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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31年度の更新及び募集（平成30年12月上旬か

ら開始）の際は、是非ご検討ください。

平成31年度より、団体保険等の保険料率が改定され保険料が一部引き下げとなります。該当となる制度

は、グループ共済（生命保険部分）とグループ共済（生命保険プラス）です。また、グループ共済（生命保

険部分）ではコースを増設します。保険料の引き下げに伴い、現在と同等の保険料で保険金額を増額しやす

く見直すチャンスとなっておりますのでぜひご検討ください。

【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

※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

（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。

重
病
克
服
制
度

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。
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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、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31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、

生命保険部分の保険金額は一律500万円、「グループ共済プラス」の保険金額は500万円以下となり

ますので、500万円（グループ共済プラスは500万円以下）のコースに変更いただき、新規制度の

加入はできません。また、「療養給付制度」は脱退となります。

退職後継続を希望される方は、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。

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31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。

締切日を厳守で、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
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【 生 命 共 済 】

平成３１年度「グループ共済」「生命共済」更新及び募集手続き

平成３１年１月上旬から募集予定

昨年と同様の内容となっております。更新手続き等につきましては、各担当者さま宛てに更新手続き案内

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。また、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

～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。

生
命
共
済

・病気、不慮の事故および交通事故による死亡・重度障害・後遺障害が主な保障。

・継続して5日以上入院したとき1日目から保障。（不慮の事故および交通事故が対象）

・通院は事故の日からその日を含めて180日以内の通院で最高90日を保障。（交通事故が対象）

新
・
総
合
医
療
共
済

定
期
医
療
プ
ラ
ン

・入院………1日以上入院したとき1日目から、日帰り入院も保障。

・通院………入院前日以前の90日間、退院翌日以後の180日間の間に通院したとき。

・手術………所定の手術を受けととき。

・長期入院…連続して270日以上入院したとき。

・先進医療…国が指定する医療機関で入院中に先進医療を受けたとき。

・死亡………保険期間中に死亡されたとき。

終
身
医
療
プ
ラ
ン

・入院………継続して５日以上入院したとき1日目から保障。

・通院………入院前日以前の90日間、退院翌日以後の180日間の間に通院したとき。

・手術………所定の手術を受けととき。

・長期入院…連続して270日以上入院したとき。

・先進医療…国が指定する医療機関で入院中に先進医療を受けたとき。

・死亡………保険期間中に死亡されたとき。
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「「「「介介介介護護護護セセセセミミミミナナナナーーーー・・・・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・・・・
メメメメンンンンタタタタルルルルヘヘヘヘルルルルススススセセセセミミミミナナナナーーーー（（（（管管管管理理理理監監監監督督督督者者者者・・・・一一一一般般般般職職職職員員員員向向向向けけけけ））））」」」」のののの開開開開催催催催

当会主催の「足摺半島一周駅伝大会」も今回で43回を迎えることになりました。
この大会を開催するにあたりましては、主管の土佐清水市をはじめ、協賛の高知

県市町村職員共済組合・高知市職員厚生会、後援の土佐清水市教育委員会・土佐清
水市観光協会・土佐清水市旅館組合の皆様のご協力と会員の皆様のご理解の賜物と
感謝しております。平成31年2月24日（日）に開催しますので、足摺岬で各チー
ムと親睦を深めに参加してみませんか。多くの参加チームの申込みをお待ちしてい
ます。参加申込みにつきましては、11月初旬を予定しています。

～～～～第第第第44443333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（30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～～～～

地　区 開　催　日 会　　場

中央Ａ 平成30年10月26日 高知共済会館

中央Ｂ 平成30年11月8日 高知共済会館

幡　多 平成30年11月15日 ふるさと総合センター

東　部 平成30年11月27日 安芸市総合社会福祉センター

中央Ｃ 平成30年12月21日 高知共済会館

高知Ａ 平成31年1月10日 高知共済会館

高知Ｂ 平成31年1月22日 高知共済会館

6月20日開催の「介護セミナー」では、午前は認知症、介護予防、介護保険サービスについて講演、
午後は介護する側・される側双方の心と体を守るケア体験や機具等を使った実践講習体験を行いました。
7月17･18日で健康セミナーを開催し、17日の「女性セミナー」では、将来の医療費を少しでも抑制

するためにも、日々の生活が大きな原因となる疾病予防対策の一環として、午前は栄養セミナー・フラダ
ンス、午後は昼食にヘルシーランチを食べた後、健康機器測体験・心のリラクゼーションを実施し、18
日の「ヘルスアップセミナー」では、データヘルス事業に基づいたコラボヘルス対応事業であり、該当す
る組合員等のみを参加対象者とし、午前はダイエットセミナー・栄養セミナー、午後はヘルシーランチ食
べた後、効果的なウォーキング・機能改善ストレッチを実施いたしました。
8月21日開催の「メンタルヘルスセミナー（管理監督者向け）」では、近年の急激な社会環境の変化に

より、うつ病などのストレスからくる疾患等での休職・退職者数は年々増加傾向であり、職員の心の変化
にいち早く気づき、疾病に至らない対策が重要であると考えられており対処法を学んでいただき、午前は
最近のメンタルヘルスの現状・危機管理について講演、午後は具体的対応・リラクゼーションの実践講習
を行いました。
9月25日開催の「メンタルヘルスセミナー（一般職員向け）」では、うつ病などのストレスからくる疾

患等で、休職・退職を余儀なくされておりますので、そういった事態を予防し、心身とも健全に社会生活
を営んでいただくために、メンタルヘルスとは・ストレスとその反応について講演、午後はストレスにど
う対応するか・コミュニケーション状態とストレス・リラクセーションの実践講習を行いました。
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。
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作業所ら・ら・ら
～ららちゃんのたこ焼き（いの町）～

ららちゃんのたこ焼き

生姜焼きコロコロ鰹



－8－－8－

今年は夏休みを利用して、マレーシアの友人を訪ねました。
現地滞在4日間という短い期間でしたが、首都クアラルンプール

から旧都マラッカまで足をのばしたり、懐かしい友人たちにも囲
まれ、有意義な時間を過ごしました。友人たちは、“マレーシア料
理が食べたい！”という私に応え、ミー、ココナッツジュース、
サテー、カエルの炒めもの、KakiAyam、チキンライスボール、
ティラピア、ABC、カヤジャムサンドなど、さまざまなマレーシ
ア料理でおもてなしをしてくれました。

暑くて、辛い食べ物が多いので、友人たちがよく、“thirsty?”と
気遣ってくれました。マレーシアの飲み物は、基本的にとても甘い
ので、普段からお茶か水しか飲まない私は、1日目の晩にはメニュ
ー表の中で甘くない飲み物はどれかを探し、“green tea”の文字を
みつけて注文をしました。しかし、日本のお茶とは違い、green
teaは砂糖たっぷりのとても甘いgreen teaでした。
お茶といえば、津野町はお茶の産地です。四万十川の上流域に位

置する津野町はおいしいお茶が育つ条件が整っているそうで、津野
町のお茶は、旨味と甘み、そして苦みのバランスがよく、とても美
味しいです。そんな津野町のおいしいお茶をマレーシアの友人たち
にも味わってほしいなと思いました。
マレーシアに限らず、それぞれに飲食の伝播があって、その地の

文化とも合わさって、個性的な飲食文化を見ることができたと思い
ます。また訪問できることを楽しみに仕事をがんばりたいとおもい
ます。
※thirsty＝のどが渇いた

◆○○○○○◆　　　
津野町役場　総務課　　池澤　明日香　さん

ABCと呼ばれる、マレーシアのかき氷。作り始めは日本の
かき氷と同じで、氷にシロップ。ABCは、そのシロップを
かけたかき氷に、ヤシ砂糖をかけ、ライチなどのフルーツ、
細かく切った寒天、トウモロコシ、豆類、瓜類、ナッツ類を
トッピング。下の写真のように全部を混ぜてから食べる。

Kaki（足）Ayam（鶏）
字の通り、鶏の足先。こ
れは肉という肉はなく、
コラーゲンがたっぷりで、
鶏の旨味を堪能している
感じ。

津野町の
お茶ドリンク
おすすめベスト３を
載せておきます。

第1位
シソほうじ茶

第2位
津野山カルピス

第3位
桃ほうじ茶

ぜひ飲んでみてくだ
さい。

右端が私です！
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☆うなぎ大好き！でも年々値上がりおいそれ

と口に入らなくなり･･･（泣）

でも、今年は実家からプレゼントをいただ

きました!! ありがとう父・母様。

いつまでも子どもを大事にしてくれます。

おかえしは親孝行で･･･。

安芸市役所　山本　由子さん

★７月の土用の丑の日も残業…

きっと８月の土用の丑の日も残業…

うなぎ食べたいな…

イヤ!!絶対…せめて定時に帰ってみたい…

南国市役所　和田　聖子さん

☆今回の特集にあわせて鯨の葉書にしました。

ふるさと納税の商品をみると、色々工夫さ

れていて勉強になります。

エコバックがほしいです！

北川村役場　曽我　香さん

★吉川村のお店から購入し、白焼きをワサビ

醤油でいただきました。

価格が高いと言われていますが、やっぱり

おいしかったです。

馬路村役場　甫木　成子さん

☆今年のゴールデンウィークには、Ｔシャツ

アートを楽しんだので、今度は「潮風のキ

ルト展」を見に行きたいな～♪

あと、黒潮町で缶詰を作っているのを初め

て知りました！食べてみたいです。

高吾北広域町村事務組合　吉岡　美波さん

★エコバックもフィギュアも可愛い♪
缶詰美味しそう あ、 こっちですね。

当たるといいなぁ～。

高吾北広域町村事務組合　掛水　郷美さん

☆

★生後半年の息子がなぜか僕の横綱土俵入り

のモノマネ見ると大変喜んでくれます。

１０月の大相撲の巡業に連れていくかどう

かを思案する今日この頃です。

香美市役所　高橋　理さん

高
北
病
院
　
麻
田
　
奈
巳
さ
ん

平成３０年台風７号及び梅雨前線等に伴う大雨により被害にあわれた県内７市町村（安芸市・宿毛市・土

佐清水市・香南市・本山町・大月町・三原村）に対しまして、謹んでお見舞い申し上げます。

本会では、今回の台風等により国の災害救助法の適用を受け、申請をいただいた６市町村に対し、一般財

団法人高知県市町村職員互助会の構成市町村における災害救援活動に対する協力事業実施規程第１条に基づ

き、災害救援活動協力費を助成いたしました。

今後、災害により、災害救助法が適用されたときには、ご連絡をお願いいたします。

～災害救助活動に対する協力事業について～～災害救助活動に対する協力事業について～

（



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5名の方に、当会か
ら津野町の満天の星「焼
き菓子・お茶セット」を
お送りします。

◇◇◇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30年11月30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

11月号クイズ係　まで

～前回クイズの解答～
「ドヨウノウシノヒ（どようのうしのひ）」
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１７
名の方に黒潮町から「じぃんず工房大方オリジナル
ブランドisaエコバック」を１０名様「砂浜美術館
ニタリクジラ館長のフィギュア」５名様「黒潮町缶
詰製作所　食べ比べ６缶セット」２名様にお送りし
ました。
おめでとうございました。

安芸市役所 �渦　美智さん

安芸市役所 山本　由子さん

室戸市役所 森本　由美さん

室戸市役所 佐藤　まやさん

須崎市役所 馬場　砂織さん

須崎市役所 堅田　鮎美さん

土佐市役所 前田　真弥さん

宿毛市役所 鎌田　勇介さん

北川村役場 曽我　香　さん

いの町役場 高橋　礼子さん

いの町役場 北岡　亜希さん

佐川町役場 岡林　慶子さん

佐川町役場 粕谷　朋史さん

津野町役場 梅下ゆかりさん

高吾北広域町村事務組合 掛水　郷美さん

嶺北中央病院 畑山　幸　さん

香美市役所 高橋　理　さん

今月の　　プレゼント

－10－

第165回



－11－－11－

津野山ビールとは？
四万十川源流域の津野町で育った良質なか

ぶせ茶※をビールと合わせたビアカクテルで

す。

後口にお茶の香りがふわりと漂い、ビール

が苦手な女性にも飲みやすいと評判！

お茶の成分をまるごと摂取でき、カテキン

やテアニン、ビタミンなどの健康成分効果的

に取れます。

※かぶせ茶とは、一番茶に覆いをして育てたお茶で

煎茶よりも渋みが少なく、甘みがあるのが特徴。抹

茶よりもほろ苦さが残り、さっぱりしています。

問い合わせ先　

JA津野山　営農センター輝　特産販売部

TEL 0889-62-3501

“江戸時代から続くお茶どころ”
津野町が生んだ　つの茶スイーツといえば『満天の星』

看板商品は、『満天の星大福』
自社焙煎のほうじ茶をふんだんに使い、ほうじ茶のほ

ろ苦さと、こしあん・生クリームの控えめな甘さは相性
抜群！
そのほかほうじ茶ソフトクリームやほうじ茶ロールケ

ーキ、焼菓子など、上質なつの茶を使ったほうじ茶づく
しのスイーツやお茶も販売しています。
現在、下記店舗にてスイーツ等を取り揃えております。
ぜひお越しください！

〇本社・加工所　高知県高岡郡津野町船戸4939

TEL.0889-62-3335

〇アンテナショップ満天の星　高知県高知市南川添24－15 

TEL.088-883-5039

〇ひろめ市場店　｢スイーツ食堂マンテンノホシ｣ 

TEL.088-821-6621

〇野市店 ｢マンテンノホシ｣ フジグラン野市敷地内

TEL.0887-53-9100

〇喫茶店マンテンノホシ　フジグラン高知店３階

TEL. 088-821-8854

【取り扱い店舗】期間限定を含む
ひろめ市場内『スイーツ食堂マンテンノホシ』や
『高原ふれあいの家天狗荘』など県内外47店舗。

津野山ビールで乾杯。
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ほうじ茶専門店のスイーツセット�

寄附額　11,000円�

土佐ジロー卵（化粧箱入）�

寄附額　7,000円�

四万十源流木工　木炭�

寄附額　10,000円�

津野町の農産物詰合せ�

寄附額　14,000円�

土佐ジローカスタードプディング�

寄附額　10,000円�

津野町米　10kg�

寄附額　14,000円�

山の薫り茶�

寄附額　9,000円�

大わらじの里宮谷山のお米�

5分搗き胚芽米5kg�

寄附額　9,000円�

土佐ジロー卵クリームパン�

寄附額　10,000円�

四万十源流鮎�

寄附額　13,000円�

船戸お母ちゃんのランチビュッフェ�

寄附額　17,000円�

マンテンマルシェベジタブルBOX�

寄附額　5,000円�

四万十源流棚田米10kg�

寄附額　14,000円�

手作り　布ぞうり�

寄附額　10,000円�

マンテンマルシェ根っこ付きパクチー�

寄附額　5,000円�

ほうじ茶専門店のスイーツセット�

寄附額　11,000円�

土佐ジロー卵（化粧箱入）�

寄附額　7,000円�

四万十源流木工　木炭�

寄附額　10,000円�

津野町の農産物詰合せ�

寄附額　14,000円�

土佐ジローカスタードプディング�

寄附額　10,000円�

津野町米　10kg�

寄附額　14,000円�

山の薫り茶�

寄附額　9,000円�

大わらじの里宮谷山のお米�

5分搗き胚芽米5kg�

寄附額　9,000円�

土佐ジロー卵クリームパン�

寄附額　10,000円�

四万十源流鮎�

寄附額　13,000円�

船戸お母ちゃんのランチビュッフェ�

寄附額　17,000円�

マンテンマルシェベジタブルBOX�

寄附額　5,000円�

四万十源流棚田米10kg�

寄附額　14,000円�

手作り　布ぞうり�

寄附額　10,000円�

マンテンマルシェ根っこ付きパクチー�

寄附額　5,000円�
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