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文部科学省共済組合

事業計画及び予算
文部科学省共済組合

事業計画及び予算
平成20年度

文部科学省共済組合の平成20年度事業計画及び予算案は、第16回文部科学
省共済組合運営審議会の審議を経て財務大臣に提出、認可されました。
共済組合では、事業内容ごとに8つの独立した経理を設けて事業を運営して
います。
平成20年度の各経理ごとの事業計画及び予算は、次のとおりです。

共 通 事 項

短 期 経 理

平成20年度末組合員数及び被扶養者数は、第1表のように見込んでいます。

事　項 平成19年度末 平成20年度末

組 合 員 数 146,370（4,230） 147,725（4,244）

被扶養者数 168,413（3,574） 159,343（3,532）

第1表

（ ）書は、任意継続組合員で外数

組合員やご家族の方々の病気、けが、出産、災害等のときに給付を行う経理です。

短期経理は、組合員及び被扶養者の病気・出産・死
亡・休業・災害・結婚などに対して給付を行う経理です。
また、後期高齢者支援金・前期高齢者納付金・介護納付
金等の支払いも行っています。
この財源は、組合員の短期掛金と40歳以上65歳未満の

組合員による介護掛金及びこれらと同額の国又は大学法
人等からの負担金が充てられます。
今年度は、介護掛金率について、若干引き上げられま

した。20年４月からの掛金率等は第２表のとおりです。
今年度の収入総額は、74,753,138千円となり、前年度と

比較し346,036千円の増加となりました。
一方、支出総額は、80,296,700千円で、医療制度改正に

より老人保健拠出金・退職者給付拠出金のかわりに設けら
れた後期高齢者支援金・前期高齢者納付金の支払いに加
え、新たに病床転換支援金・特例支援金の支払いが義務づ

けられたことにより、前年度に比べて4,287,756千円増加
し、5,543,562千円の当期損失金となりますが、当分の間、
掛金率を上げることなく積立金を取り崩して補てんする
こととしています。
なお、短期掛金率29.47のうち、28.45が短期経理の財源
となり、残りの1.02は保健経理の財源となります。また、
附加給付は第３表のとおりです。

組合員種別
掛金率 負担金率

短期 介護 短期 介護
一 般 組 合 員 29.47 4.2 29.47 4.2
船 員 組 合 員 24.32 4.2 34.62 4.2
任意継続組合員 58.94 8.4 -- --

第2表 （千分比）



3t

給付の名称

家族療養費附加金

（合算高額療養費）

一部負担金払戻金

家族訪問看護療養費附加金

埋葬料附加金

家族埋葬料附加金

傷病手当金附加金

弔慰金附加金

家族弔慰金附加金

結婚手当金

入院附加金

第3表 給付額等

組合員負担額－25,000円（支給額1,000円未満の場合
不支給　100円未満の端数切捨）

組合員負担額－50,000円（「端数処理」上に同じ）

「家族療養費附加金」に同じ

「家族療養費附加金」に同じ

定額50,000円

定額50,000円

法定給付支給期間経過後法定給付と同額を退職まで支
給又は休職後3年支給

法定給付と合算して最低保障額270,000円

法定給付と合算して最低保障額270,000円

1件につき80,000円

組合員の５日以上の入院1回につき10,000円

支出 

その他　5,914,540

後期高齢者支援金
11,858,658

その他　6,417,352

当期損失金　5,543,562

退職者給付拠出金　6,439,285

特例支援金　928,795

病床転換支援金　7,711

休業給付 
480,609

災害給付
13,995

附加給付
1,031,499

老人保健拠出金 
2,620,883

国庫補助金収入・ 
交付金収入　91,868

収入 

（計）74,753,138 （計）80,296,700
※当期損失金は、積立金を取り崩して補てんすることとしています。 

グラフ1　短期経理の収支見込　（単位：千円）

保健給付 
32,814,455

介護納付金　5,620,442

前期高齢者納付金
12,063,016

掛金収入・負担金収入 
68,746,730

国家公務員共済組合連合会からの借入金を財源として、組合員の方々への貸付を行う経理です。

収支見込はグラフ２のとおりです。

●貸付事業 有利な条件で貸付を行っています。
特別貸付、住宅貸付、特別住宅貸付の利率については借入
金利に連動して金利の変動（（ ）の％は平成20年6月1日の
金利）があります。
・一般貸付…年利4.26％
・特別貸付…年利4.26％ （2.96％）
・住宅貸付…年利4.26％ （2.96％）
・特別住宅貸付…年利4.56％ （3.26％）
（元本据置、2年以内に退職を予定する者又は5年以内に定
（停）年退職を予定する者が対象）
※団体信用生命保険

100万円を超える住宅貸付を借り受けた組合員でこの保険に加入している人

が死亡又は高度障害になった場合に、残存債務について保険金が支払われる

制度があります。

支出 収入 

※当期利益金は、貸付資金積立金へ積み立てられます。 

グラフ2　貸付経理の収支見込み　（単位：千円）

貸付金利利息等 
2,142,912 支払利息等 

2,123,338

当期利益金 
19,574 
 

貸 付 経 理
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平成20年度文部科学省共済組合　事業計画及び予算

貯金事業、団体積立終身保険事業（団終事業）及びアイリスプラン事業等を行う経理です。

収支見込みはグラフ3のとおりです。

●共済積立貯金事業
有利な条件で組合員貯金を取り扱っています。利率は

年0.50％（半年複利）です。（金融事情の変動により利率を
変更することがあります。）

1ヶ月に1回の払い出しができ、しかも定期預金より高い
利率の有利な貯金です。

●団体積立終身保険事業
在職中に給与などから積み立てた積立金をもとに退職時

に、①年金の受取り、②一時払退職後終身保険への転換、

③医療保険への加入、④一時金の受取りのいずれかを選択

し、退職後の福祉の充実向上を目的としています。

●アイリスプラン事業、グループ保険事業、団体
傷害保険事業及びがん保険事業

①アイリスプラン事業では、在職中に積み立てた積立金を公的年金を受給するまでの間の年金として支払う「つなぎ年金コー

ス」と、組合員やその家族が病気やけがをしたときに給付される「医療・傷害補償コース」、公的介護保険では適用されない範

囲の介護を受けるための資金を給付する「介護保障コース」を、②グループ保険事業では、死亡・高度障害時の保険給付や

病気・けがによる入院給付、さらに三大疾病に罹患した際の一時金給付や健康な体づくりへのサポート事業を、③団体傷害保

険事業では、急激・偶然かつ外来の事故によるけがに対する保険給付や外出時の携行品の破損・盗難等に対する損害保険金

の給付、さらに他人にけがをさせたり等の法律上の賠償責任を負った際の賠償金の給付及びゴルフプレイ中の各種リスクに対

応した保険金の給付を、④がん保険事業では、がん又は上皮内新生物と診断された場合に、入院・通院や治療を受けた際の給

付を行っており、いずれの事業も組合員の福祉の向上に役立ててもらうことを目的に実施しています。

組合員とそのご家族の方々の健康の保持増進を図るための人間ドック及び特定健康診査等、レクリ
エーション及びその他の厚生事業を行う経理です。

福祉掛金1.02／1000及びこれと同額の負担金（負担金のうち0.67／1000は、国家公務員共済組合連合会が行う病院、宿
泊施設の運営等の福祉事業の財源となります）を財源として運営されています。
収支見込みはグラフ4-1、事業の概要はグラフ4-2のとおりです。

支出 収入 

※積立貯金の当期利益金は、欠損金補てん積立金へ積み立てられ、団終等の 
　当期利益金は積立金へ積み立てられます。 

グラフ3　貯金経理の収支見込　（単位：千円） 

受取利息等 
3,329,511

支払利息等 
2,094,161

当期利益金 
1,235,350

支出 収入 

※当期利益金は、積立金へ積み立てられます。 

グラフ4-1　保健経理の収支見込（単位：千円） グラフ4-2　厚生事業内訳（単位：千円） 

その他　136,724

生涯生活設計 
セミナー　10,000

特定健康診査 
等費用　308,459宿泊経理へ繰入れ 

100,000

当期利益金　7,141

（計）2,447,631 （計）2,440,490 （計）1,468,213

成人病対策事業 
827,337

掛金収入・負担金収入 
2,239,596

スポーツクラブの 
利用補助等　88,921

一般厚生事業 
233,496

厚生費 
1,468,213

連合会へ 
繰入れ 
735,553

その他 
208,035

貯 金 経 理

保 健 経 理
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組合員及びそのご家族の方々に対して行う医療給付等に必要な事務費で、組合員一人当たり年間

349.22円の国及び事業主の負担を財源として運営されています。

組合員とそのご家族の方々の旅行、保養のために設置されている宿泊施設（3ヵ所）を経営する経
理です。

（計）128,345 （計）95,711

※当期利益金は、積立金へ積み立てられます。 

グラフ5　業務経理の収支見込　（単位：千円） 

支出 収入 

負担金収入 
90,990

事務費・その他 
82,807

その他　7,025 旅費　12,904当期利益金 
32,634

短期経理 
からの受入金 
30,330

収支見込はグラフ6のとおりです。
最終ページに宿泊施設のご案内を掲載しておりますので、旅行、保養、出張、会議等に是非ご利用ください。

（計）322,409 （計）319,394

グラフ6　宿泊経理の収支見込　（単位：千円）

その他　1,546 当期利益金　3,015

委託費　17,148

飲食材料費 
29,882

光熱水料・ 
燃料費　30,132

修繕費　12,885

負担金　28,814

施設収入 
220,863

保健経理 
より受入 
100,000

支出 収入 

減価償却費 
85,493

その他 
49,947 職員給与・

賃金等　 
65,093

※当期利益金は積立金へ積み立てられます。 

業 務 経 理

宿 泊 経 理
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平成20年度文部科学省共済組合　事業計画及び予算

全国3ヵ所の支部に設置している直営診療所を経営する経理です。

全国3支部に直営診療所が設置され、組合員及び被扶養者等の疾病等について簡単な診療を行っています。
収支見込はグラフ7のとおりです。

（計）31,403（計）29,567

グラフ7　医療経理の収支見込　（単位：千円） 

支出 収入 

患者収入 
29,567

その他　2,671

職員給与・賃金等 
5,884

委託費　2,470

薬品費・ 
医療材料費等

20,378

当期損失金　1,836

財形持家融資事業を行う経理です。

1年以上財形貯蓄を継続し、50万円以上の残高を有している組合員が自己の住宅を建設、購入、改良する場合に資金を
融資します。
収支見込はグラフ8のとおりです。

グラフ8　財形経理の収支見込　（単位：千円） 

支出 収入 

貸付利息等 
35,965

支払利息等 
35,965

医 療 経 理

財 形 経 理
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掛金率等の変更について
平成20年4月1日付けで変更になった主なポイントをご紹介します。

平成20年4月からの医療保険制度の主な改正について

介護掛金率の引き上げを行いました。

（長期・船員組合員）4.1／1000 →　4.2／1000
（任意継続組合員） 8.2／1000 →　8.4／1000

今後も、老後の最大の不安要因である「介護」を社会全体で支える制度である介護保険制度について、ご理
解をお願いします。

積立貯金の利率の引き上げを行いました。

年0.4％　→　年0.5％

出産費及び家族出産費の受取代理が始まりました。

組合員の医療機関等の窓口負担を軽減するため、組合員が共済組合（所属支部）に事前申請することによっ
て、医療機関等が組合員に代わって出産費・家族出産費を受け取ることができるものです。 詳細は、ご所属の
共済支部の共済担当者へお尋ねください。

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の創設

75歳以上（一定の障害がある方は65歳以上）の組合員及び被扶養者は、「長寿医療制度」に加入することになり
ました。
また、組合員が「長寿医療制度」に加入すると、その被扶養者が75歳未満である場合は、国民健康保険への加入
が必要となります。
被扶養者については、認定取消の手続きが必要となります。
平成20年4月からは、共済組合の短期給付（育児休業手当金及び介護休業手当金を除く）の適用から除外され

「長寿医療制度」で医療を受けることになりました。

乳幼児に対する自己負担割合軽減措置の拡大

乳幼児に対する自己負担軽減（2割）の対象年齢が、3歳未満から義務教育就学前までに拡大されました。

高額医療・高額介護合算制度の創設

医療保険及び介護保険の自己負担の合計額が著しく高額になる場合に負担を軽減する仕組みが設けられまし
た。（実際の申請手続き等は平成21年8月からとなります。）

高齢受給者の自己負担割合の見直し（1割から2割）が一年間据え置かれました。

70歳以上75歳未満の高齢受給者で、一般及び低所得者に該当する方についての自己負担割合について、平成
21年3月まで1割のまま据え置かれることになりました。

＊＊＊ お知らせ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
平成20年4月から「離婚時における3号分割制度」が実施されることになりました。詳細は、ご所属の共
済支部の共済担当者へお尋ねください。
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文部科学省共済組合の 

生活 
応援 menu

　文部科学省共済組合では、組合員及びご家族の

生活を応援するために健康やレジャー、融資や保

険など様々な事業を行っています。また、この他に

も各支部で独自に行っている事業もあります。 

　これらの共済事業のお申し込み、ご相談は、ご自

分の所属する支部の共済担当者へお尋ねください。 

文部科学省共済組合の 

生活 
応援 menu

　文部科学省共済組合では、組合員及びご家族の

生活を応援するために健康やレジャー、融資や保

険など様々な事業を行っています。また、この他に

も各支部で独自に行っている事業もあります。 

　これらの共済事業のお申し込み、ご相談は、ご自

分の所属する支部の共済担当者へお尋ねください。 

しおり P100
例えば

は
「 」の100ページの
ことを示します。
共済のしおり 19平 成 年 

貸付事業
有利な条件で貸付を行っています。

●一般貸付（利率　4.26％）
日常生活において臨時に資金を必要とする場合、物資を購入する

場合、その他

●特別貸付（利率　2.96％）
教育・結婚・医療・葬祭・災害

●住宅貸付（利率　2.96％）
組合員が組合員又は被扶養者の居住する住宅を新築、増築、改築、

移築、購入、借入若しくは修理し、又は住宅の敷地を購入、借入若

しくは補修するのに資金を必要とする場合

●特別住宅貸付（利率　3.26％）
元本据置、組合員期間が20年以上で2年以内に退職を予定する者
又は5年以内に定（停）年退職を予定する者で組合員が居住する住
宅を新築、又は購入のための資金として700万円を超える資金を必
要とする場合

※ただし、特別貸付、住宅貸付、特別住宅貸付の利率は、平成20年6月1日現在のもの
で、借入金利の変動により、金利の変動があります。

直営診療所
全国3ヵ所の直営診療所で診療が受
けられます。

しおり P131

しおり P192

宿泊施設
東京・箱根・乗鞍高原の3ヵ所の宿
泊施設を低料金で利用できます。

しおり P193

財形持家融資事業
1年以上財形貯蓄を継続し、50万円以上の
残高を有している組合員が自己の住宅を建

設、購入、改良する場合に資金を融資します。
しおり P165

※団体信用生命保険事業

文部科学省共済組合から住宅貸付（100万円を超える住宅貸付）を借り
受けた組合員が貸付金返済期間中に死亡又は高度障害となった場合、

保険金により残存債務を完済し、退職金を確保することで、家族の生活

基盤の安定を図ることを目的として行っている事業です。
しおり P154

文部科学
省共済組

合  

http://www.monkakyosai.or.jp

共済の し
 お り 

19平 成 
年 
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厚生事業
●成人病対策への事業（人間ドックの助成）

●特定健康診査等事業（平成20年度より新
規事業）

●健康増進のための事業（レクリエーショ

ン・スポーツクラブの利用団体契約及び

利用助成事業など）

●生涯生活設計セミナー

●永年勤続退職者（30年）に対する記念品
配布事業

●文部科学省共済組合宿泊施設利用補助

事業 しおり P128

団体積立終身保険事業
在職中に積み立てた積立金をもとに退職時に、①年金の

受取り、②一時払退職後終身保険への転換、③医療保険

への加入、④一時金に受取りのいずれかに充てることに

よって、組合員の退職後の福祉の充実向上に資すること

を目的とした事業です。 しおり P159

アイリスプラン事業
①在職中に積み立てた積立金を、主に公的年金

を受給するまでの間の年金として受け取る、

②短期掛捨保険として疾病等による入院や傷

害事故による入院・通院等に対する給付金の

支給、③公的介護保険では適用されない範囲の

介護を受けるための給付金等が支給されるこ

とで、組合員の福祉の向上に役立ててもらう

ことを目的とした事業です。（財団法人教職員

生涯福祉財団から受託） しおり P171

共済積立貯金事業
一般の預貯金より有利な条件で組合員貯

金を取り扱っています。利率は年0.50％
です。（金融情勢の変動により利率を変

更することがあります。）
しおり P156

団体傷害保険事業
組合員及び家族の様々な事故等による傷

害に対し、①組合員本人が加入すること

により、家族全員が補償の対象となる

「ファミリータイプ」と、②組合員本人及

びご家族の方が個別に加入することがで

きる「パーソナルタイプ」により、死亡

保険金を始め、後遺障害保険金、入院給

付金、通院給付金などの給付や、健康・

医療相談サービス及び法律相談サービス

が受けられる事業です。

しおり P186

グループ保険事業
①死亡・高度障害時に対し給付金が支払われる

「グループ保険制度」、②入院時の自己負担を補う

「入院保険制度」、③三大疾病（がん、心筋梗塞、

脳卒中）に罹患した際に一時金が支払われる「三大

疾病保険制度」、④『病気にならない健康な体づ

くり』をテーマに展開される「健康づくりサポート

制度」の4つの制度により、組合員の保障ニーズ
への対応と健康増進を目的とした事業です。

しおり P182

がん保険事業
アメリカンファミリー保険会社の商品により、①がん又は上皮内新生物に罹患した際に診

断給付金を始め入院給付金や手術給付金などの給付が受けられる「21世紀がん保険」と、②
がん又は上皮内新生物以外の殆どの病気やけがに対する入院給付金や手術給付金が受けら

れる「特約MAX21」の2つの保険を実施しております。
しおり P190
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文部科学省共済組合の 

生活 
応援 menu

文部科学省共済組合の 

生活 
応援 menu その他の事業

●バカンスクーポン
直営宿泊施設等の保養所に宿泊する場合に、そ

の旅行に必要なJR乗車券に割引で購入すること

ができます。

●ホームローン
自己の居住する宅地、住宅の購入、自己の居住

する住宅の新築、増改築、補修、自己の居住す

る住宅の借換資金を有利な利率で銀行から融資

が受けられます。取引銀行は、みずほ銀行、三

井住友銀行、三菱東京UFJ銀行です。

●フリーローン
臨時に要する資金等を借り受ける場合に、一般

の無担保ローンの金利より低金利で銀行から融

資が受けられます。取扱銀行はみずほ銀行、三

菱UFJ信託銀行です。

●法人カード
（JCBビジネスカード及びDCビジネスゴールド

カード）

組合員を対象に、年会費が無料で、国内外での

旅行傷害保険サービス等の特典があるゴールド

カードが利用できます。

●宿泊施設の相互利用システム
公立学校共済組合及び日本私立学校振興・共済

事業団の各宿泊施設と相互利用契約を提携し、

それぞれ組合員料金で利用できます。年金受給

者も組合員料金で利用できます。

●住宅相談業務
住宅建物の購入・売却などの際の情報提供や通

常の取扱手数料から30％割引などの特典が受け
られます。

●レンタル用品の割引利用契約
組合員とその家族がアコム及びダスキン（モッ

プ、フロアマット等清掃用品を除く）のレンタ

ル用品を利用する際に、レンタル料が通常の

10％～20％引きで利用することができます。

●引越システム
組合員とその被扶養者の方々が国内や国外への

転勤や転居などで引越及び旅行を行う際に、荷

物運賃部分が割引になり、代金の支払いが後払

いとなるシステムです。

●ワンデイクーポン
組合員とその家族がニッポンレンタカー（全国

約1,000営業所）を利用する際に、レンタル料が
割引になる「ワンデイクーポン」を利用するこ

とができます。

●海外旅行及び国内旅行の割引利用契約
組合員とその家族が海外旅行及び国内旅行に行

く場合に、日本旅行を利用すると、割引料金で

利用することができます。

●特別契約保養所
サンルートホテルチェーン、プリンスホテル、東

急ホテルズ、日本旅行、フォーブスの5社の関連
施設を割引価格で利用することができます。

●文部科学省団体扱自動車保険
組合員と退職者が自動車保険を契約するにあた

り、保険料割引の特典が受けられます。

■より詳細な情報や、ご利用申込については、ご所属の共済
支部の共済担当者にお尋ねください。

しおり P197

しおり P214

しおり P204

しおり P209

しおり P213

しおり P199

しおり P215

しおり P205

しおり P208

しおり P211

しおり P230

しおり P212



特定健康診査・特定保健指導が始まります

平成20年度から、40歳から74歳までの組合員及び被扶養者を対象にメタボリック
シンドローム(内蔵脂肪症候群)の予防と改善を目的とした「特定健康診査・特定保健

指導」が始まりました。今までの「病気の早期発見・治療」に加え、「病気になりに

くいカラダ作りを」という、予防に重きを置いた健診と保健指導へと変わりました。

文部科学省共済組合では、平成20年6月から「特定健康診査・特定保健指導」を行
います。

人間ドックを受診しない被扶養者及び任意継続組合員の方は、特定健康診査受診券

の発行を受けた後、共済組合が指定する健診機関で受診していただくことになります。

詳細は、共済組合ホームページをご覧ください。

11t

文部科学省共済組合ホームページアドレス
http://www.monkakyosai.or.jp/

特定健康診査について

平成20年4月1日に組合員の資格を有している方（任意継続組合員を含む）及び
その被扶養者で、平成20年度中に40歳になられる方から74歳までの方(昭和9年4
月1日から昭和44年3月31日生まれ）の組合員及び被扶養者の方が対象となりま
す。健診内容は、生活習慣病のリスクを増幅するメタボリックシンドロームに着

目したものとなっています。

■ 組合員の方
今までどおり事業主が行う定期健康診断等及び共済組合事業の人間ドック

を受診していただくことで「特定健康診査」を受けたものとみなされます。

■ 被扶養者・任意継続組合員の方
共済組合事業の人間ドックを受診していた方を除き、これまで市区町村が実

施していた住民健診等を受診していた方は、これからは共済組合が行う「特定

健康診査」を受診していただくことになります。

今後は、「人間ドック」または「特定健康診査」のどちらかを受診することに

なります。

特定保健指導について

「特定健康診査」の検査結果に基づき生活習慣病によるリスクによって3段階
に階層化され、それぞれの状態に応じて「情報提供」、「動機づけ支援」、「積極

的支援」の保健指導を行います。
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文部科学省共済組合直営宿泊施設のご案内
お申し込み・お問い合わせは各宿泊所まで

東京宿泊所

フォーレスト本郷
本郷の杜に佇むプチホテル。
東京都内の主要スポットへのアクセスにも便利です。

〒113-0033 東京都文京区本郷6-16-4
TEL: 03-3813-4408 FAX: 03-3813-4409
http://www.forest-hongo.com

客室のベットは全室セミダブル
以上。落ち着いたインテリアで
ゆったりくつろげます。

併設するレストラン“ルヴェソン
ヴェール”は本格フレンチレスト
ラン。アットホームなウエディン
グパーティーにもおすすめです。

利　用　料　金 5,775円～（税・サ込）
チェックイン 15:00
チェックアウト 11:00

箱根宿泊所

四季の湯強羅静雲荘
四季折々の豊かな自然に囲まれた温泉自慢の宿。平日の
ご利用がおすすめです。

〒250-0408 神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320
TEL: 0460-82-3591
http://www9.ocn.ne.jp/̃seiunsou/index.html

大涌谷から引いた源泉掛け
流しの温泉。大自然に囲ま
れた露天風呂は日頃の疲れ
を癒してくれます。

季節の食材を使用した懐石風の
料理が好評です。

利　用　料　金 7,773円～（税・サ込）
チェックイン 14:00
チェックアウト 10:00
温泉の泉質・効能 強羅温泉（硫酸温泉）

神経痛・慢性消化器病・冷え性等

乗鞍高原保養所

四季の宿あづみ館
乗鞍高原の大自然を満喫できる宿。滝巡りや上高地散策など
これからの行楽シーズンにおすすめスポットがいっぱいです。

〒390-1513 長野県松本市安曇鈴蘭4306-4
TEL: 0263-93-2005
TEL: 0263-37-2141（予約専用：信州大学総務部人事課福利厚生グループ）
http://jimuwww.shinshu-u.ac.jp/az/azumi/azumi.htm

中部山岳国立公園にある高原の静寂
な白樺林の中に佇む山小屋風の宿。

食事は岩魚や四季折々の山菜料
理を堪能することができ、木の
実や木の枝の自然素材で動物な
どを創作する「アースアート」
の制作も体験できます。

利　用　料　金 6,964円～（税・サ込）
チェックイン 15:00
チェックアウト 10:00
温泉の泉質・効能 乗鞍高原温泉（単純硫化水素泉）

神経痛・慢性消化器病・冷え性等

文部科学省共済組合宿泊利用補助券のご案内
文部科学省共済組合の宿泊施設では、チェックインの際に、組合員証の提示と、「宿泊施設利用補助券」に、氏名・支部名を
ご記入頂くだけで宿泊料から1名１泊につき1,000円の割引をすることができます。（１回の利用につき３泊まで）

組合員及びその被扶養者のためだけのお得に宿泊できる特典です！ぜひご利用ください。
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