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本会では、会員の皆さんの福利厚生の一環として、死亡、高度障害の保険金、また病気やケガによる入院

給付金（ケガの場合は通院も該当）などの保障が受けられる、「グループ共済」「生命共済」の団体定期保険

の取り扱いを行っております。

各制度の保障内容を簡単に掲載しておりますので、平成30年度の更新及び募集（平成29年11月下旬か

ら開始）の際は、是非ご検討ください。

☆グループ共済（生命保険部分）……病気または不慮の事故によるケガが原因で被保険者が死亡した場合や、

保険会社の定める高度障害状態になったときに保障されます。生活維

持資金として年金式受取も可能です。

☆グループ共済（生命保険プラス）…死亡・高度障害・障害状態（障害年金1級・2級に該当）となったと

きに保障されます。生活維持資金として年金式受取も可能です。

☆グループ共済（損害保険部分）……不慮の事故によるケガをしたとき保障されます。

☆入院保障制度……病気やケガで継続して2日以上の入院をしたとき、1日目から保障されます。また、そ

れを原因とする入院期間中に所定の手術を受けたとき保障されます。

☆医療プラン……病気により、継続して5日以上入院（4日免責）したとき、所定の手術を受けたときに

保障されます。

☆重病克服制度……三大疾病を「主契約」とし、「７大疾病保障特約」及び「がん・上皮内新生物保障特約」

を付加することにより次の内容が保障されます。

・「主契約」……所定の悪性新生物（がん）と診断確定されたとき、急性心筋梗塞、脳卒中を発病して

所定の状態になったとき保障されます。

・「７大疾病保障特約」……主契約の疾病のほか、重度の糖尿病、重度の高血圧性疾患、慢性腎不全、

肝硬変を発病して所定の症状になったとき保障されます。

・「がん・上皮内新生物保障特約」……所定の悪性新生物（がん）、上皮内新生物と診断確定されたと

き保障されます。

☆療養給付制度……病気または不慮の事故によるケガが原因として、就業不能状態が8日以上（7日免責）

継続したときに保障されます。

※グループ共済（生命保険部分）・グループ共済（生命保険プラス）・入院保障制度では、1年毎に収支計

算を行い剰余金が生じた場合は配当金として返金されます。

※療養給付制度では、保険金のお支払いがなかった場合は年間保険料の20％が還付されます。

【グループ共済】
グループ共済につきましては、会員が生命保険部分へ加入いただくことが、各制度の加

入条件となります。

団体定期保険事業について団体定期保険事業について
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・・・・退退職職をを予予定定さされれてていいるる皆皆ささままにに、、退職後継退職後継続続ののごご案案内内・・・・

「グループ共済」に退職日までご加入いただいております方は、退職後も「グループ共済」を継続

（本人及び配偶者のみ）することができます。

なお、募集時期以外の中途退職者の方も移行が可能ですので、担当者さまにご連絡ください。

また、今年度からは募集時に退職後継続のご案内をさせていただきます。

１．継続申込について

平成30年度の「加入申込書兼告知書」にてお申込ください。退職後継続に移行を希望される方は、

募集時にお配りする「退職後継続意思確認書」、「口座振替依頼書」と「加入申込書兼告知書」に記入

し、退職予定欄を○で囲んで提出ください。ただし、「療養給付制度」は脱退となります。

また、退職後継続を希望されない方は、「退職後継続意思確認書」と「加入申込書兼告知書」の加

入しないの欄に を必ず入れて、押印の上、ご提出ください。

※ 退職をされる方は、退職後継続に移行又は脱退に拘らず、「加入申込書兼告知書」は必ずご提出

ください。

２．募集時期以降に退職が決まった方（2月初旬予定）

●募集締切り後　①「退職後継続のご案内（退職後継続意思確認書）」文書と②「口座振替依頼書」

をご本人宛、お届けします。

↓

●上記�と�の提出がありましたら、4月からの保険料は口座振替となります。ただし、退職後は

保険料とは別に制度運営費308円が必要となります。

３．退職後への移行制度概要　　　

※ グループ共済・グループ共済プラス【生命保険部分】については、平成30年4月1日現在の保険

年齢が61歳以上かつ加入保険金額が500万円超の方については、保険金額が500万円(「グルー

プ共済プラス」は500万円以下)となります。配偶者の方については、本人の保険金額を超える

ことはできません。

※ 1年ごとの更新となります。募集につきましては、ご自宅宛にご案内いたします。

締切日を厳守して、ご提出ください。

制　度　名　称 継続可能保険年齢

グループ共済【生命保険部分】 75歳

グループ共済プラス【生命保険部分】 75歳

グループ共済【損害保険部分】 75歳

医　療　プ　ラ　ン 69歳

重　病　克　服　制　度 69歳

入　院　保　障　制　度　　　　　　 69歳



－5－

更新手続き等につきましては、各担当者さま宛て、更新手続き案内及び申込書、

パンフレットを送付させていただきますので、ご検討をお願いいたします。

【生命共済】

平成３０年度「グループ共済」「生命共済」更新及び募集手続き

平成２９年１２月上旬から平成３０年１月中旬を予定

☆生　命　共　済………病気や不慮の事故・交通事故による死亡・重度障害・後遺障害となった場合に保障

が得られます。またケガ（不慮の事故・交通事故）による入院・通院も対象となり

ます。ただし、不慮の事故による通院のみの場合は対象となりません。

☆新・総合医療共済……病気や不慮の事故による入院や手術を受けたときに保障されます。

＜定期タイプ＞……5日以上連続して入院した場合、1日目から保障の対象となります。

10年ごとの更新のため、定期的な見直しができます。

満期金をつけることができます。

＜終身タイプ＞……日帰り入院から、その前後の通院も対象になります。

加入時の掛金は一生涯上がりません。

◆生　命　共　済

既にご加入いただいている方には、「継続申込書」とパンフレットを所属所担当者さまを通じて

お渡しいたします。変更（型・住所・脱退等）をご希望の場合は記載事項を＝線にて削除し訂正

をご記入ください。契約内容に変更のない場合は、提出は不要です。同内容にて自動継続となり

ます。

◆新・総合医療共済

契約期間が加入プランにより異なりますので、契約満期者の方のみご案内させていただきます。

※新規加入希望の方は、所属所互助会事務担当者さままたは互助会までご連絡ください。

「パンフレット」・「加入申込書」を送付いたします。
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本年度は9月23日に「第50回市町村職員ソフトボール大会」
を県下７ブロックの予選を通過された15チーム（１チーム棄
権）の参加にて、また、9月30日には「第35回市町村職員バ
レーボール大会」を16チームの参加により熱戦が繰り広げら
れました。
ソフトボール大会については、「高知市役所ソフトボール部」

が優勝、バレーボール大会については、「高知市役所バレーボ
ール部」が5年連続優勝で有終の美を飾りました。
参加されました選手を始め、応援の皆様、関係者の皆様、本

当にお疲れ様でした。

～ソフトボール大会～

優　勝　高知市役所ソフトボール部

準優勝　高知市消防局

～バレーボール大会～

優　勝　高知市役所バレーボール部　

準優勝　四万十市バレーボール部Ｃ

「「「「球球球球技技技技大大大大会会会会」」」」のののの結結結結果果果果報報報報告告告告

「「「「女女女女性性性性セセセセミミミミナナナナーーーー」」」」
「「「「ヘヘヘヘルルルルススススアアアアッッッッププププセセセセミミミミナナナナーーーー」」」」

のののの開開開開催催催催終終終終了了了了

当会主催の「足摺半島一周駅伝大会」も今回で42回を迎えることになりました。
大会に向けて、関係団体の皆様とともに、事務局職員一同で取り組んで
まいりますので、皆様のご参加をよろしくお願いいたします。
参加申し込みにつきましては、11月初旬を予定しています。常連チーム
はもちろん、初めて参加してみようかな？とご検討中のチームの皆様、ま
ずは参加申込書に記入いただき、足摺岬で親睦を深めてみませんか。
開催は、平成30年2月25日（日）です。関係者一同、お待ちしております。

～～～～第第第第44442222回回回回高高高高知知知知県県県県市市市市町町町町村村村村職職職職員員員員足足足足摺摺摺摺半半半半島島島島一一一一周周周周駅駅駅駅伝伝伝伝大大大大会会会会ににににつつつついいいいてててて～～～～

例年、共済組合との共催により、退職予定者準備セミナーを開催しています。
共済組合では退職後の医療制度及び年金制度、互助会では退職福祉部事業について説明を行い、その後、

各個人ごと（29年度末までの退職者を対象）に年金相談を行います。
退職をされますと、各個人の皆様に個々に手続きをいただく事も多くなります。特に退職後にはじめて

ご利用いただけるようになる退職福祉部につ
いては、今までのように所属所の担当様を通
じず、会員の皆様と互助会と直接やり取りす
ることになります。既に参加申込みの締切り
は終了しておりますが、申込みをされていな
い方は、所属所担当者にお問い合わせいただ
き、是非この機会に参加いただきますようお
願いいたします。

～～～～「「「「退退退退職職職職予予予予定定定定者者者者準準準準備備備備セセセセミミミミナナナナーーーー」」」」のののの開開開開催催催催ににににつつつついいいいてててて～～～～

地　区 開　催　日 会　　場

中央Ａ 平成29年10月24日 高知共済会館

中央Ｂ 平成29年11月9日 高知共済会館

東　部 平成29年11月16日 安芸市総合社会福祉センター

幡　多 平成29年11月29日 黒潮町ふるさと総合センター

中央Ｃ 平成29年12月21日 高知共済会館

高知Ａ 平成30年1月11日 高知共済会館

高知Ｂ 平成30年1月24日 高知共済会館

8月29日開催の「女性セミナー」では、午前は、栄養セミナ
ー・裸足で行うボディメイクエクササイズの体感、午後には健
康機器を使った血管年齢や美肌年齢等の測定をし、心身の緊張
を和らげる呼吸法などのリラックス方法を体験して終了するこ
とができました。
また、8月30日開催の「ヘルスアップセミナー」では、午前

はダイエットセミナー・栄養セミナー、午後には効果的なウォ
ーキング・ボールエクササイズを実施いたしました。
次回開催時には是非ご参加いただきますようお願いいたしま

す。



県内の障害者施設等の商品紹介県内の障害者施設等の商品紹介��
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「花工房 Ｔａｂｌｅ」
～第2香南くろしお園（芸西村）～

【お問合せ先】
第2香南くろしお園
安芸郡芸西村西分甲1145
営業時間　10：00～15：00
定休日　　土、日、祝日
ＴＥＬ：0887‐33-3670

他にも・・・
「カッパ市」 安芸郡芸西村和食甲452番地1
「よどやドラッグ安芸駅前店」
安芸市矢ノ丸3-4-34でも販売しております！

こんにちは！安芸郡芸西村にある
第2香南くろしお園「花工房　Table]です。

芸西村にある小さなビニールハウスで毎日土を入
れ、種をまき、水やりをしてお花を育てています！

10月下旬より販売予定のパンジーやビオラなど
贈り物にいかがですか？

※花苗は、時期によって様々です。

「花工房　Table」
実際に花を育てているビニールハウスの
直売所でお花が買えます！！

お花が育てられている様子を直接見ることがで
きて、その場で買うことができる「花工房
Table」にぜひお立ち寄りください！
日々の暮らしの中にきれいなお花をどうぞ♪　



－8－－8－

みなさんこんにちは。北川村総務課の曽我と申します。今回の表紙の写真を見て、早くも北川

村は柚子の季節になったのか～と感じていただけましたでしょうか。

昨年でいいますと１０月中旬から農協での柚子受け入れが始まり、週明けの月曜日には表紙の

写真のとおり、軽トラックにいっぱいの柚子をいれたカゴを乗せ、出荷場前で並びます。

もちろん、柚子を果汁にする作業も行われる

ため、近くを通ると柚子の香りがただよい、北

川村は「柚子」の村だと改めて感じます。

その「柚子」は、幕末の志士である中岡慎太

郎が、庄屋見習の当時に村に自生していた柚子

に目を付け、農民に奨励したことが始まりとさ

れています。現在でも柚子の種から木が育った

「実生」の柚子の木が村内各地にあり、この柚子

の木は、私達の身長をはるかに超えるため、は

しごをかけて収穫しています。

また、昭和４０年代から転作の一環として田にも柚子が植えられる様になり、今ではビニール

ハウスで育てられる柚子や南北にも栽培地が広がったことにより、年間を通じてゆずが生産され、

品質・生産量ともトップクラスの産地です。

この北川村特産の柚子を収穫し、柚子加工品や地元グループの柚子酢を使ったお寿司を味わう、

柚子を体験できるイベントである「北川村慎太郎とゆずの郷祭り」が今年は１０月２９日（日）

に行われます。

当日は柚子収穫・柚子搾り体験、北

川村ゆず王国（株）の製品　ゆずサイ

ダーの早飲み競争、また県内各地で行

われています“志国高知　幕末維新博”

の地域会場である中岡慎太郎館まで無

料送迎バスも運行しますので、ぜひ北

川村の歴史・食を楽しんでいただきた

いと思います。

◆柚子の季節を迎えます◆　　　
北川村役場　総務課　　曽我　香　さん
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みなさんからの�

「おたより」紹介コーナー�
みなさんからの�

「おたより」紹介コーナー�
☆９月から育休明けで職場復帰します。

子育て両立大変ですが、ママたちは皆がん

ばっているので私もがんばろう♪

娘と息子の成長が楽しみです£

土佐市役所　竹島　愛さん

★「大月特産セット」何が入っているのか

な？

“ひがしやま”大好きなんですが、時期的

に無理かな…？

馬路村役場　甫木　成子さん

☆「大月特産セット」を食べてもっと「大月

町」を知りたいです！（笑）

宿毛市役所　津野　裕平さん

★大月町の柏島、一度行ってみたいと思うも

のの、なかなか行けず…。

大月特産セットを当てて、少しでも大月気

分に浸りたいなぁ～。

高吾北広域町村事務組合　吉岡　美波さん

☆クロスワードパズル楽しみにしています。

当たった事がありません。どうぞ当てて下

さい。

須崎市役所　大ì 典子さん

★先日、県の消防学校に２日間通って無線の

免許を取ってきました。

フレッシュな消防学校生と机を並べて講義

を受けていると、学生時代に戻ったような

気分になりました。

香美市役所　ã橋　理さん

☆毎日暑い日が続きますね。毎年猛暑だと言

われつつ何とか過ごして来ましたが、今年

は、台風の関係か一段とあつく感じます。

各地で大雨による被害が出たりしてたいへ

んだった７月が終わり、早くも８月。みん

なが穏やかに過ごせたらいいなと思います。

四万十町役場　a口　美和さん

★大月町へイカ釣りに行きますので、まずは

特産セットを下さい。

高吾北広域町村事務組合　森下　哲雄さん

☆海に囲まれた大月町の風景とっても魅力的

ですネ！

佐川町役場　山ì 幸さん

今回の皆さんからのお便りには、「大月
町の海・風景がステキ！」「いつか柏島
へ行ってみたいです」といったコメント
が多く寄せられました。

匿名希望さん

いの町役場　田上璃香さん



ごじょかいほー ウルトラクイズ�

クイズ正解者の中から抽選で６
名の方に、当会から北川村の
「ゆず農場のギフトセット」をお
送りします。
（ゆずドリンクとゆずドレッシン
グのセット）

◇◇◇応募方法◇◇◇
＊ハガキに答えを書いて応募してください。
（1人1通に限ります）

＊所属所名・組合員証番号・氏名を明記して
ください。

＊平成29年11月24日（金）必着分で締切とさせ
ていただきます。

＊応募宛先は、
〒780-0870高知市本町5丁目3－20
（一財）高知県市町村職員互助会

10月号クイズ係　まで

～前回クイズの解答～

「ヤキトウモロコシ（焼きとうもろこし）」
応募者多数でほとんどの方が正解でした。
クイズ正解者の中から厳選な抽選により下記の５
名の方に道の駅大月の「大月特産セット」をお送
りしました。
おめでとうございました。

南国市役所 橋本　大志　さん

南国市役所 長野　直人　さん

高吾北広域町村事務組合 中越　星志　さん

香美市役所 都築　由美　さん

国保連合会 川村　勇生　さん

今月の　　プレゼント

－10－

第161回
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北川村は、日本でも有数の「ゆず」の村です。その「ゆず」は北川村出身の幕末の志士「中岡慎

太郎」が庄屋見習い時代に農民に栽培を奨励したと言われ、その「ゆず」が現在の北川村を支えて

います。

また、高知県東部を代表する観光施設として、印象派の画家「クロード・モネ」のフランス・ジ

ヴェルニーの自宅の庭を再現した「北川村モネの庭マルモッタン」があります。代表作の睡蓮が水

面を映し出す「水の庭」をはじめ、多様な草花が楽しめる「花の庭」、地中海風の庭を再現した

「光の庭」等、四季折々の庭が楽しめます。

お問い合わせ先　北川村役場産業課　／tel 0887-32-1221

このほか、平成21年に国の重要文化財に指定された「旧魚梁瀬森

林鉄道の遺構群とゆず畑の風景広がる「ゆずロード」とゆずの香り

豊かな食文化を紡ぐ物語が今年4月に日本遺産に認定されました。

また中岡慎太郎の生涯を紹介した「中岡慎太郎館」や江戸時代の

参勤交代の道として面影を残す「野根山街道」など見所がたくさん

あります。

詳しくは、北川村公式サイト

「きたがわさんぽ」
www.kitagawakanko.net
をご覧ください。

10月29日（日）10：00～16：00
（少雨決行）

第１会場：北川村総合保健福祉センター
（北川村野友甲710－2）

第２会場：中岡慎太郎館周辺（北川村柏木140）

・ゆず玉、ゆずサイダープレゼント！（先着100名）

・大林幸二　ステージショー♪

・ゆず収穫体験

・スタンプラリー（２会場を巡ろう！）

・中岡慎太郎館無料入館（９：００～終日）

・ゆずサイダーはや飲みコンテスト

・よさこい宴舞

・カラオケ大会　etc・・・

北川村慎太郎とゆずの郷まつり

ゆずの郷北川村

龍馬パスポート
対象イベント！
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