
1. 令和3年度末現在の市町村数
区　分 令和3年度
市 40
町 22
村 1

一部事務組合等 47
計 110

※一般組合員には特別職も含まれます。

種　別 組合員数 被扶養者数 区分 標準報酬の月額 平均標準報酬月額 標準期末手当等年度累計額

一 般 組 合 員 51,085人 37,689人
長期 19,838,724,000 円 388,347 円 75,530,484,000 円
短期 20,125,294,000 円 393,957 円 75,748,199,000 円

市町村長組合員 55人 49人
長期 34,598,000 円 629,054 円 148,678,000 円
短期 45,798,000 円 832,690 円 212,640,000 円

特定消防組合員 7,744人 11,189人
長期 3,135,970,000 円 404,954 円 11,695,952,000 円
短期 3,136,120,000 円 404,974 円 11,695,952,000 円

長 期 組 合 員 7人 ー
長期 3,350,000 円 478,571 円 13,890,000 円
短期 3,710,000 円 530,000 円 14,916,000 円

市町村長長期組合員 8人 ー
長期 4,810,000 円 601,250 円 21,921,000 円
短期 5,450,000 円 681,250 円 26,933,000 円

継続長期組合員 2人 ー 長期 810,000 円 405,000 円 3,299,000 円

小　　 計 58,901人 48,927人
長期 23,018,262,000 円 390,795 円 87,414,224,000 円
短期 23,316,372,000 円 395,870 円 87,698,640,000 円

任意継続組合員 988人 583人 短期 366,380,000 円 370,829 円

合　　 計 59,889人 49,510人
長期 23,018,262,000 円 390,795 円 87,414,224,000 円
短期 23,682,752,000 円 395,457 円 87,698,640,000 円

対 前 年 比 1,805人 195人

2. 組合員数等の状況 （令和3年度末現在）

令和3年度組合決算について、去る6月23日

に開催された組合会において承認されました

ので、その概要をお知らせします。

統 括 事 項

原口理事長（鴻巣市長）原口理事長（鴻巣市長）

賴髙議員（蕨市長）富岡議員（朝霞市長）

決算の概要令和３年度

共済だより
2022.8.August No.652

3



0

210

215

220

225

230

240

235

250

245

（千円）

28 29 30 令和元 2 （年度）3

238

229 230 230

210

231

（年度）28

120

130

140

150
（億円）

29 30

139.36

134.97

令和元 2 3

129.04 130.56
131.64

122.14

【収支の状況】
　収入につきましては、掛金・負担金の財源
率を据え置き運営したところ、３54億722万
円となり、組合員数の増加により前年度に対
して4億7,014万円の増加となりました。
　一方支出については、コロナ禍の影響によ
る受診控によって医療費が大幅に減少した前
年度に比べ51億8,399万円増加し、366億
4,567万円となっております。

【高齢者医療制度への納付金等の状況】
　今年度の高齢者医療に係る納付金等につ
いては、１43億6,189万円となっております。
　この金額は、支出全体の３9.19％を占める
状況となっております。

【当期短期損失金】
　収支決算を行った結果、12億3,844万円
の当期短期損失金が生じました。この損失金
については前年度より、繰越しました短期積
立金を取り崩して補てんいたしました。

【利益剰余金の状況】
　欠損金補てん積立金を法定所要額である
14億2,811万円を積立て、また、上記当期
短期損失金を短期積立金を取り崩して補てん
した結果、令和3年度末における短期積立金
は65億8,033万円となりました。その結果短
期分に係る利益剰余金の合計は80億844万
円となります。

【収支の状況】
　収入総額は、40億1,939万円で前年に対して1億9,565
万円の増収となっております。一方、支出総額は、40億
5,556万円で主に介護納付金として社会保険診療報酬支払
基金へ納付しております。

【当期介護損失金】
　収支決算を行った結果、3,617万円の当期介護損失金が
生じましたので、前年度より繰越した介護積立金を取り崩し
て補てんした結果、令和3年度介護積立金は1,346万円とな
ります。

◆ 医療給付／ 139億3,617万円（前年度比　約14.09%増）

◆ 組合員1人当たり／ 230,000円  共済組合から医療機関へ支払った1人当たりの医療費です。

短　期　分

介　護　分

支
出

収
入

法定給付・附加給付等
17,402,201（42.76％） 

高齢者医療に係る
納付金等
14,361,898（35.29％） 

介護納付金等
4,055,567（9.96％） 
その他の支払
4,881,571（11.99％） 

短期掛金・負担金
30,477,812
（77.31％） 
介護掛金・負担金等
4,019,397
（10.19％） 

その他の収入
4,929,416（12.50％） 
当期損失金
1,274,612

短期経理収支状況

収入総額 39,426,625 支出総額 40,701,237

単位：千円

医療費の推移組合員 1人当たりの医療費の推移

医療費を中心とし、他に出産費、埋葬料、休業給付及び災害給付などを行う経理です。
また、この経理で介護保険料の受け入れ、納付を行っています。短期経理
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　被用者年金一元化後の厚生年金給付に係る経理となります。
　厚生年金の財源率は厚生年金保険料と同率に統一されまし
た。その財源率で徴収した組合員保険料と所属所負担金と基
礎年金拠出金に係る負担金40.0‰と追加費用として14.3‰
で徴収した負担金もこちらの経
理で徴収し、総額833億円程の
全額を連合会へ払い込んでおり
ます。

　被用者年金一元化により廃止された職域相当部分にかわり
新設された「退職等年金給付」を支払う経理です。平成27年
10月以降発生している公務上の障害・遺族の年金給付は、こ
ちらの経理での取り扱いとなっております。
　掛金・負担金率の7.5‰は連合会で示された上限値となり、
その率で徴収された53億3,600
万円程の全額を連合会へ払い込
んでおります。

　被用者年金一元化により廃止された旧職域相当部分の支払
いや既裁定の公務上年金を支払うための経理です。令和3年
度は所属所負担金として公務財源率0.1001‰と追加費用とし
て1.1‰で徴収した3億4,000万円程の全額を連合会へ払い
込んでおります。

厚生年金保険経理収支状況 

収入総額 83,369,478 支出総額 83,369,478

単位：千円

経過的長期経理収支状況 

収入総額 340,002 支出総額 340,002

単位：千円

退職等年金経理収支状況 

収入総額 5,336,551 支出総額 5,336,551

単位：千円

負担金払込金
340,002
（100％） 

負担金
340,002
（100％） 

支
出

収
入

負担金払込金・
掛金払込金
5,336,551
（100％） 

負担金・掛金
5,336,551
（100％） 

支
出

収
入

負担金払込金・
組合員保険料
83,369,478
（100％） 

負担金・
組合員保険料
83,369,478
（100％） 

支
出

収
入

河田議員（羽生市長）

林議員（三芳町長）

國分議員（さいたま市）

厚生年金の組合員保険料・負担金を収納し、全国市町村職員共済組合連
合会（以下、連合会とする。）へ払い込む経理です。

「退職等年金給付」の支払いのため掛金・負担金を収納し、連合会へ払い込
む経理です。

旧職域相当部分の支払いなどのため公務財源として負担金を徴収し、連合
会へ払い込む経理です。

厚生年金保険経理

退職等年金経理

経過的長期経理
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【収支の状況】
　収入については、運用益として利息及び配当金が4,305万
円となりますが、全額支払利息として連合会へ払い込むこと
になります。

【連合会預託金の状況】
　3年度末における連合会預託
金は40億3,820万円となって
おります。この資金は、組合
員への貸付金に運用されてお
ります。

【収支の状況】
　収入については、運用益として利息及び配当金が783万円
となりますが、全額支払利息として連合会へ払い込んでおり
ます。

【連合会預託金の状況】
　3年度末における連合会預託金は141億996万円となって
おります。この資金は、市町村債の引き受けに運用されてお
ります。

【収支の状況】
　収入総額は10億23万円で前年度に対して5,225万円の
増加となりました。一方、支出は、前年度に対して2,398万
円減少し、支出総額8億9,978万円となりました。

【当期利益金】
　収支決算を行った結果、1億４５万円の当期利益金が生じた
ため、当該利益金は全額積立金として積み立てました。

【利益剰余金の状況】
　3年度末における積立金は10億1,741万円となっておりま
す。

支
出

収
入

職員給与
251,035（27.9％） 
事務費
45,717（5.08％） 
委託費
83,914（9.33％） 

その他
519,118（57.69％） 

当期利益金
100,452

連合会交付金
237,465
（23.74％） 

市町村等負担金
640,055（63.99％） 

短期経理より繰入
120,593（12.06％） 

利息及び配当金他
2,123（0.21％） 

業務経理収支状況 

収入総額 1,000,236 支出総額 899,784

単位：千円

坂本議員（深谷市）

退職等年金預託金管理経理収支状況 

収入総額 43,059 支出総額 43,059

単位：千円

支
出

収
入

支払利息
43,059
（100％） 

利息及び配当金
43,059
（100％） 

支
出

経過的長期預託金管理経理収支状況 

収入総額 7,834 支出総額 7,834

単位：千円

支
出

収
入

支払利息
7,834
（100％） 

利息及び配当金
7,834
（100％） 

支
出

連合会で管理・運用を行っている年金資金の一部について、
連合会から預託されて運用を行っている経理です。

連合会で管理・運用を行っている年金資金の一部について、
連合会から預託されて運用を行っている経理です。

退職等年金預託金管理経理

経過的長期預託金管理経理

短期給付事業、年金給付事業を行うために必要な経費（人件費、事務費等）を賄う経理です。業務経理
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支
出

収
入

職員給与
60,391（4.25％） 
厚生費
889,880（62.67％） 

その他の支払
339,794（23.92％） 

宿泊経理へ繰入
130,000（9.16％） 
当期利益金
146,987

負担金・掛金
1,452,086
（92.66％） 

その他の収入
114,966（7.34％） 

人間ドック助成 球技大会及びスポーツ教室 各種助成金等

実施者数 14,513人

実施種目
ゴルフ、スキー、
親子スキー教室
スノーボード講習会

要した費用 407,265千円

脳ドック助成

実施者数 251人

要した費用 5,690千円 要した費用 2,511千円 歯科健康診査 1,017千円

併診ドック助成 保養施設利用助成 特定健康診査

実施者数 2,717人 利用補助者数 15,503人 受診券による受診者等 16,912人

要した費用 115,347千円 要した費用 73,930千円 要した費用 25,100千円

がん検診助成 レクリエーション施設助成 特定保健指導

実施者数 26,179人 利用人員 97,251人 実施者数 2,029人

要した費用 59,071千円 要した費用 76,887千円 要した費用 30,416千円

妊婦保健助成金 13,872千円

カウンセリング助成 13,217千円

インフルエンザ助成 94,434千円

【収支の状況】
　収入総額は、15億6,705万円となり、このうち主な収入は
負担金・掛金の14億5,209万円です。主に給料総額の増加
に伴い、前年度に対して2,650万円程の増収となっておりま
す。
　一方、支出総額は14億2,006万円となり、主な支出は厚生
費の8億8,988万円で、内訳として人間ドック（脳ドック・併診
ドックを含む）に5億2,830万円、保養施設等の利用助成とし
て7,393万円となっております。

【当期利益金】
　収支決算を行った結果、1億4,699万円の当期利益金が生
じており、この利益金は全額積立金として積み立てました。

【利益剰余金の状況】
　令和3年度末における積立金は、20億3,329万円となりま
した。その他欠損金補てん積立金を420万円程保有しており、
利益剰余金の合計は、20億3,749万円となります。

保健経理収支状況 

収入総額 1,567,052 支出総額 1,420,065

単位：千円

◉ 令和3年度実施した主な事業 ◉

西岡議員（吉川市） 半貫議員（狭山市）

  人 間 ド ッ ク 等  
17,481人が受検

節目の年で定期的に
人間ドック受検を ! 各種施設の利用助成

組合員及び被扶養者の健康増進、体位の向上、病気の予防対策などを行う経理です。保健経理
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【利用状況】
　令和3年度は、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣
言が解除されたことにより、下半期の利用者が大幅に増加した
ことから、利用人数は対前年比4,098人増加の12,578人、利
用率は対前年度比プラス4.9％の33.9％となりました。

【収支の状況】
　収入総額は2億7,733万円となり、このうち主なものは施設
収入1億3,715万円です。
　一方、営業を行うための諸経費としての支出総額は3億
2,148万円となり、この中には固定資産に係る減価償却費と
して5,266万円が含まれます。

【当期損失金】
　収支決算を行った結果、令和3年度は4,415万円の当期損
失金が生じました。この損失金は前年度より繰り越した積立金
の一部を取り崩して補てんしました。

【利益剰余金の状況】
　令和3年度末における改良積立金は1億円、欠損補てん積
立金は2億2,340万円、積立金は7億2,081万円となります。

◆ 草津保養所／草津保養所アルペンローゼを経営する経理です。

草津経理収支状況 

収入総額 277,329 支出総額 321,476

単位：千円

支
出

収
入

施設収入 
137,153（49.45％） 

保健経理より繰入 
130,000（46.88％） 

その他の収入 
10,176（3.67％） 

当期損失金 
44,147

職員給与 23,062（7.17％） 
飲食材料費 42,559（13.24％）  

委託管理費及び委託費
84,924（26.42％） 

光熱水料及び燃料費
47,136（14.66％） 

減価償却費
52,659（16.38％） 

その他の支払
71,136（22.13％） 

【収支の状況】
　収入総額は、約1億6,121万円、会議室の利用率は42.7％
になりました。
　一方、営業を行うための支出総額は約1億4,277万円とな
りました。

【当期利益金】
　収支決算を行った結果、令和3年度は1,844万円の当期利
益金が生じました。この利益金は全額積立金として積み立て
ました。

【利益剰余金の状況】
　令和3年度末における欠損金補てん積立金は8,229万円と
なり、積立金は3億4,478万円となりました。
　その結果、利益剰余金は4億2,708万円となります。

◆ 会 館／さいたま共済会館を経営する経理です。

支
出

収
入

職員給与
27,225（19.07%）
委託費及び委託管理費
36,209（25.36%）

光熱水料
9,488（6.65%）

減価償却費
24,223（16.97%）

その他の事業費
45,624（31.95%）
当期利益金
18,444

施設収入
38,945（24.15%）

賃貸料
114,986（71.33%）

その他の収入
7,282（4.52%）

会館経理収支状況 

収入総額 161,213 支出総額 142,769

単位：千円

山本議員（所沢市） 尾熊議員（川口市）

宿泊経理
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【収支の状況】
　収入総額は、70億5,590万円となります。収入の中心であ
る利息収入が66億8,834万円となりました。
　一方、支出総額は、75億488万円となり、支出の中心で
ある組合員の皆様へ支払う支払利息は72億8,084万円となり
ました。

【当期損失金】
　収支決算を行った結果、4億4,897万円の当期損失金が生
じました。
　この損失金は、積立金の一部を取り崩し補てんいたしまし
た。

【資産及び利益剰余金の状況】
　3年度末の資産総額は、4,947億717万円となりました。こ
の資産の運用状況については12ページをご覧ください。
　なお、組合員の皆様からお預かりしている組合員貯金の残
高は、3年度末で4,635億7,838万円となっております。
　また、3年度末の利益剰余金については、積立金が4億
7,573万円、欠損金補てん積立金が法定所要額である231億
7,891万円となっております。 負

債
資
産

流動資産他
43,823,285
（8.86％） 

投資有価証券
447,850,889
（90.53％） 

長期貸付金
3,033,000
（0.61％） 

組合員貯金
463,578,386
（93.71％） 

未払費用他
7,474,133（1.51％） 

利益剰余金
23,654,655（4.78％） 

貯金経理資産状況 

資産総額 494,707,174

単位：千円

支
出

収
入

職員給与 
43,805（0.58％） 

支払利息
7,280,849
（97.02％） 

当期損失金
448,978

その他の支出
180,233（2.4％） 

利息及び配当金
6,688,345
（94.79％） 

償還差益他 
367,563
（5.21％） 

貯金経理収支状況 

収入総額 7,055,908 支出総額 7,504,887

単位：千円

市川議員（秩父市）

武山議員（上尾市）

高橋議員（富士見市）

寺山学識経験監事

  支払利息  
1.6%

  共済預金残高  
4,635億円

72億8,084万円を
利息として還元

組合員の皆様から預かった貯金をまとめて運用し、その利益の範囲内で、できるだけ高い利
息をつけて還元する経理です。貯金経理

共済だより
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【収支の状況】
　収入総額は、6,457万円となり、前年度に対して685万円
減収となっております。
　支出総額は、1億3,184万円となり、支出の中心となる支
払利息は、4,305万円となっております。

【当期損失金】
　収支決算の結果、6,727万円の当期損失金が生じました。
　この損失金は、積立金の一部を取り崩し補てんいたしました。

【利益剰余金の状況】
　令和3年度末における積立金は16億4,198万円となります。
また、欠損金補てん積立金は法定所要額である2億4,800万
円となっており、支障のない財政状況となっております。利益
剰余金の合計は18億8,998万円となります。
　なお、貸付資金のための退職等年金預託金管理経理からの
長期借入金は40億3,100万円となっております。

【貸付件数及び貸付総額】
　令和3年度末の貸付件数は18,873件、貸付総額は49億
6,006万円となっており、前年度末に対し、貸付件数は316件、
貸付総額については、5億8,136万円の減少となっております。
　なお、貸付金の内訳では住宅貸付が22億2,781万円となっ
ており、貸付総額全体の約45％を占めております。

【貸付金状況】
　令和3年度の貸付金の状況は次のとおりです。
　また、3年度中に貸し付けた1件当たりの平均貸付額は、普
通貸付約98万円、住宅貸付約475万円、特別貸付約94万円
となっております。

支
出

収
入

職員給与
51,306
（38.91％） 

支払利息
43,059
（32.66％） 

その他の支払
37,484
（28.43％） 

組合員貸付金利息
64,223
（99.45％） 

その他の収入
355
（0.55％） 

当期損失金
67,271

貸付経理収支状況

収入総額 64,578 支出総額 131,849

単位：千円

事　由 件数 金額（千円） 事　由 件数 金額（千円）

普通
貸付

随　時 506 496,500

特別
貸付

医　療 5 3,000
その他 0 0 入　学 41 33,950
小　計 506 496,500 修　学 122 118,050

住宅
貸付

新　築 4 41,300 結　婚 21 24,900
増改築 27 106,900 葬　祭 2 1,400
敷　地 2 9,200 小　計 191 181,300
建　売 1 3,000

介護
住宅

新　築 0 0
その他 1 5,995 増改築 0 0
小　計 35 166,395 建　売 0 0

災害
貸付

新　規 0 0 その他 0 0
再貸付 0 0 小　計 0 0
小　計 0 0 合　計 732 844,195

◉ 令和3年度貸付金状況 ◉

住宅建築資金、生活必需物資の購入資金、被扶養者等の入学及び非常災害等により、臨時
に資金を必要とする場合に貸付を実施する経理です。貸付経理

共済だより
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【収支の状況】
　収入総額は、6,919万円となり、前年度に対して422万円
減少となりました。
　一方、支出総額は、6,872万円となり、支出の中心である
支払利息は、5,640万円となっています。

【当期利益金】
　収支決算の結果、46万円の当期利益金が生じました。
　この利益金は、欠損金補てん積立金へ積み立てました。

【利益剰余金の状況】
　3年度末における欠損金補てん積立金は、1億2,627万円と
なりました。
　なお、組合員の皆様に融資している融資金は、31億5,574
万円となっています。

支
出

収
入

職員給与
4,014
（5.84％） 
支払利息
56,404（82.07％） 

保険料
7,015（10.20％） 

その他
1,296（1.89％） 
当期利益金
464

販売手数料
2,960（4.28％） 

融資金償還利息
63,570（91.87％） 

その他の収入
2,663（3.85％） 

◆ 自動車購入資金融資総額／ 31億5,500万円（1億8,000万円減少）

物資経理収支状況

収入総額 69,193 支出総額 68,729

単位：千円

自動車購入資金の融資を中心とした、生活必需品の供給を目的とする経理です。物資経理

共済だより
2022.8.August No.652

11

疑わしい症状
　発熱や喉の痛み、咳、倦怠感などの症状を訴える人が多いことが特徴です。発熱など
のかぜの症状がある場合は外出を控えるとともに、息苦しさ、倦怠感、高熱などの強い
症状がある場合は、かかりつけ医等の身近な医療機関等に電話で相談してください。

どうやって感染するの？
　くしゃみや咳などに混じったウイルスを吸い込んで感染
する「飛沫感染」、ウイルスが付着しているものに触って、
その手で口や鼻を触ることにより粘膜から感染する「接触
感染」で感染します。閉鎖した空間で、近距離で多くの人
と会話するなどの環境では、咳やくしゃみなどの症状がな
くても感染を拡大させるリスクがあるとされています。

感染を予防するには
　流行中は、基本的な感染予防の実施や不要不急の外出の
自粛、「3つの密」を避けること等が重要です。

　新型コロナウイルスは、今なお収束の気配を見せていません。感染症予防の
基本は、「手洗い」「マスクの着用を含む咳エチケット」です。感染症にかから
ない・もしかかっても感染を広げないように、日頃から予防の基本を徹底し
ましょう。

新型コロナウイルス感染症予防対策

3つの条件がそろう場所が
クラスター（集団）発生のリスクが高い

換気の悪い換気の悪い
密閉空間密閉空間

多数が集まる多数が集まる
密集場所密集場所

間近で会話や間近で会話や
発声をする発声をする
密接場面密接場面

政府はコロナ禍における中長期的な対策として、新型コロナウイルス
感染症専門家会議からの提言を踏まえ、新しい生活様式の実践例を提
示しています。
※ 詳しくは、厚生労働省ホームページ「新しい生活様式の実践例」をご確認ください。

3つの密を避けましょう！

新しい生活様式の
実践例




