
平成30年6月15日（金）、「かしはら万葉ホール」において第159回組合会が開催され、各議案とも慎重な審議が行われ
原案どおり議決されました。

地方公共団体の数
市 町 村 一部事務組合 計

12 15 12 30 69

平成29年度 決算の概要について
組合員数及び被扶養者数は、平成29年度末
と比較すると組合員で94人の増加、被扶養者
で240人の減少となりました。また、組合員	

1人当たりの扶養者は1.03人となりました。
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	 日程第1報第1号　	理事長専決処分とした奈良県市町村職員共済組合定款の一部変更の報告と承認について

	 日程第2報第2号　	理事長専決処分とした奈良県市町村職員共済組合貸付規則の一部変更の報告と承認について

	 日程第3議第1号　平成29年度決算について

組合会が開催されました

組合員等の状況�

種　別 組合員数
	 （人）

被扶養者数
	 （人）

区分 標準報酬の月額	
	 （円）

平均標準報酬	
の月額	 （円）

標準期末手当等の額の	
年度累計額	 （円）

一般組合員

（うち特別職）

12,132　
　
(87)

11,528　

(77)

長期
4,696,206,000　
(49,670,000)

387,092　
(570,920)

18,510,027,000　
(208,722,000)

短期
4,770,976,000　
(54,320,000)

393,256　
(624,368)

18,569,794,000　
(224,947,000)

市町村長組合員 38　 48　
長期 22,930,000　 603,421　 99,033,000　

短期 28,740,000　 756,316　 119,487,000　

特定消防組合員 1,654　 2,690　
長期 654,900,000　 395,949　 2,460,223,000　

短期 654,900,000　 395,949　 2,460,223,000　

長期組合員 0　 —　 長期
0　
(0)

0　
(0)

0　
(0)

市町村長
長期組合員

1　 —　
長期 620,000　 620,000　 3,000,000　

短期 750,000　 750,000　 3,260,000　

任意継続組合員 205　 167　 短期 69,186,000　 337,493　 —　

合　　計
ⓐ　

14,030　
ⓑ　

14,433　

長期 5,374,656,000　 —　 21,072,283,000　

短期 5,524,552,000　 —　 21,152,764,000　

第159回 
組 合 会
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○	この経理は、組合員や被扶養者の皆さ
んの病気やケガ等による医療費、出
産・死亡等に対する給付、高齢者医療
制度への納付金、介護保険への納付金
等の支払を行う経理です。

○	収入においては、掛金・負担金の増加
や、高齢者医療円滑化事業の補助金等
により前年度から約1億4,448万円
の増加。支出においては、前期高齢者
納付金、後期高齢者支援金、介護納付
金等の増加により約1億3,320万円
の増加となりました。

○	収支の結果、2億8,918万6千円の	
当期短期利益金を生じましたので、	
2億8,683万7千円を欠損金補てん
積立金に、234万9千円を積立金に
積み立てました。一方で4,891万円
の当期介護損失金を生じたので、前年
度より繰越した介護積立金6,269万
9千円を取り崩して補てんしました。

（万円）
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前期高齢者納付金

後期高齢者支援金

高齢者医療制度への拠出金等の推移

件数（件） 日数（日） 金額（万円）
前年度比 前年度比 前年度比

組合員本人 122,177　　 ▲� 795　 203,534　　 ▲�10,010　 174,892 ▲� 7,549

家族 117,459　　 ▲� 9,557　 203,988　　 ▲� 8,803　 178,747 ▲� 2,854

合計 239,636　　 ▲�10,352　　407,522　　 ▲�18,813　　 353,639 ▲�10,403

平成29年度医療給付実績（現金給付を除く）

短期経理 収入合計10,756,092 千円 － 支出合計10,515,816 千円 ＝ 240,276 千円�
� （ 内訳 当期短期利益金 289,186 千円、 当期介護損失金 48,910 千円 ）

給付金（一部負担金払戻金含む ) 4,543,830 千円

その他 
1,838 千円

介護掛金（任継含む）
395,344 千円

介護負担金 385,467 千円

前年度繰越支払準備金 717,239 千円

補助金等収入（高額医療交付金等）563,789 千円

短期負担金（調整負担金含む） 4,313,566 千円 短期掛金（任継含む） 4,378,849 千円

老人保健・退職者給付拠出金 94,267 千円

前期高齢者納付金・後期高齢者支援金・病床転換支援金
3,821,447 千円

収入

支出

連合会払込金・拠出金 494,636 千円
次年度繰越支払準備金 697,129 千円

業務経理への繰入・
その他 35,295 千円

介護納付金
 829,212 千円

収入

支出

○	この経理は、厚生年金に係る財源として組合員から保険料を、所属所
から負担金を徴収して、全国市町村職員共済組合連合会（以下「市町村
連合会という。」）へ払込みを行う経理です。

○	平成29年度は、195億2,301万4千円の収入があり、全額を払込金と
して市町村連合会へ支出しました。

厚生年金保険経理 収入合計19,523,014 千円 － 支出合計19,523,014 千円 ＝ 0 千円

負担金払込金  12,026,862千円

負担金           12,026,862千円

組合員保険料 7,496,152千円

組合員保険料払込金 7,496,152千円

収入

支出

損益内訳

退職等年金経理 収入合計1,262,300 千円 － 支出合計1,262,300 千円 ＝ 0 千円

○	この経理は、職域年金の廃止後に新たに設けられた「退職等年金給付」
に係る財源として組合員から掛金を、所属所から負担金を徴収して、
市町村連合会へ払込みを行う経理です。

○	平成29年度は、12億6,230万円の収入があり、全額を払込金として
市町村連合会へ支出しました。 負担金払込金 631,155千円

負担金　　　 631,155千円 掛金 　　　631,145千円

掛金払込金 631,145千円

収入

支出

損益内訳
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保健経理 収入合計 328,334 千円 － 支出合計 303,211千円 ＝ 25,123 千円 （ 当期利益金 ）

○	この経理は、組合員や被扶養者の皆さんの健康管理や疾病予防に役立てるため、成人病健診、人間ドックや各種健診、	
健康相談、保健講座、宿泊施設への利用助成等のほか、特定健康診査・特定保健指導を行う経理です。

○	収入においては、掛金・負担金等の増加により前年度から約186万円の増加。支出においては、厚生費等の増加により	
約3,237万円の増加となりました。

○	収支の結果、2,512万３千円の当期利益金を生じましたので、全額を積立金に積み立て、更に前年度より繰越した欠損金
補てん積立金から9万2千円を取り崩して積立金に積み立てました。

厚生費 216,169千円

利息及び
配当金
882千円掛金 161,766千円負担金 165,686千円収入

支出

特定健康診査等費  15,136千円 その他 33,566千円

職員給与 31,531千円 連合会分担金 3,575千円

旅費・事務費 3,234千円

損益内訳

業務経理 収入合計 270,561千円 － 支出合計 240,763 千円 ＝ 29,798 千円 （ 当期利益金 ）

○	この経理は、人件費及び短期給付事業や長期給付事業に係る事務費、その他共済組合の運営に要する諸経費を賄う経理です。
所属所からの負担金、短期経理からの繰入金及び市町村連合会からの交付金等により賄われています。

○	収入においては、負担金等の増加により、前年度から約1,763万円の増加。支出においては連合会分担金等の増加により
約957万円の増加となりました。

○収支の結果、2,979万8千円の当期利益金を生じましたので、全額を積立金に積み立てました。

役員報酬・職員給与・賃金  102,303千円

短期経理より繰入・その他
30,205千円

連合会交付金 78,443千円負担金 161,913 千円

連合会分担金・事務費負担金払込金
 98,902千円

収入

支出

旅費・事務費  12,043千円 その他 27,515千円

損益内訳

経過的長期預託金
管理経理 収入合計 58,895 千円 － 支出合計 58,895 千円 ＝ 0 千円

○	この経理は、経過的長期給付積立金の一部を市町村連合会から預託を
受け、貸付経理への貸付金のほか、地方公共団体より引き受ける縁故
地方債購入等の運用・管理を行う経理です。

○	平成29年度は、5,889万5千円の収入があり、全額を支払利息として
市町村連合会へ支出しました。

支払利息　　　　 58,895千円

利息及び配当金　 58,895千円収入

支出

損益内訳

経過的長期経理 収入合計 65,296 千円 － 支出合計 65,296 千円 ＝ 0 千円

○	この経理は、主に旧職域年金部分の給付、既裁定の公務障害・遺族年金
の給付に要する費用として所属所から負担金を徴収して、市町村連合
会へ払込みを行う経理です。

○	平成29年度は、6,259万6千円の収入があり、全額を払込金として	
市町村連合会へ支出しました。

負担金払込金   65,296千円

負担金 　　　  65,296千円収入

支出

損益内訳
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貸付経理 収入合計 67,901千円 － 支出合計 71,665 千円 ＝ ▲ 3,764 千円 （ 当期損失金 ）

○この経理は、普通・住宅・災害・入学・修学・結婚・葬祭等、組合員の皆さんが資金を必要とする際に貸付を行う経理です。

○	収入においては、組合員貸付金利息等の減少により約2,455万円の減少。支出においては、支払利息の減少により約2,420
万円の減少となりました。

○	収支の結果、376万4千円の当期損失金を生じましたので、前年度より繰り越した欠損金補てん積立金1億1,069万6千円
を取り崩して補てんしました。

平成29年度末の貸付金の状況　※≪　≫内は前年度対比を表す。

貸付総額 貸付件数 主な貸付の利率

26億2,752万円
≪▲5億1,010万円≫

1,747件
≪▲186件≫

平成29年12月まで� 普通・住宅・特別：年2.66％
� 災害：年2.22％

平成30年1月より� 普通・住宅・特別：年1.26％
� 災害：年0.93％

収入

支出 支払利息 57,141千円

その他
663千円

組合員貸付金利息 67,238千円

旅費・事務費 1,056千円

職員給与 4,888千円

連合会払込金 3,480千円

その他 5,100千円

損益内訳

貯金経理 収入合計1,144,752千円 － 支出合計983,032千円 ＝ 161,720千円（当期利益金）

○	この経理は、組合員貯金に加入されている組合員の皆さんからお預かりした積立貯金を、安全かつ効率的に運用し利息と
して還元する経理です。

○	収入においては、有価証券売却益等の減少により、前年度から約883万円の減少。支出においては、組合員貯金残高の増加
に伴う支払利息の増加により約1,846万円の増加となりました。

○	収支の結果、1億6,172万円の当期利益金を生じましたので、1億1,179万6千円を欠損金補てん積立金に、4,992万4千
円を積立金へ積み立てました。

平成29年度末の貯金の状況　※≪　≫内は前年度対比を表す。

貯金総額 貯金者数 貯金加入率 支払利率

714億693万円
≪22億3,593万円≫

9,439人
≪106人≫

67.27％
≪0.30％≫ 平成29年4月1日より� 年利　1.25％

支払利息 894,087千円

その他
10,825千円

利息及び配当金 1,133,927千円収入

支出
旅費・事務費 3,163千円

職員給与・賃金 60,550千円 その他 25,232千円

損益内訳
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