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　 共済組合の組織

　私たち共済組合には、その業務を運営す
るために、議決機関として「組合会」、執
行機関として「理事長・理事」、監査機関
として「監事」が設けられ、共済組合の事
業が円滑かつ適正に行われるようになって
います。
　組合会は、共済組合の民主的な運営に資
するため設置され、事業計画、予算及び決
算等の重要事項の審議、議決を行います。

　 議員の任期

　議員の任期は２年で、現在の議員は、平
成26年11月30日をもって任期満了となり
ます。

　 選挙の方法

　市町長が選挙する議員（長側議員）は、【表
１】の選挙区ごとに市町長の互選により選
出されます。
　市町長以外の組合員が選挙する議員（職
員側議員）は、【表２】の選挙区ごとに選
出された代議員の投票又は代議員の過半数
の者に異議がない場合には代議員の指名推
薦により選出されます。
　なお、代議員は、所属所ごとに原則組合
員100人に１人選出されます。

平成26年11月中旬執行予定

組合会議員選挙

選　　　　挙　　　　区 議員の数
第１区 島原市、諫早市、大村市、雲仙市、南島原市、東彼杵郡の区域内の町 ４
第２区 長崎市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、西彼杵郡の区域内の町、新上五島町 ３
第３区 佐世保市、平戸市、松浦市、北松浦郡の区域内の町 ３

選　　　　挙　　　　区 議員の数

第１区
島原市、諫早市、大村市、雲仙市、南島原市、東彼杵郡の区域内の町、東彼地区保健福祉組合、
南高北部環境衛生組合、島原地域広域市町村圏組合、県央地域広域市町村圏組合、雲仙・南島原
保健組合、県央県南広域環境組合

３

第２区 長崎市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、西彼杵郡の区域内の町、新上五島町、長崎県市町村
総合事務組合、地方独立行政法人長崎市立病院機構、長崎県市町村職員共済組合 ４

第３区 佐世保市、平戸市、松浦市、北松浦郡の区域内の町、北松南部清掃一部事務組合、北松北部環境
組合 ３

長側議員

組合会議員10人

互選により選出

21市町長

職員側議員

組合会議員10人

代議員
所属所ごとに組合員
100 人に１人選出

組合員

投票又は指名推薦
により選出　　　

【表２】市町長以外の組合員が選挙する議員の選挙区

【表１】市町長が選挙する議員の選挙区

監事

長側議員から　　１人
職員側議員から　１人
学識経験者から　１人

組合会

長側から　　10人
職員側から　10人

各所属所

理事

長側議員から　　３人
職員側議員から　３人

理事長

長側の　　　　　
理事の中から選出

事務局

議決機関　　　　　執行機関　　　　　監査機関
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　日本人の死因を見ると、６割以上の人が悪性新生物（がん）・心疾患・脳血管疾患でなく 
なっています。これらの疾患の発症の引き金となるのが、毎日の生活習慣です。
　今回は、様々ながんの原因や予防法、検査法についてまとめてみました。健診の必要性に
ついても再度ご確認ください。
１．日本人に最も多い胃がん
　死亡率は年々低下しており、これは健診により早期発見早期治療の成果とも言われていま
す。早期に発見し治療すれば怖い病気ではありません。
　予防するためには、①塩分を取りすぎない　②タバコを吸わない　③野菜や果物などを十
分にとるなど注意しましょう。最近では、ピロリ菌の感染が原因の一つとも言われています
ので、その検査や必要があれば除菌をされるとよいでしょう。

　胃がん検診受診率：長崎県　全国第41位

ステキに歳を重ねましょう

長崎県諫早市多良見町化屋 986-2
TEL　0957-27-2127（直通）
日本赤十字社　長崎原爆諫早病院
健診部　健診課長　坂口　直子

疾病の第１の予防は、定期的な
健診です。今年度健診がまだの
方は、早めに受診しましょう。
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２．がんの死亡率のトップになった肺がん
　肺がんの種類は、腺がん・扁平上皮がん・小細胞がん・大細胞がん等がありますが、それ
ぞれに特徴があります。症状が出にくいものや、進行が遅く転移しにくいものもあれば、反
対に進行が早く転移しやすいものもあります。
　肺がんになりやすい人
　①喫煙指数（１日の本数×喫煙年数）が400以上
　②自覚症状がある人（なかなか治らない咳や痰、血痰、胸痛、背部痛が持続的にある）
　③呼吸器に影響があると考えられる労働環境の人（アスベスト等）
　肺がん検診受診率：長崎県　全国第37位

３．食生活の変化に伴い増加する大腸がん
　食生活の欧米化などに伴い年々増加しています。大腸がんの70 ～ 80％は直腸とS状結腸
に発生しています。これは、便が長時間とどまりやすく発がん物質の影響を受けやすいため
だと考えられています。便通の調子を整えておくことも予防の一つのようです。
　健診で、検便の便潜血反応が（＋）の場合は、大腸の内視鏡検査を受けましょう。
　そうでない場合も、40歳過ぎたら数年に一度は大腸内視鏡検査をお勧めします。
　大腸がん検診率：長崎県　全国第39位

４．働き盛りの男性に多く発生する肝臓がん
　肝臓がんのほとんどを占める「肝細胞がん」は決して突然できるものではありません。B型・
C型肝炎ウィルスに感染した方が、肝硬変になり肝臓がんに移行するケースが大半です。そ
のため肝炎を重症化させないことが大切です。
　最近では、肝炎の原因が、ウィルスやアルコールばかりではなく脂肪肝であることも少な
くありません。日頃の生活習慣の積み重ねから肝臓の疾患を予防しましょう。
　検査としては、肝機能の血液監査や腹部超音波検査などがあります。
　　
５．若い人に増えている乳がん
　日本人の女性20人に１人かかるがんですが、１cm以下の大きさで発見治療できれば、治
りやすいがんとも言えます。定期的な検診と自己検診をお勧めします。
　自己検診：乳房の形や表面の変化を鏡で見たり、横になってしこりの有無を調べたりしま
す。入浴時に石鹸をつけ指の腹で優しく撫でるように触ってみるとよいでしょう。
　乳がんになりやすい人
　①血縁に乳がんの人がいる　②太っている　③初経が早い　④閉経が遅い
　⑤出産・妊娠歴がない　⑥授乳歴がない　などの方です。
　乳がん検診率：長崎県　全国第39位

６．早期発見がより大切な子宮がん
　子宮がん検診では、正常な細胞ががん細胞になる前の変異（異型細胞）を診断できるため、
早期発見しやすいがんです。
　子宮がん検診率：長崎県　全国第37位
　　　　参考文献：日本人間ドック健診協会監修　健康読本　もっと健康!!　ずっと健康!!
　《参考》長崎県は、がんの死亡率が男性女性とも高位に入っています。
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生活習慣病の早期発見に『特定健診』があります。

　受診の必要性は、以前にもお話しした通り皆様お分かりかと思います。　　
　医療費との関係を見ても、受診の大切さが分かります。

　メタボリックシンドローム該当者及び予備軍と年間医療費の関係

　平成21年度の特定健診結果でメタボリックシンドローム該当者及び予備軍となった者の
平成22年度のレセプトにおける年間医療費は、メタボリックシンドローム非該当者と比較
して

　　　約９万円高い

例１：（40歳～ 44歳　男性）　　　例2：（70歳～ 74歳　女性）
　　　　　　　　　　　年間医療費　　　　　　　　年間医療費
　　メタボ該当者　　　219,580円　　　　　　　　412,680円
　　　　　予備群　　　165,490円　　　　　　　　345,640円
　　　　　非該当　　　121,490円　　　　　　　　318,700円　　　　　　　　　　

　特定健診・特定保健指導を受けてこの先の出費を減らしましょう!!
　がん検診や特定健診等健診全般を併せ持つ人間ドックの受診もお勧めします。
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お口の健康アドバイス

　生活習慣病の予防には、お口の健康づくりが大切
です。そこで、長崎県歯科医師会のご協力により 
「お口の健康アドバイス」と題し、口腔衛生につい
て掲載します。

医療情報委員会　委員

宮田　浩光　先生

先生から一言

長崎県歯科医師会医療情報委員会、委員の宮田浩光です。
顎の痛みがなくなる話をお伝えします。

顎関節症とは
　皆様、顎の関節がカクカク音がして痛いとか、顎の周りが痛くて口がうまく開けられない
とかいう経験ないですか？
　顎を動かす筋肉や靱帯、顎の関節、それから顎の酷使により影響を受ける可能性がある首
や頭部の筋肉の問題を含めて顎関節症と呼びます。
　我々の診療所にも顎関節症の患者がしばしば来院されます。“なんね、筋肉痛ね。あー虫
歯じゃなくて良かったバイ。”と笑ってお帰りになる方もいらっしゃれば、口が開かずご飯
も食べられないと深刻そうになさる方まで様々です。

顎関節症の治療の歴史
　昔から長年にわたり顎関節症はかみ合わせに起因する病気と考えられてきました。そのた
めかみ合わせの調整や、さらに矯正治療、外科手術、歯の被せ物によってかみ合わせの位置
を変えることなどがなされてきました。しかし、最近の研究ではかみ合わせの治療は有効で
はなく、多くの患者の症状は一時的であるということが分かってきました。
　さらに 2010 年には米国歯科研究学会が“顎関節症の治療は保存療法（削ったり切ったり
しない治療法）によって行うべきである。”という内容の声明を発表しました。そのため今
では顎関節症の治療としてかみ合わせの治療は行わないのが原則になりました。
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顎関節症は自然と治る疾患
 

　図をご覧下さい。
　顎関節症は若い女性に多いことが分かります。60 歳代以降では急速に減少します。もし
仮に顎関節症が進行性で治らない病気ならば、年齢が高くなるほど患者数は多くなるはずで
す。
　年齢と共に患者数が減少していることから、顎関節症は治療しなくても長期的には改善す
る病気であることが強く示唆されます。
　顎関節症の治療にとって最も大切なことは“自然と治る病気である”ことを理解すること
のようです。

　とはいうものの、痛みが出たらちゃんと自己管理することも大切です。
　次号から顎関節症の原因やセルフケアの方法を説明します。

参考：米国立衛生研究所ウェブサイト
　　　クインテッセンス出版　TMD を知る　改訂第２版
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　整骨院や接骨院で施術を受ける場合、すべての傷病に対して組合員証や被扶養者証（以下、
「組合員証等」）が使用できるわけではありません。対象の傷病をご理解のうえ、負傷の原因
を正しくお伝えし、適正受診にご協力ください。

　※交通事故等による第三者行為によって負傷された場合は、保健課までご連絡ください。

保 健 課 か ら の お 知 ら せ

柔道整復師の施術を受けられる方へ

組合員証等が使用できる場合
　　・骨折　　　　※緊急の場合を除き、医師の
　　・脱臼　　　　　同意が必要です。
　　・打撲
　　・捻挫（肉ばなれを含む）

組合員証等が使用できない場合
　　・単なる肩こり
　　・筋肉疲労、肉体疲労
　　・慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
　　・勤務中や通勤途中での負傷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

⃝
×

　ドックや特定健康診査は、ご自身の健康状態を把握するための重要な健診です。
　ドック受診助成券や特定健康診査受診券の交付を受け、未受診の場合は速やかに医療機関
へ予約のうえ受診願います。
　受診結果によっては、特定保健指導（医師・保健師・管理栄養士などの専門家から個人の
健康レベルに合わせた指導を実施）を受けていただくことがありますが、６か月程度の期間
を要しますので、ドック、特定健康診査は早めの受診を心がけましょう。

ドック、特定健康診査を受診し、健康状態を確認しましょう

医師の
同意書
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保 健 課 か ら の お 知 ら せ
　共済組合では、インフルエンザ感染予防や発病時の重症化を防ぐことを目的として、イン
フルエンザ予防接種費用の一部を助成します。
　助成を希望される場合は、次の項目にご注意いただき、請求を行ってください。
　なお、請求手続き等詳細については所属所の共済組合事務担当課へお問い合わせ願います。

１．助成対象者
　 　平成26年10月１日以降、インフルエンザ予防接種を受けた組合員及び被扶養者（地方

公共団体からの助成を受ける者を除きます。）
２．助成額及び回数
　 　年度内において1,500円を限度として１人につき１回の助成とします。ただし、インフ

ルエンザ予防接種費用が1,500円に満たない場合は当該費用を助成します。
３．助成金請求時の必要書類
　 　助成金請求の際はインフルエンザ予防接種費用助成金

請求書のほか、領収書（医療機関名、予防接種対象者の
氏名、予防接種名（インフルエンザ予防接種と記入）、
予防接種額及び領収日が明記されているもの。）が必要
です。

　 　なお、領収書のコピーでは受付けできませんのでご注
意願います。

　共済組合では、長崎県歯科医師会のご協力により、歯・歯組織疾患の予防、生活習慣病予
防の意識啓発を目的として、組合員及び被扶養者（平成26年度に13歳以上（中学生以上）
となる方）を対象にお口のチェックを実施しています。
　長崎県内の共済組合が契約した歯科医院において受診が可能であり、歯の状況等を確認す
る口腔診査、歯ブラシ、歯間ブラシ及びフロスを使用したブラッシング指導等の口腔衛生指
導を受けることができます。
　この機会に積極的に受診し、生活習慣病とも関わりのある虫歯や歯周病の予防、早期発見
に役立てましょう。
　なお、受診の申し込み等詳細については所属所の共済組合事務担当課へお問い合わせ願い
ます。

インフルエンザ予防接種費用の一部助成を行います

お口のチェックを実施しています
～積極的に受診し、お口の健康づくりに取り組みましょう～
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　共済組合では、組合員の皆様が、生活必需物資を購入する場合で臨時に資金を必要とする
時などに貸付けを行っています。
　借入れをお考えの方は、ぜひ貸付事業のご利用をご検討ください。

　貸付事業は、組合員の相互扶助を目的に、組合員の皆様が将来受けることとなる「年
金」を財源として運営しております。
　ご利用の際は、収入と支出のバランスを考えた返済計画を立ててご利用ください。

　当組合の貸付規則において、住宅貸付に関する ｢行為の制限」等を定めており、これ
らに違反しますと未償還元利金を即時償還していただくことになりますので、ご注意く
ださい。

　【即時償還の対象となる事例】
　１、償還が完了する前に、貸付対象の不動産を第三者に譲渡した。
　２、償還が完了する前に、貸付対象の不動産を当組合の承認を得ないで第三者へ貸し付けた。
　３、償還が完了する前に、貸付対象の不動産の価値を著しく低下させた。
　４、住宅の敷地を購入したが、貸付交付後５年経過しても住宅の建築に着手していなかった。

　ご不明な点や詳細につきましては、各所属所の共済組合事務担当課または共済組合経
理課福祉係までお問い合わせください。

普通貸付のご案内

住宅貸付の注意点

普　通　貸　付

貸 付 事 由 　組合員が、車や家電等生活必需物資の購入のため、臨時に資金を必
要とするとき（生活資金、借入金返済等不可。）

借 受 資 格 　組合員の資格を取得した日から貸付けを受けることができます。
貸 付 限 度 額 　申込時の給料月額の６か月分に相当する金額（最高200万円）
貸付金の単位 　１万円（最低５万円）
貸 付 利 率 ※ 　年2.66％

償 還 方 法
　次の償還方法から選択しますが、償還回数や償還年数を選択できません。
　・毎月元利均等償還　・毎月元利均等償還＋ボーナス償還
　※償還途中で全額繰上償還や一部繰上償還することは可能です。

申 込 締 切 日 　毎月５日
貸 付 日 　末日（12月は25日）

申 込 方 法
　各所属所の共済組合事務担当課へ、必要書類を提出してください。
　なお、必要な申込用紙及び添付書類は、共済組合のホームページを
ご参照ください。
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《積立額の変更募集》

　10月は積立額の変更募集月ですので、ぜひこの機会に積立額変更をご検討ください。
　積立額の変更を希望される方は各所属所の共済組合事務担当課へお問い合わせくださ
い。
　◇提 出 書 類　：　積立貯金変更依頼書
　◇提出締切日　：　平成26年10月31日（金）
　◇変 更 開 始　：　12月の給料及びボーナス分から変更になります。

『共済積立貯金』で安心の暮らし

給料及びボーナスからの天引きですので、知らず知らずのうちに増えていきます！

　　　○共済積立貯金の特徴
　　　　☆預金通帳やカードはございません。
　　　　☆年利0.60％（半年複利　税引後　年0.47％）
　　　　☆積立額は1,000円単位
　　　　☆払戻は毎月２回
　　　　☆解約は毎月１回
　　　　☆加入してから１年を経過しないと払戻ができませんので、ご注意ください。

《積立貯金払戻・解約請求書提出及び送金スケジュール》
送　金　年　月

払　　　　戻 解　　　　約
締切日 送金日 締切日 送金日

平成26年11月
10月31日 11月14日

11月 5日 11月28日
11月14日 11月28日

平成26年12月
11月28日 12月15日

12月 5日 12月25日
12月15日 12月25日

平成27年 1月
12月26日 1月15日

1月 5日 1月30日
1月15日 1月30日

　平成27年度の更新手続きの案内及び新規加入の募集については、11月から12月にかけて
行う予定です。

　遺族附加年金事業は、組合員の皆様に万一のことが起こった場合に、ご家族の生活の
保障を行うもので、少ない負担で大きな安心が得られる制度です。
　既に加入いただいている方は、ご自身の生活環境に合わせて見直しをご検討いただき、
未加入の方は加入をご検討ください。
　※制度の詳細につきましては、後日、配布しますパンフレットをご覧ください。

貯金事業のお知らせ

遺族附加年金事業の更新について

・�払戻限度額は払戻を行
う前月の貯金残高です。

・�貯金を始めてから１年
未満の方は払戻できま
せん。

・�締切日までに共済組合
に必着するよう手続き
してください。
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　先日、年金（長期給付）に関する重要なお知らせを記載した次のリーフレットを組合員の
皆様へ所属所を経由して配付していますので、必ずご覧ください。

　○　リーフレット【財政再計算の結果及び新掛金率について】
　 　前号でもお知らせしましたが、平成27年以後の年金（長期給付）に係る掛金率の引き

上げに関する詳細な内容が記載されたリーフレットです。

　○　リーフレット【年金財政の現況 ～被用者年金一元化へ向けて～ 】
　 　平成27年10月に共済年金は厚生年金に一元化されますが、現在の年金財政の状況と一

元化後の年金財政についての内容並びに共済年金の３階部分である職域部分廃止後の「年
金払い退職給付」についての概要とその財政運営についての内容などが記載されたリーフ
レットです。

年金（長期給付）に関するリーフレットを配付しています

長崎県市町村職員共済組合
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　前号でお知らせしておりましたが、８月下旬から地区別に退職準備セミナーを開催してお
ります。
　今後の開催日程については次のとおりとなっていますので、対象者の皆様のご参加をお待
ちしております。
　※長崎市での開催場所が確定しましたことと10月30日の西海市開催分を変更しています。

退職準備セミナーを開催しています

開催日 対象所属所（開催場所） 開催時間・対象者

10月 9日（木） 長崎市（長崎県市町村職員共済会館） 13時30分～ 16時　・消防組合員

10月10日（金）
長崎市、長与町、時津町、地方独立行
政法人長崎市立病院機構、長崎県市町
村総合事務組合

（長崎県市町村職員共済会館）

9時30分～ 12時
・S29. 4. 2 ～ S29. 10. 1生の一般組合員
13時30分～ 16時
・S29. 10. 2 ～ S30. 4. 1生の一般組合員

10月16日（木） 東彼杵町、川棚町、波佐見町、東彼地
区保健福祉組合（川棚町役場）

9時30分～ 12時
・S29. 4. 2 ～ S29. 10. 1生の一般組合員
・消防組合員

13時30分～ 16時
・S29. 10. 2 ～ S30. 4. 1生の一般組合員

10月17日（金） 南島原市（南島原市役所）

10月23日（木）
諫早市、県央地域広域市町村圏組合、
県央県南広域環境組合

（諫早市立図書館）

10月24日（金） 佐世保市、小値賀町、佐々町、北松南
部清掃一部事務組合（佐世保市役所）

10月28日（火）
島原市、雲仙市、島原地域広域市町村
圏組合、南高北部環境衛生組合、雲仙・
南島原保健組合（吾妻町ふるさと会館）

10月29日（水）
長崎市、長与町、時津町、地方独立行
政法人長崎市立病院機構、長崎県市町
村総合事務組合

（長崎県市町村職員共済会館）

9時30分～ 12時
・S29. 10. 2 ～ S30. 4. 1生の一般組合員
13時30分～ 16時
・S29. 4. 2 ～ S29. 10. 1生の一般組合員

10月30日（木） 西海市（西海市役所） 13時30分～ 16時
・S29. 4. 2 ～ S30. 4. 1生の一般組合員

11月 5日（水） 平戸市、松浦市、北松北部環境組合
（平戸市役所）

9時30分～ 12時
・S29. 4. 2 ～ S29. 10. 1生の一般組合員
・消防組合員
13時30分～ 16時
・S29. 10. 2 ～ S30. 4. 1生の一般組合員11月 6日（木） 大村市（大村市コミュニティセンター）

11月 7日（金） 佐世保市、小値賀町、佐々町、北松南
部清掃一部事務組合（佐世保市役所）

9時30分～ 12時
・S29. 10. 2 ～ S30. 4. 1生の一般組合員
13時30分～ 16時
・S29. 4. 2 ～ S29. 10. 1生の一般組合員

11月14日（金） 佐世保市（佐世保市消防局） 13時30分～ 16時　・消防組合員
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　平成26年５月から行っておりました組合員証等の検認にご協力いただき、お礼申し上げ
ます。
　さて、今回の調査において、給与等の収入がある対象者のうち、認定要件の基準額を超え
ていることが判明し、遡って認定を取り消すケースがありました。今回はその事例について
紹介します。

１　扶養認定の取消手続きが必要となる事例
　①雇用形態の変更等により給与の増額があった場合……増額した給与の対象期間の初日
　　（例）６月に雇用形態に変更があった場合
 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　収入超過（６月から取消）

　②３ヶ月の給料の平均額が基準を超えた場合……その３ヶ月の翌月の初日
　　（例）５月、６月、７月の平均月額が108,333円を超えた場合
 

　　　　　　　　　　　　　　　平均120,000（８月から取消）

　
　 　上記のように、年間の収入が基準を超えない場合でも、年度途中から恒常的に基準月額
を超えている場合や、３ヶ月の平均額が基準を超えている場合などは取消の対象となる可
能性がありますので注意が必要です。

　　被扶養者認定に係る収入額の基準
　　　給与収入等がある場合（※１）……年額1,300,000円（月額108,333円）未満
　　　公的年金の受給がある場合……年額1,800,000円未満
　　※１　給与収入等とは、給料、賞与、手当、賃金、報酬等の収入を指します。

２　扶養認定の取消に係る手続きについて
　扶養認定の取消に該当した場合は、被扶養者申告書（様式15号）に必要事項を記入し、
取消日が確認できる書類を添付して、各所属所の共済組合事務担当課へご提出ください。

組合員証等の検認へのご協力ありがとうございました！

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月

収入 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月

収入 80,000 90,000 70,000 50,000 90,000 150,000 120,000 140,000 100,000 80,000 90,000 120,000

（単位：円）

（単位：円）
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　かねてより建築中の当組合新事務所が、９月26日に竣工いたしました。
　これもひとえに、関係者各位の並々ならぬご苦労の賜物と深く感謝申し上げます。
　なお、10月６日より新事務所へ移転をし、業務を開始しましたのでお知らせ申し上げます。

新事務所名称　　長崎県市町村職員共済会館
新　　住　　所　　〒850‒0032
　　　　　　　　長崎県長崎市興善町６番３号
電 話 番 号 等　　下表のとおり

※ 　各課のメールアドレスは10月24日から使用できる予定です。その間は従来のメールア
ドレス（n-kyosai@ecl.technowave.ne.jp）に送信願います。

地　　　　図

　　　※玄関は長崎市消防局側です。

部　署 電話番号 メールアドレス
総　務　課 095-827-3137（代表） soumu@nagasakikyosai.jp
経　理　課 095-827-3138 keiri@nagasakikyosai.jp
保　健　課 095-827-3139 hoken@nagasakikyosai.jp
年　金　課 095-827-3140 nenkin@nagasakikyosai.jp

ＦＡＸ　095-824-9050

事務所落成及び移転のお知らせ

至　県庁
←

長崎市立図書館　

長崎市消防局

長崎西彼農協
興善町ビル　

長崎県市町村
職員共済会館

長崎腎病院

至　市役所
→
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長崎市興善町6番３号　長崎県市町村職員共済会館
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編集発行人　深　堀　清　孝

◇

長崎県市町村職員共済会館


