢を心がけ、
心残りのない充実した一年にしたいです！

❶部署の異動で職場が変わる等周囲の
環境が大きく変わり、混乱と新鮮さが同
居していた年でした。 ❷令和３年中はで
きなかった資格試験に挑戦し、新しい資
格を２つは取りたいと思っています。 ❸

不定期ではありますが、何か運動をするようにしています。
令和３年中はゴルフの練習場に行っていました。コースに出
たことはありません。 ❹干支の寅は「寅む（つつしむ）」とも
読みます。寅年の人は獰猛な虎のイメージだけでなく「つ
つしみ」も併せ持っています。

５令和4年（2022） 1月令和4年（2022） 1月

❶新型コロナウイルス拡大に翻弄され
ながらも闘いの中で沢山の学びを得た
1年でした。 ❷社会人4年目となります
が初心を忘れず丁寧に、また主体的に仕
事に取り組みたいと思います。プライベ

ートでは様々な事に「トラ」イし公私ともに充実した1年を
送りたいです。 ❸地元の景色や会話を楽しみながら散歩
をしたり、美味しいものを食べ睡眠を大切にしています。 
❹コロナウイルスが収束し皆様のえ「がおー　 」が多い年
になるよう願ってます。



　だいせんホワイトリゾートの安全祈願祭が12月24日に
行われました。いつものスキーやスノーボードはもちろん、
キッズパーク、『もっと楽しく、もっと上手に』がモットーのスノ
ースクールもあり、初心者から上級者、久しぶりの方までみ
んなが楽しめます。

♨

『海抜０ｍから1,729ｍのまち』大山町は中国地方最高峰の大山から日本海に向
かって広がる自然豊かな町です。今回は冬のこの時期に家族や友達と楽しめる
大山のアクティビティをご紹介します。

海の見えるゲレンデ

■キッズパーク 【10：00～16：00】
　入場料：800円　（土日祝のみ）

■スノースクール 【受付 ９：30～】
　一般（小学3年生以上）：半日3,500円／1日4,500円
　プライベート（1～5名）：半日16,500円／1日22,000円
　キッズレッスン（5才～小学2年生）：1時間3,000円
　（※団体向けに派遣プランもあります。）

詳しくはだいせんホワイトリゾートHP
https://www.daisen-resort.jp/

大山町

写真提供 ： 大山町

駐車場が拡張されました
スキー場へのアクセスリフトまで
徒歩1分の場所に120台分の駐車
エリアが完成。12月11日より利用
可能となっています。
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　「スノーシュー」を履いて真っ白に染まった景色の中をゆったりと歩きま
す。「スノーシュー」は雪の上を歩くための道具です。難しい技術は不要
で、初めての方でもすぐに歩くことができます。
　まずは体験してみるスノーシューから、3時間たっぷりゆったりのスノー
シュー、ワンちゃんと行くスノーシュープランもあります。ガイドが丁寧に案
内するので、スキーやスノボが苦手な方も安全に楽しめます。また、スノー
シューを履いて風景写真を撮りたい、体験後に温泉や食事を楽しみたい
など、ご要望に応じてプランを作ることもできます。
　白銀の世界で沢山のメッセージをガイドと一緒に見つけてみませんか。

■開催時期 ： 12月下旬～3月下旬頃（参加希望日は要相談）
■ツアープラン
　◎サクッと体験スノーシュープラン　3,500円（所要時間約2時間）
　◎心が楽しむゆったりスノーシュープラン　4,000円（所要時間約3時間）
　◎グループ向けオーダースノーシュープラン　料金・時間は要相談
　◎ワンちゃんも一緒に！ 愛犬と一緒に楽しむスノーシューハイク　
　　料金5,500円～（所要時間約3時間　申込期限6日前まで）

だいせんスノーシューツアー
大山の壮大な雪の世界を体験 ！

　日本遺産は、地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・
伝統を語るストーリーを「日本遺産（Japan Heritage）」として文化庁
が認定するものです。
　現在大山から「地蔵信仰が育んだ日本最大の大山牛馬市」のス
トーリーが「日本遺産」に認定されています。このストーリーを語るうえ
で欠かせない大山寺の本尊でもある≪地蔵菩薩≫。大山では1300
年の歴史とともにお地蔵様が信仰されてきました。

■大山ご縁地蔵作りワークショップ
　◎お地蔵様工作体験コース　1,500円（1作品）（所要時間1.5時間程度）
　◎お地蔵様工作体験＋ガイドツアー付きプラン　3,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（所要時間3時間程度）

～日本遺産はご存じですか？～

参加申し込みは
大山ツアーデスク　0859-48-6123
http://tourismdaisen.com/

参加申し込みは
大山ツアーデスク　0859-48-6123
http://tourismdaisen.com/

大山のお土産・思い出に粘土でかわいく作った
お地蔵さまはいかがですか？

大山ツアーデスクより

写真提供 ： 一般社団法人 大山観光局

写真提供 ： 一般社団法人 大山観光局

７令和4年（2022） 1月令和4年（2022） 1月
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共済組合

（年）

40

42

44

46

48

1980 1990 2000 2010 2020

（歳）
■就業者の平均年齢の推移

40.5歳

46.3歳

※総務省統計局「労働力調査」に基づく推計（ 5歳階級の中央の年齢に
就業者数を乗じた値を積み上げ、全就業者数で除す方法で算出）

36.6
37.8

38.4 39.3
40.0

41.5 41.3
42.2 42.6

35

37

39

41

43

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

※厚生労働省「医療費の動向-MEDIAS」に基づき作成。医療費は全保険
者の総額。

■医療費の推移

（年）

（兆円）

8年間で約 6.0兆円増加

【本レポートで使用する用語の定義】「組合」：共済組合 ／ 「全組合」：全共済組合 ／「医療費」：年間医療費 ／「特定健診」：特定健康診査

■我が国は既に人口減少、超高齢化社会に突入し、深刻
化する人手不足に加え、職員の平均年齢の上昇による
健康リスクの増大、生産性低下といった構造的課題に
直面しています。
■職員がいつまでも元気で働き続けられる環境づくり、
予防・健康づくりなくして、各地方公共団体等における
持続的成長の実現は困難です。
■そのためには、共済組合と各地方公共団体等が連携
し、一体となって予防・健康づくりの取組を進める必要
があります。

■本レポートでは、各地方公共団体等と共済組合のコ
ミュニケーションの一助となるよう、予防・健康づくりの
取組状況や健康状況等を可視化しています。各地方公
共団体等においては、各地方公共団体等の財産である
職員等の健康を守るために、共済組合と連携した職員
等の予防・健康づくりの取組のさらなる推進にご活用
ください。

少子高齢化の進展や定年延長といった社会環境の変化に伴い、労働者の平均年齢の上昇に加えて、共済組合
における医療費も増加を続けています。こうした中で、職員等に対する予防・健康づくりの取組をより一層
進めるために、各地方公共団体等と共済組合による協働が求められています。

　日本健康会議より、２０２１年度版健康スコアリングレ
ポートが届きましたので、お知らせします。

　健康スコアリングレポートは、政府の【未来投資戦略２
０１７】を受け、日本健康会議が厚生労働省・経済産業省と
連携して、各保険者に通知しているもので、保険者の加
入者の健康状態や医療費、疾病予防・健康づくりへの取
組状況等について、全国平均や業態平均と比較し、自組

合がどういう状況であるかを見える化したものであり、
事業主と保険者が加入者の疾病予防・健康づくりに向け
た連携を深めるためのコミュニケーションツールです。

　当共済組合は、全共済組合と比較して、特定健康診
査、特定保健指導の実施率、肥満リスク及び喫煙率は良
好だったものの、血糖、運動習慣に問題があるという結
果となりました。

2021年度版（2019年度実績分）　健康スコアリングレポート

＊本レポートは、2017～2019年度のデータに基づいて作成しています。

健康スコアリングレポートが届きました

各地方公共
団体等

９令和4年（2022） 1月

※  目標値は、第３期（2018～ 2023年度）特定健康診査等実施計画期間における保険者種別目標。
※ 順位は、保険者種別目標の達成率の高い順にランキング。
※ ( )内の数値は、全組合平均を 100とした際の当組合の相対値。

　

[全組合平均：100]

50

75

100

125

150
肥満

血圧

肝機能脂質

血糖

当組合 地共済平均 全組合平均

＊数値が高いほど、良好な状態

【当組合の健康状況】生活習慣病リスク保有者の割合

(102)

(89)

(102)

(73)

(117)

【当組合の特定健診・特定保健指導の実施状況】

特定健診・特定保健指導

2017

86.2%
7位 / 85組合

全組合平均

地共済平均 83.0% 83.8%

2018 2019

85.3% 86.3%
24位 / 85組合 16位 / 85組合

特定健診
の実施率

当組合

84.2%
79.5%79.2%77.9%

2017 2018 2019

当組合
8.8% 18.4% 40.8%

75位 / 85組合 57位 / 85組合 22位 / 85組合

特定保健指導
の実施率

地共済平均 28.4% 33.9% 34.1%
全組合平均 25.5% 30.8% 30.7%

不良中央値と
同程度

脂質リスク

リスク 良好

肥満リスク

血圧リスク

肝機能リスク

血糖リスク

健康状況

特定健診の実施率 特定保健指導の実施率

当組合 地共済平均 全組合平均

最上位です １ランクUPまで (*1) あと68人

※　2019年度に特定健診を受診した者のみのデータを集計。

19.3
23.1 24.4

26.4
23.4 22.6

26.9 27.6 28.7 30.3 31.2 31.5

10

20

30

40

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

20-29歳 30-39歳
【参考】若年層からの健康づくりへの取組が大事！
近年、30歳代の肥満者の割合は増加の一途をたどっています。
なるべく早い段階から健康づくりに取り組むことが重要です。

出典：国民健康・栄養調査（平成24-令和元年）より３年間の移動平均にて作成

（％）

全共済組合順位 22位 / 85組合

目標値:90%86.2 85.3 86.3 83.0 83.8 84.2 
77.9 79.2 79.5 
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2017 2018 2019

目標値:45%

8.8 
18.4 

40.8 

28.4 
33.9 34.1 

25.5 
30.8 30.7 

0

20

40
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100

2017 2018 2019

（％）

(35) (60) (133)

（％）

(111) (108) (109)

(*1) "ランクUP"は、5段階評価のランクを１つ上げるための目安 （実施人数）を記載

１ランク UPまで (*1)

40歳未満男性における
肥満者の割合（ BMI≧25 ）の推移

健康スコアリングレポート

当共済組合の予防・健康づくりの取組状況と健康状況の概要
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当共済組合の生活習慣

【当組合の生活習慣】 適正な生活習慣を有する者の割合

50

75

100

125

150

喫煙

運動

食事飲酒

睡眠

[全組合平均：100]＊数値が高いほど、良好な状態
(101)

(65)

(103)(98)

(99)

生活習慣

当組合 地共済平均
上位10% 全組合平均

（注）【 本レポートにおけるデータ対象 】
・医療費：全加入者 ／ 特定健診（健康状況・生活習慣）：40歳～74歳。
・健康状況・生活習慣・医療費は、対象となる加入者数 50 名未満の場合データを非表示。

飲酒習慣
リスク

あと 204人

あと 38人

あと 19人

あと 35人
喫煙習慣
リスク

運動習慣
リスク

食事習慣
リスク

あと 56人
睡眠習慣
リスク

良好
中央値と
同程度 不良リスク

ランクUPまで
（*1）

肥満

肝機能

99 101

102

90
血圧

89

105 105 105

101

地共済平均 103 102 102

血糖
当組合 76

104

101

102

102104

当組合

74 73

地共済平均

当組合

地共済平均

102

2019
119 117 117

101 101

健康状況の経年変化 2017

脂質
当組合

2018
当組合

地共済平均

100 100

89

地共済平均 102

生活習慣の経年変化 2017

100

上位10%
食事

65

2019
101

109109

114 112

当組合 99

102

地共済平均運動
当組合 64 64

地共済平均 100

睡眠
当組合 98

上位10%

101

2018

101地共済平均 101 101

飲酒

上位10%

地共済平均 100 100

100

97

100

100

107

118

110

100

99
上位10% 101

103

地共済平均 101 101 100

101

上位10%

101

100 104

98

100

100

108 117

喫煙
当組合 100 100

当組合

100

※　上位10%は全共済組合の「総合スコア」上位10%の平均値を表す。

※　生活習慣データについては、一部任意項目であるため、保険者が保有している
     データのみで構成。

※　2019年度に特定健診を受診した者のみのデータを集計。

良好
中央値と
同程度 不良

全共済組合平均を100とした際の各組合の相対値を高い順に5等分し、

「良好　　」から「不良　　」の５段階で表記しています。

(*1) "ランクUP"は、5段階評価のランクを１つ上げるための目安
　　　（リスク対象者を減らす人数）を記載

座りすぎは死亡リスクが高まる！

15
18 20

27

0

10

20

30

全体 脂質異常症 高血圧 糖尿病

日中の座位時間が 2時間増えるごとに
増加する死亡リスク

（％）

【参考】
日中の座位時間が2時間増えるごとに死亡リスクが15％も高まると言わ
れています。糖尿病の人の場合は27％高まると言われています。新型コ
ロナウイルス感染拡大によりテレワークとなっている場合でも、無理せ
ず少しずつ体を動かす機会を増やしていきましょう。
出典：京都府立医科大学 Effect of Underlying Cardiometabolic Diseases on the Association 
Between Sedentary Time and All - Cause Mortality in a Large Japanese
Population: A Cohort Analysis Based on the J - MICC Study, スポーツ庁「With コロナ時代に
運動不足による健康二次被害を予防するために」

11令和4年（2022） 1月令和4年（2022） 1月

当共済組合の医療費概要

【当組合の医療費の状況】１人あたり医療費と性・年齢補正後標準医療費の推移

140,000円

150,000円

160,000円

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

１人あたり医療費

性･年齢補正後標準医療費

性・年齢補正をしていない当組合の総医療
費を当組合の加入者数で除した医療費。

全組合平均の性・年齢階級別１人あたり医
療費を、当組合の性・年齢階級別加入者数
に当てはめて算出した１人あたり医療費。

１人あたり医療費
2016年度

154,162円             
2019年度

147,729円             151,385円             
2018年度

149,309円             
153,740円             151,741円             

2015年度
148,634円             
150,573円             148,739円             性・年齢補正後標準医療費 151,686円             

2017年度

【当組合の１人あたり医療費（2019年度）】 　

0.98

性・年齢補正後標準医療費

153,740円

性・年齢補正後組合差指数当組合

151,385円

参考:医療費総額（2019年度）
当組合

2,124百万円

参考：当組合の男女別・年代別１人あたり医療費 （2019年度）

124,427円     

144,518円     

50代

341,348円     

134,852円     

女性 20代

当組合

地共済平均

全組合平均

男性

89,393円       

94,780円       

30代

116,109円     159,499円     

60代～

157,712円     

155,518円     

150,773円     

158,918円     150,343円     

100,635円     

40代

343,877円     

119,187円     

199,800円     

231,642円     

226,050円     

351,054円     143,384円     

医療費

健康スコアリングレポート

スコアリングレポートは
いかがでしたか？

健康づくりの取り組みに
ご活用ください。



高額療養費制度（外来年間合算）・
高額介護合算療養費制度
高額療養費制度（外来年間合算）・
高額介護合算療養費制度

～支給対象となる方へ～
　高額療養費には、医療機関から提出されるレセプトをもとに自動的に支給する
給付と、組合員の方からの申請により支給する給付があります。このうち、申請が
必要な「外来年間合算」と「高額介護合算療養費」についてご案内します。
　制度の詳細及び申請書類については、当組合保険課又は所属の共済事務担
当課へお問い合わせください。

対象なの？
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　高齢受給者（70歳以上の組合員及び被扶養者）
で医療費の負担割合が2割の方で、１年間（８月１日
から翌年７月３１日まで）の外来療養の自己負担額の
合計が１４４，０００円を超えた場合に、その超えた額
を支給する制度です。
　現役並み所得（組合員が70歳以上で標準報酬月
額が２８万円以上）に該当し、医療費の負担割合が3
割の方は対象となりません。
　なお、期間中の資格が当組合のみの場合は自動
給付となりますが、他の医療保険の加入期間もある
方は申請が必要になります。

　自己負担額の年間合計額が合算基準額を超え
た場合で、その計算期間に他の健康保険や国民健
康保険などから移られた方については、「高額療
養費（外来年間合算）支給申請書・自己負担額証明
書交付申請書」を、所属所を経由して共済組合へ
提出してください。
　なお、以前に加入していた医療保険者や介護保
険者が交付する「自己負担額証明書」の添付は不
要となったため、交付を受ける必要はありません。

▶「外来年間合算」とは

　世帯内（組合員とその被扶養者）で、１年間（８月１
日から翌年７月３１日まで）にかかった医療保険と介
護保険の自己負担額の合計が次の表の合算基準額
を超えた場合に、その超えた額を支給する制度です。
　なお、７０歳未満の医療保険の自己負担額は、同一
月に同一の医療機関（歯科は別、入院・外来別）に支
払った金額が２１，０００円以上ある場合に合算の対
象となります。

　医療保険・介護保険の自己負担額のいずれかが０
円である場合、及び合算基準額を超えた額が５００円
以下の場合は支給しません。
　給付は医療保険者（共済組合等）と介護保険者の
双方が、自己負担額の比率に応じ按分して支給しま
すので、手続きに時間を要します。

▶「高額介護合算療養費」とは

申請方法

■申請書類
高額療養費（外来年間合算）支給申
請書・自己負担額証明書交付申請

　「高額介護合算療養費請求書・自己負担額証明書交付申請
書」を、所属所を経由して共済組合へ提出してください。
　なお、以前に加入していた医療保険者や介護保険者が交
付する「自己負担額証明書」の添付は不要となったため、交付
を受ける必要はありません。

申請方法 ■申請書類
高額介護合算療養費請求書・自己負
担額証明書交付申請書　
■添付書類
地方税関係情報の取得に係る「同
意書」（低所得者に該当する場合）

合算基準額（年額）　計算期間：令和２年８月１日～令和３年７月３１日

所得区分 合算基準年額（医療+介護）
70歳未満の方 70歳～74歳の方

標準報酬月額　830,000円以上 212万円 212万円
標準報酬月額　530,000円以上830,000円未満 141万円 141万円
標準報酬月額　280,000円以上530,000円未満 67万円 67万円
標準報酬月額　280,000円未満 60万円 56万円
低所得者Ⅱ（市町村民税の非課税者）

34万円
31万円

低所得者Ⅰ（低所得者Ⅱのうち所得が一定以下） 19万円
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共済組合からの
 お知らせ

各課へのお問い合わせは
P17をご覧ください。

■入学・新学期に向けての
　　ご準備はお早めに

■アウトソーシング事業廃止のお知らせ
　鳥取県市町村職員共済組合と株式会社イーウェルと
の契約は令和４年3月31日をもちまして終了します。
　これに伴い、株式会社イーウェルが提供する
「WELBOX」及び「KENPOS」につきましても、上記解
約日をもちまして利用できなくなりますので、次のこと
についてご注意ください。

　今年も本格的に受験シーズンが到来し、入学・新学期もあっという間です。
  お子様の成長に伴って家計に占める教育費の割合が高くなり、入学金や授業
料などの工面で悩むことがあります。そのようなときに、共済組合の入学貸付
と修学貸付をお役立てください。
　ご利用される方は、共済事務担当課へお申し付けください。

　高校・大学等に入学する際の諸費用を貸付ける制
度です。申込みは、入学前でも合格通知書が届いた
時点から可能です。

●令和４年4月1日以降の利用予約及び利用はで
きません。

●ＷＥＬコインは令和4年4月1日に失効しますの
で、忘れずにご利用ください。

●会員証提示の利用も令和４年3月31日
　までとなります。

注意点

【入学貸付】
　高校・大学等で必要となる授業料等の費用を貸し
付ける制度です。修学期間中は、必要な費用を毎年
度借り入れでき、元金の返済を据え置くことができ
ます。

【修学貸付】

組合員または被扶養者（被扶養者でない子を含む）が
入学するとき

○給料月額の６ヵ月分の範囲内
○最高限度額は２００万円
○貸付金額は１０万円単位

○１５日締切分→同月末日貸付
○末日締切分→翌月１５日貸付

なし

○毎年度貸付：修学月数1月につき15万円（1年で
最高180万円）※年度中途の貸付の場合は、貸付
日の翌月から年度末までの月数分

当該学校の修業年限
（据置期間中は、利息のみ償還）

○国内の学校
　学校教育法に規定する高等学校、大学、高等専門学校、専修学校または各種学校
○外国の学校
　国内の貸付対象となる学校に相当する教育機関（正規の教育課程の修業年限が１年以上であること）

○特別貸付申込書
○合格通知書（写し）または入学証明書
　（海外留学の場合は、当該学校の海外留学に係る証
明書（国内の学校長が認めた場合は、学校長の留
学に係る証明書））
○被扶養者以外は住民票（戸籍抄本）
○借入状況等申告書
○借用証書
○印鑑登録証明書
○入学案内書（入学金が確認できるもの）
　賃貸契約書写し（入居費用が確認できるもの）
　その他、入学にかかる費用がわかるもの
○償還明細書写し（他の金融機関等への返済額が確
認できるもの）

○特別貸付申込書
○在学証明書（入学初年度で申込時に在学していな
い場合は合格通知書の写し、入学後速やかに在学
証明書の原本を提出して下さい。）
　※海外留学の場合は、入学貸付と同様
○被扶養者以外は住民票（戸籍抄本）
○借入状況等申告書
　※弁済額は据置後の額を記入のこと
○借用証書
○印鑑登録証明書
○入学案内書（授業料が確認できるもの）
　賃貸契約書写し（家賃が確認できるもの）など
○償還明細書写し（他の金融機関等への返済額が確
認できるもの）

組合員または被扶養者（被扶養者でない子を含む）が
修学しているとき

入学貸付
年１．２６％

修学貸付項　　目

利　　率

事　　由

対象学校

貸 付 額

必要書類

据置期間

貸 付 日

※新入学年度は入学貸付と修学貸付を、併用してご利用いただけます。
※入学貸付及び修学貸付に係る詳細は上記一覧表のとおりです。
※支払済みの費用については貸付けできません。
※借入金のご返済状況により、お申込みをお断りすることがあります。 福祉課

福祉課
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■「医療費のお知らせ」を配付します

　「医療費のお知らせ」を2月中旬頃に配付予定とし
ておりますので、お手元に届きましたら内容をご確認
ください。
　このお知らせは、医療費控除の申告手続きで医療
費の領収書に代えて使用することができます。また、
この”お知らせ”を添付することにより明細の記入を省
略することができます。
　なお、今回発行するお知らせは、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。

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1月～10月診療分までの記載となり
ます。）。「医療費のお知らせ」に記載されていないもの
がある場合(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など、訂正して申告して
いただく必要があります。このため、医療費の領収書に
ついては、保管しておいていただくようお願いします。
❸今回発行分に前回（令和3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。

留意点

※月別、個人別、医療機関別、入院、外来別、調剤別で
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！

◎確定申告にご活用ください

　共済組合より、組合員および被扶養者のみなさま
に、医療費がどの位かかっているのかご確認いただく
こと、また、ご自身の健康管理や医療に対する関心・理
解を深めていただくことを目的として実施しておりま
す。

◎「医療費のお知らせ」について

保険課

■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。

（2022年３月保障開始）

〈引受保険会社〉明治安田生命保険相互会社 （単位：人）

2022年３月１日保険の種類
ライフサポートプラン 3,978 
ライフサポートプランⅡ型 3,392 
Zコース 176 
長期療養サポート 948 
短期療養サポート（R4.3より新設） 125
医療保障保険 940
医療費支援制度（外来・先進医療型） 1,621 
総合医療サポート 506
重病克服支援制度 1,502 

〈引受保険会社〉損害保険ジャパン株式会社 （単位：人）

2022年３月１日保険の種類
団体傷害補償制度 323 
団体所得補償保険 43 
新・団体医療保険 70 
公務員賠償責任保険 144 

※なお2021年度の配当金は、2022年３月末送金を予定し
　ています。

鳥取市町村厚生

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。

医療費通知を
ご確認ください！
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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

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！
●貯金解約 
 2月 28日 （月） … 2月 15日 までの受付分
●貸付金
 2月 15日 （火） … 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 （月） … 1月 31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。

●現金給付 （出産費等）
　　　　　　　※休業給付は2月25日（金）の支給となります。
 2月 15日 （火） … 1月 31日 までの受付分
 2月 25日 （金） … 2月 15日 までの受付分
●附加給付 （一部負担金払戻金等）
 1月 28日 （金） … 12月 請求分
　　　　　　　　　　（令和3年10月診療）
●貯金一部払戻 
 2月 15日 （火） … 1月 31日 までの受付分
 2月 28日 （月） … 2月 15日 までの受付分

組合員数等の状況（R3．12月現在）
組織団体　28

組合員数 7,739人
 〔男 4,036人  女 3,703人〕

任継組合員数 52人
被扶養者数 6,736人

市　 ４　　町村   １５
一部事務組合等   　9

○ お待ちしております　△ お早めにお問合せください　× 満室です

2022年1月10日現在○渓泉閣空室状況

2月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

宿　泊 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 休
業
日

○○○ ○○○× ○○○ ○ ○ ○ ○ × ○ △ ○ ○
宴会（昼）○ △ × ○ ○ ○ ○ ○○○ △×○× ○○○ △ ○ ○ △ × ○ △ ○ △
宴会（夜）○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○○○ ○○○× ○○○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○

3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031
火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

宿　泊 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 休
業
日

○ ○○ ○○○× ○○△ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
宴会（昼）○ × ○ ○ ○ △ ○ ○ ○○ ○○○× ○○○ △ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
宴会（夜）○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○○× ○○○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　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。今年の干支“寅”に
は、前向きでチャレンジ精神が強くどんなことにも強い信念を持って挑んでいくなどの意味
があるそうです　  私も歳女なので、いろんなことにチャレンジできる1年にしたいです！　Ⓣ

貯金経理の
資産構成

定期預金
15.2億円
10.74％

国債
7.9億円
5.59％

金銭信託
3.0億円
2.12％

地方債
21.0億円
14.84％

社債
65.9億円
46.63％

諸債券
25.0億円
17.67％

山陰合同銀行
　3.0億円
鳥取銀行
　0.4億円

普通預金
3.4億円
2.41％

山陰合同銀行
 14.2億円
中国労働金庫
 1.0億円

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
東急不動産ホールディングス   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   9億円
京阪神ビルディング   2億円
日本生命   2億円
三井住友フィナンシャルグループ   1億円
ENEOSホールディングス   1億円
明治安田生命   1億円
東京電力パワーグリッド   1億円
全国共済農業協同組合連合会劣後債　   1億円

みずほフィナンシャルグループ社債 3億円
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
NTTファイナンス無担保社債 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 8億円
ソフトバンク無担保社債 8億円
ファーストリテイリング無担保社債 1億円
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

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3年11月末現在）

■貯金経理運用状況
情報開示



プ
ラ
ン

2名
様
より

期 

間
：
令
和
4
年

　1月
4
日（
火
）〜
2
月
28
日（
月
）

各種鍋プラン
◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋
◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　
◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋
◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　

2時間
以内 2,200円（税・サ込）

★お一人様
飲み放題プラン
◆生ビール　◆瓶ビール　◆日本酒　◆酎ハイ　
◆ワイン　◆麦・芋焼酎
◆ノンアルコールビール　
◆ソフトドリンク各種（ウーロン茶・ジュース他）

［室料・入浴料タオル付き］［室料・入浴料タオル付き］

（税・サ込）
5,500円

（税サ込・入湯税別）
11,500円

日帰りプラン

宿泊プラン
１泊２食付

お一人様

お一人様
一泊二食

土曜・祝前日は、1,500円
アップとなります。
土曜・祝前日は、1,500円
アップとなります。

［入湯税150円別］

〒682-0122　鳥取県東伯郡三朝町山田180番地

渓泉閣｜

http://www.keisenkaku.com
0858-43-0828

※写真はイメージです。※旬の素材を吟味しておりますので献立は若干変更する場合がございます。

各種鍋プラ各種鍋プラ各種鍋プラ各種鍋プラ各種鍋プラ各種鍋プラ各種鍋プラ各種鍋プラ各種鍋プラ各種鍋プラ各種鍋プラ各種鍋プラ各種鍋プラ各種鍋プラ各種鍋プラ各種鍋プラ各種鍋プラ
◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋
◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　

鶏
味
噌
陶
板

（税・サ込）
500円

（税サ込・入湯税別）
500円 各種鍋プラ

◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋◆かにすき　◆寄せ鍋　◆鴨鍋
◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　◆牛しゃぶ鍋　◆すき焼き鍋　　

（税・サ込）
円

（税サ込・入湯税別）
円

日帰りプラン
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