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安心づくりのパートナー勤労者協会

新規新規

安心づくりのパートナー

家族で旅に出かけましょう!
　契約保養所2018.04～大幅増設！
一旅程につき複数回の補助申請が可能になりました

勤労者協会では、火災共済、総合共済にご加入の保養所利用申請基準該当者に対し、保養所宿泊利用料金の補助を行っています。
この度、保養施設の見直しを行い、従来の保養所に、全国のかんぽの宿、休暇村全村（佐渡はオートキャンプ場のため除く）、要望の
多かった地域から新規2施設を増設しました。２０１８年４月１日利用分から有効となります。

共済契約者本人およびその家族が、保養を目的に協会の契約保養所に宿泊された場合に宿泊料金の補助を行います。

以下の基準に当てはまる加入者は、契約保養所の利用申請が
可能です。

●利用年度は4月1日～翌年3月31日を一年とします。

●補助金対象者は加入者（＝補助金申請者）と下表記載の人が
対象者となります。

●団体および親睦での宿泊は対象外です。
●テント、バンガロー等の宿泊は対象外です。
●補助金制度は、限られた予算内で運営していますので、申し
込み時に補助をお断りすることもあります。

※継続保養所29施設 ＋ かんぽの宿50箇所 ＋ 休暇村36村 ＋ 新規保養所2施設 ＝ 117保養所

全部で

契約保養所のご利用について

◆ 宿泊利用料補助金額

大人（12歳以上）
1人に対し ２，０００円

子供（4歳以上～11歳まで）
1人に対し １，０００円

◆ 利用補助について

旅程による申請方法が変わりました！

火災共済保険50口以上100口未満の加入者
火災共済保険100口以上の加入者
総合共済3口加入者

年1回
年3回
年3回

補 助 金 申 請 基 準

一旅程につき1ヵ所
（原則最初に宿泊された契約保養所分）に対して
補助します。

2017年度まで
一旅程につき複数回の補助を可能とします。
但し、1宿泊につき1申請とします。
利用回数は申請基準回数を超えません。

（例）同じ施設に2泊される場合の申請は2日分、申請書2枚
の提出が必要です。2回分の利用申請となります。

2018年4月1日～

利用回数
（利用日基準）

※同一人への補助は年3回までを限度とします。

加入者と同居の場合 家族全員（宿泊利用料不要の幼児は対象外）
加入者と別居の場合 加入者及び配偶者の父母、子のうちで独身者

（例）
家族４人（大人３人、子供１人）で保養所を
利用して宿泊した場合、補助金額は

大人（2,000円×3）＋子供（1,000円×1）
＝ 7,000円  になります。

尾道市因島土生町2562番地1　　　 ホテルみやじま内

大竹市御幸町20番1号　三菱ケミカル労組大竹支部内

JR山陽新幹線、在来線、路面電車、
バスの拠点となるJR広島駅南口よ
り徒歩約３分と抜群のロケーション
にあり、広島市内観光、宮島観光等
へのアクセス最高。
マツダズームズームスタジアムへも
徒歩１３分程度と便利です。
◆アクセス
公共交通機関の場合：ＪＲ広島駅（南口）より徒歩3分。
お車の場合：福岡方面から山陽自動車道広島ICより祇園新
道経由で約20分。大阪方面から山陽自動車道広島東ICより
広島高速1号線経由で約20分。

　勤労者協会に加入する団体が主催又は後援する各種行事
の実施又は参加に対して、費用の一部を行事補助金として
補助しておりますが、2018年４月１日より、補助額の基準が
行事参加者数から協会加入者数に改訂となり以下の対応と
なります。

補助額は加入者数が
100名未満の場合は10,000円、
100名から300名未満の場合は20,000円以内、
300名以上の場合30,000円以内とします。

住所：広島県広島市南区大須賀町14-9
予約ＴＥＬ：082－263－3456

ホテルニューヒロデンNo.53

契約保養所契約保養所ご案内ご案内
簡
略
版

日本海・美保湾に面した海辺の温泉郷、「皆生温泉」。19ヵ
所の源泉から湧き出す天然の塩湯は豊富な湯量を誇ります。
「海の景観」と「塩湯の恵み」、当
地でしか味わえない「非日常の寛
ぎ」を余すことなく、気取らず「気
軽に満喫」してください。
ホテルの目の前が海水浴場です。
◆アクセス
公共交通機関の場合：ＪＲ山陰線または高速バス（メリーバ
ード）で米子駅下車後、バス20分またはタクシー15分。
お車の場合：米子自動車道米子ＩＣより国道431号線で皆生
温泉へ。ＩＣより約１５分。

住所：鳥取県米子市皆生温泉3-4-3
予約ＴＥＬ：0859－34－2222

皆生シーサイドホテル海の四季No.54

火災共済保険
家屋・家財あわせて

最高４,５００万円の大型保障
もっとも安い掛金
1口あたり 木造 ６円／月払・70円／年払　

鉄筋 3円／月払・35円／年払で１０万円保障

働く者の扶け合いの制度 り災したら まず連絡を！行事補助関係改訂について

①保養所に宿泊
　予約をする。

②協会（当該支所）に宿泊予約
が取れた連絡をする。

　補助金申請書を提出する。

③協会から受付済み（当該支所
の確認印あり）の申請書が申
請者宅に送られてくる。

④宿泊当日
　申請書を持って
　保養所に！

⑤保養所のフロントで
申請書に宿泊確認の
施設印等をもらう。

　（宿泊料金は規定の
料金を支払う。）

⑥協会に
申請書
を送る。

⑦補助金が指定
口座に振込ま
れる。

（申請書）

専用申請書で当該
支所にお申し込み
ください。

（申請書）

※保養所の一覧表が記載された「契約保養所のてびき」を作成しております。ご入用の方は、下記、勤労者協会本部・当該支所
または加入団体にお申出下さい。また、協会ホームページからも各保養所情報をご覧頂くことが出来ます。

手続きは
簡単です！

レッツゴー！

保養所利用手続きについて
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