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■パセオについて

■サービスのご利用について

●　厚生事業

　川西市中小企業勤労者福祉サービスセンター（パセオ）は、川西市で働く中小企業従業員の皆さんのための制度です。
この制度は「厚生事業」と「給付事業」の2つを柱としています。

　川西市中小企業勤労者福祉サービスセンターの会員証を発行します。
　各種イベントの申込みや、申請には会員番号が必要となりますので、ご利用時には必ず会員証をご持参ください。また、
会員証の提示がない場合、利用できない事業・提携施設がありますので必ず携帯してください。
（注1）会員証を紛失された場合は再発行手続きをしてください。
（注2）退会された場合は会員証をご返却ください。

〇健康づくり
人間ドックや定期健康診断  
スポーツ施設利用など      

〇趣味・娯楽
映画・観劇・旅行
レクリエーション行事など

●　給付事業

〇結婚祝金・出生祝金・傷病休業見舞金など
8種類の慶弔給付金

会費は… 
厚生事業のみご加入の場合
会員一人当たり月250円
厚生事業と給付事業の両方ご加入の場合
会員一人当たり月400円

ご入会いただくと…

　会員本人と配偶者、会員及び配偶者の両親と子（場合により同伴者可）

サービスのご利用対象者について…

お問合せは…

川西市中央町12番1号　川西市役所内

川西市中小企業勤労者福祉サービスセンター
℡ 072-757-9700
E-mail paseo@heart.ocn.ne.jp

ブログQRコード

会員本人 子 配偶者

父母 義父母
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健康管理事業

　会員の皆様の健康管理に役立てていただくため、事業所健診の機会提供と、ご希望の医療機関での「事業所健診」、
「人間ドック」の受診に対する補助を行っています。補助は健診か人間ドックのいずれかに対し、1人1年度に1回のみとな
ります。
　なお、掲載しています料金、補助額は社会保険の制度改正、実施医療機関の料金改定などにより、予告なしに変更する
ことがあります。

　ご希望の医療機関で労働安全衛生規則44条にあたる事業所健診や協会けんぽ生活習慣病予防健診を受診した会員
１人につき1,500円または2,000円の補助を行います。　
　受診後、受診内容を明記した領収書を添付し、パセオ窓口へ請求してください。請求用紙は窓口に備えています。

　ご希望の医療機関で人間ドックを受診した場合、下表のとおり補助を行います。受診後パセオ所定の補助金請求書に
受診料の領収書（人間ドック受診であることを明記したもの）を添付して請求してください。　
　なお年度内（4月1日～3月31日）に満45歳・50歳・55歳・60歳を迎える会員が人間ドックを受診した場合は節目ドックと
して補助を行います。

　公益財団法人兵庫県予防医学協会と提携し、10月と2～3月ごろに次のとおり健診を実施します。日程や会場などは、
毎月発行するPASEOだよりでお知らせします。

●　健診機会の提供

●　受診への補助

●　人間ドックへの補助

※事業所健診を会員料金で受診した方、健診補助を受けた方は同一年度内に重ねて人間ドック補助金を請求することはできません。

定期健康診断

生活習慣病予防検診

対　　象／
検査内容／

会員ひとりにつき受診料2,000円補助

全国健康保険協会に加入していない方、または全国健康保険協会に加入している34歳以下の方
診察（聴打診・問診）、計測（身長、体重、腹囲、肥満度、視力、聴力）、呼吸器（胸部X線直接撮影）、肝機能
（GOT・GPT・γ-GTP）、脂質（LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪）、貧血（赤血球数・白
血球数・血色素量・へマトクリット値）、腎機能（尿蛋白・尿潜血）、循環器（心電図・血圧測定）、糖尿病（血糖・
尿糖）

対　　象／
検査内容／

会員ひとりにつき受診料1,500円補助

全国健康保険協会に加入している、35歳以上の方
診察（聴打診・問診）、計測（身長、体重、腹囲、肥満度、視力、聴力）、呼吸器（胸部X線直接撮影）、肝機能
（GOT・GPT・γ-GTP・ALP）、脂質（総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂
肪）、貧血（赤血球数・白血球数・血色素量・へマトクリット値）、胃部検診（胃部X線間接撮影）、糖尿病（血
糖・尿糖）、腎機能（尿蛋白・尿潜血・クレアチニンeGFR）、痛風（尿酸）、循環器（心電図・血圧測定）、大腸
がん検診（便潜血反応検査）

●　健康相談窓口のお知らせ
　兵庫県伊丹地域産業保健センターでは、小規模事業所（50人未満）で働く人々に対する健康管理等の産業保健
サービスとして健康相談、個別訪問による産業保健指導、面接指導を無料で行っています。
　
詳細については　電話 070-2197-8529 へ

人間ドック受診料 補助額 45歳・50歳・５５歳・60歳節目ドック補助額

15,000円以上
25,000円未満

25,000円以上 5,000円 10,000円

5,000円
3,000円

2,000円10,000円以上
15,000円未満

◎10,000円未満の人間ドックは1,500円の補助を行います。
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●　クリスマス食事会

●　バスツアー

　12月に開催します。

　会社の仲間や家族で参加いただけるツアーを開催します。

自主事業

　参加申し込み方法などは、毎月発行のPASEOだよりでお知らせします。

　事業所対抗のソフトボール大会を開催します。

　個人戦で競技。ダブルペリア方式でハンディキャップ設定。

●　ソフトボール大会

●　ゴルフ大会

２
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1. 補助内容
補助額　500円　会員本人のみ1年度内に1回限り。
【会員が費用を負担している場合】
事前申込をして補助が決定した事業所の会員が、自己負担額500円以上のインフルエンザ予防接種を受けたときで、
会員を宛名とした医療機関の領収書原本を提出できる場合
【事業所が費用を全額負担している場合】
事業所が費用を全額負担して1会員につき500円以上の予防接種を実施したときで、事業所を宛名とした領収書原本
と対象者名簿が提出できる場合（事業所が一部負担や補助をしている場合は【会員が費用を負担している場合】に
あたります。

【ご留意いただきたいこと】
領収書原本を提出していただきます（返却はできません）。このため、健保組合等の補助制度など他の制度で領収書
の原本が必要な場合は、有利な補助制度を選択してください。
また、領収書原本は、インフルエンザ予防接種代金以外の医療費やご家族の分が含まれている場合でも返却できませ
んので、医療機関へ領収書の発行を依頼する際には、それぞれ別の領収書を依頼されるなど、ご留意ください。
※募集人数や申込方法の詳細はPASEOだよりでお知らせします。

●　インフルエンザ予防接種費用補助

1. 補助内容
補助額　1,000円　会員本人のみ1年度内に1回限り。

2. 補助要件
定期健康診断と組み合わせて受診し自己負担で胃がん検診を追加する方（事業所負担は対象外）で会員を宛名とし
た医療機関の領収書原本を提出できる場合
※募集人数や申込方法の詳細はPASEOだよりでお知らせします。

●　胃がん検診受診費用補助



３ 各種提携施設

　割引チケットの販売や配付をおこなっています。チケット等はパセオ窓口での受け渡しまたは郵送でお届けします。 
　郵送の場合、料金は郵便振替でお支払いただきます。※料金は予告なしに変更する場合がございます。

●　映画館

●　入浴施設

●　遊園地

施設名 区分 会員価格／特典 対象一般 利用方法 備考

TOHOムービーチケット 大人 1,000円 会員・家族1,900円 購入 枚数制限あり

名湯　宝乃湯 大人 500円 850円

大人 500円
平日800円
土日祝850円

購入

枚数制限あり
宝塚市中筋3丁目3番1号　
0797-82-1126

大人

入場券

パスポート

ジャンボ

海水プール

ワイド

パスポート

湯あみの島

入館券

400円

会員
・
家族

1,600円

小学生 100円 1,000円

幼児 無料 500円

大人 3,600円 5,200円

小学生 2,700円 4,000円

幼児 1,500円 2,400円

大人 2,400円 3,800円

小学生 1,700円 2,800円

幼児 800円 1,500円

大人 5,000円 6,500円

小学生 3,700円 4,900円

幼児 2,000円 2,800円

大人 900円 2,100円

小学生 500円 1,300円

幼児 100円 700円

割引券
配　付

割引利用額を現地でお支払下さい。

大人は中学生以上　幼児は2歳以上

割引券はおひとり様につき1枚必要です。

三重県桑名市長島町浦安333

0594-45-1111

会員証
提　示

大江戸温泉物語

箕面温泉スパーガーデン

大人（平日） 1,280円

会員
同伴4人迄

1,580円

小学生 780円 980円

幼児 480円 580円

大人

（土日祝・特定日）
1,680円 1,980円

大人は中学生以上
幼児は3歳以上小学生未満
別途、消費税、入湯税75円（大人のみ）
が必要です。
デイ入館：10：00～17：00
他の優待券との併用不可
箕面市温泉町1-1　072-723-2324

ひらの湯

美健SPA湯櫻

大人（入浴券） 500円 会員
・
家族

700円

大人（岩盤浴） 1,300円 1,800円

川西市西畦野字南山2
072-792-4522

枚数制限あり　
川西市火打1-16-6　072-744-0005
入浴券２枚で入浴+岩盤浴利用可

施設名 区分 会員価格／特典 対象一般 利用方法 備考

施設名 区分 会員価格／特典 対象一般 利用方法 備考

ナ
ガ
シ
マ
ス
パ
ー
ラ
ン
ド

購入：パセオ窓口でチケットを購入

会員証提示：利用施設で会員証を提示

割引券配付：パセオ窓口で割引券を受けとる
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●　グルメ施設

施設名 区分 会員価格／特典 対象一般 利用方法 備考

会員
・
家族

海遊館

大人 1,500円 2,400円

子供 600円 1,200円

幼児 300円 600円

購入

大人は16歳以上または高校生以上
子供は小・中学生
幼児は3歳以上
大阪市港区海岸通1-1-10　
06-6576-5501

須磨海浜水族園

大人 1,000円 1,300円

中人 500円 800円

小人 300円 500円

大人は18歳以上
中人は15歳～17歳
小人は小・中学生
神戸市須磨区若宮町1丁目3-5　
078-731-7301※2023年5月閉園

東映太秦映画村

大人 1,700円 2,400円

中高生 900円 1,400円

子供 800円 1,200円

子供は3歳以上
京都市右京区太秦東蜂岡町10
075-864-7716

姫路セントラルパーク

大人 2,500円 3,600円

子供 1,000円 2,000円

幼児 500円 1,200円

大人は中学生以上　子供は小学生　
幼児は3歳以上　サファリ・遊園地（通年）
プール（夏期）スケート（冬期）
姫路市豊富町神谷1436-1
 079-264-1611

施設名 区分 会員価格／特典 対象一般 利用方法 備考

新阪急ホテル

グルメバイキングオリンピア

昼　大人 2,700円

会員
・
家族

3,800円

夜　大人 3,400円 4,800円

昼　子供 1,300円 2,000円

鳥処　福笑

韓国料理　慶州

中納言

5％割引

10％割引

夜　子供 1,800円 2,600円

購入

会員証
提　示

大人は中学生以上
子供は4歳以上
大阪市北区芝田1丁目1番35号
予約電話番号　06-6372-5240

神戸プラザホテル店　078-331-7918
神戸ハーバーランド店　078-360-1788
新神戸店　078-262-2882
大阪駅前第３ビル店　06-6341-5460
大阪千日前味楽館　06-6212-9678

レギュラーコース（税サ込）10％割引
ランチコース（税サ込）5％割引
※他の割引、特別コース及び他のサービスは除く

チェサピーク
川西緑台本店　072-793-2244
ル スード チェサピーク　アステ1F　
072-755-2340

5％割引（ケーキ等お買い上げ品も）
※ランチ除く

オステリアガウダンテ 大阪店　06-6344-8685
神戸店　078-360-2800

ディナータイム（17時～オーダーストップ迄）に
ワンドリンクサービス

ベルフローラかわにしイースト1F
072-758-2358

パルティK2  1F　072-755-5575
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●　スポーツ施設

スカイバレイスキー場 リフト1日券と食事券のセット

リフト1日券の割引券・補助券

入会金と登録手数料無料

会員
・
家族

割引券

配　付
冬期シーズン

多田ハイグリーンテニス

スポーツクラブフィットネスビガー

1,650円 会員2,200円
会員証
提　示

川西市西畦野字南山2　072-792-4522

土日

平日

3,300円 3,850円

コート使用料1時間
川西市西畦野字南山2
予約電話番号　072-793-9870

ハチ・ハチ北スキー場

施設名 区分 会員価格／特典 対象一般 利用方法 備考



●　スポーツ施設

●　ゴルフ場

能勢カントリー倶楽部

東海カントリー倶楽部

会員

土祝

日

平日セルフ（月・木）

平日セルフ（火・水・金）

6,500円（昼食付）

7,000円（昼食付）

10,000円（昼食付）

11,000円（昼食付）

月曜日セルフデー

4～6月・10～12月

土日祝

4～6月・10～12月

土祝

1～3月・7～9月

日

1～3月・7～9月

月曜日セルフデー

1～3月・7～9月

平日

1～3月・7～9月

平日

4～6月・10～12月

8,500円（昼食付）

16,000円（昼食付）

12,600円（昼食付）

13,600円（昼食付）

9,500円（昼食付）

9,500円（昼食・1ドリンク付）

8,700円（昼食・1ドリンク付）

会員証
提　示

多田ハイグリーンフットサル

会員
会員証
提　示

多田ハイグリーン　バッティングドーム

スラッガーズ

平日 6,600円 8,800円

平日ナイター

土日祝
8,800円 11,000円

3回プレー券（1,000円）以上お買い上げの方に

1回プレー券（400円）をプレゼント

25球：1ゲーム
川西市西畦野字南山2
072-793-4977

ナイターは18時以降
コート使用料1時間
川西市西畦野字南山2
予約電話番号　072-793-9870

施設名 区分 会員価格／特典 対象一般 利用方法 備考

施設名 区分 会員価格／特典 対象 利用方法 備考

・全て税込セルフプレー料金
・キャディ付は3,300円（税込）増
・GW・お盆期間等は除く

川西市東畦野字長尾1-3
072-794-1101

・全て税込料金

川西市国崎字笹ヶ谷1番地
072-733-3737
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オリックスゴルフ

（マネジメント）

平日

土日祝・指定日

一般優待料金から

1,000円引き

一般優待料金から

2,000円引き

富士小野ゴルフクラブ  0794-63-1811

ローズウッドゴルフクラブ  0794-62-7515

三木セブンハンドレッド倶楽部  0794-87-3132

ロータリーゴルフ倶楽部  078-959-0088

奈良若草カントリー倶楽部  0743-84-0341

奈良名阪ゴルフクラブ  0743-84-2003

サンリゾートカントリークラブ  073-495-3335

グリーンハイランドカントリー倶楽部  0595-63-5188

●　ゴルフ練習場

猪 名 川 町 内 馬 場　072-766-7788

川西市西畦野字南山2　072-793-4522

川西市多田院上ヶ平1　072-792-7770

施設名 区分 会員価格／特典 対象 利用方法 備考

アリスゴルフ倶楽部

多田ハイグリーンゴルフ

マスターズゴルフガーデン多田院

平日のみ ボール1カゴ（25個入）サービス

平日 1カゴ100円引き

平日・土日祝 1球あたり2円引き

会員
会員証
提　示



●　レジャー施設など

●　その他

ジャンボカラオケ広場

旬菜農園ファームやました

妙見の森

バーベキューテラス 

バーベキューガーデン

多田クラブ
川西市西畦野字南山2
完全予約制　072-793-4522

川西市西畦野字南山2　072-793-4522

ジャンカラのルーム料金はドリンク付です。
（他の割引、サービスとは併用できない場合
　があります。）

・キャンペーン期間中の特典と本特典との
　併用はできません。
・本特典は初年度（１年目）のみ適用され、
　次年度以降は正規料金（4,125円）が必
　要となります。

大人（中学生以上）

子供（6歳以上）

釜使用料10％割引　1釜（10名程度使用可）

一般料金6,600円が5,940円に。

多田ハイグリーン　陶芸教室 入会金　5,500円（通常　11,000円）

100円引き（平日・土日祝可）

50円引き（平日・土日祝可）

4名様以上で20％引き

3名様まで10％引き

年間運営費4,125円（税込）を無料とする。
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会員
・
家族

会員

申込の際にパセオ会員である旨を告げること。
川西市萩原１丁目199番1　0120-59-0962

キタニ引越センター 引越及び家財等の保管料を割引。
川西市内の引越は10％引き

会員

川西市萩原1丁目2-22 　072-757-5073中西家具 販売価格の5％引き

川西市中央町5-5OHMIビル2F 
川西校　072-758-3754

ホームメイドクッキング

問合せ　0120-01-3242葬祭サービス「エテルノ」 葬儀基本料が20％引き

会員証
提　示

会員証
提　示

事前登録

施設名 区分 会員価格／特典 対象 利用方法 備考

施設名 会員価格／特典 対象 利用方法 備考

現地で食材セット、炭、まき等販売しており、
飯ごう、金網、鉄板、なべ、包丁、まな板等を
無料でご利用できます。
川西市黒川字奥瀧谷
要予約 072-738-0159
※本人を含め5名迄

〈新規ご入会の方〉
1入会金5,500円（税込）無料
21,500ポイントプレゼント
※ホームメイドキッズにご入会の方は300ポイント
※紹介・その他特典と併用不可

※全て税込価格です。※ 2020年4月現在の価格です。

fumira

川西市久代1丁目8－37　0120-013-144ミツワレンタカー 基本料金が10％引き

下記ご予約専用URLにアクセスし、IDパス
ワードを入力すると、割引価格でのご利用
が可能となります。
http：//www.nipponrentacar.co.jp/ods/
ID：9128
PASSWORD：39832

一般料金より20％から最大55％割引でご利用
いただけます。

ニッポンレンタカー



fumira

●　旅行社

　次の旅行社が取り扱う旅行商品（宿泊を伴う旅行に限る）を利用される場合、会員証の提示で旅行代金の3～5％（一部
除く）が割引されます。
　さらに、パセオ発行の『旅行・宿泊補助券』も利用できます。（ただし、交通機関のみや家族のみの利用はできません。）

阪急交通社池田トラベルセンター

日 本 旅 行

たびプラザ　川西

● 阪急池田駅構内2Ｆ　☎753-4445
※お支払いは現金に限ります。

● パルティＫ2　☎758-3232

● Tis梅田支店　　　　　　　　　☎06-6345-2351
● Tis大阪支店　　　　　　　　　☎06-6345-5987
● Tis三ノ宮支店　　　　　　　　☎078-221-0116
● 川西アステ営業所　　　　 　　☎072-755-2461
● あまがさきキューズモール営業所　☎06-6470-3211

４ 宿泊施設・旅行社

　ホテル・民宿など宿泊施設および旅行社と提携し、割引料金で利用できるほか、パセオ発行の『旅行・宿泊補助券』をご利
用いただけます。
　補助券を利用すると宿泊を伴う1回の旅行につき、会員2,000円、会員の家族（※）1,000円が割引かれます。
　補助券の発行は年度内（4月1日～3月31日）に会員2枚、家族4枚を限度とし、家族のみの旅行や料金のかからない乳幼
児には発行できません。※会員と同伴の旅行でも家族券のみの発行はできません。必ず会員券と同時発行して下さい。
　また宿泊補助券として利用する場合、2連泊以上しても1枚だけの発行となります。　
　予約後、パセオ窓口に備えている申請書（本誌巻末にも添付）に記入し、窓口に提出してください。FAXでの申請、郵送
も可能です。

※『家族の範囲』は『配偶者、会員及び配偶者の両親と子』とし、兄弟姉妹・孫・祖父母は含みません。
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　次の施設と提携しています。予約は各施設へパセオ会員である旨を告げて申し込んでいただき、ご利用時には会員証を
ご提示ください。なお、料金については各宿にお問合わせください。

●　宿泊施設

施 　 設 　 名 所 　 在 　 地 電 話 番 号

和歌山県

新 海 荘

庄 ざ

三 浦 屋

和風露天風呂の宿　水明

た け の 館

ユニトピアささやま

奥山ペンション・ラディッシュ

ローゼンハイム白馬

紀 州 路 み な べ

京丹後市網野町浜詰44

京丹後市久美浜湊宮188 4

美方郡香美町香住区矢田945 - 1

豊岡市城崎町今津630

豊岡市竹野町竹野246 0 - 1

丹波篠山市矢代231 - 1

須坂市仁礼峰の原315 3 - 5 9 6

北安曇郡白馬村八方375 0

日高郡みなべ町埴田154 0

0772（74）0632

0772（83）0117

0796（36）1091

0796（32）3338

0796（47）0011

079（552）5227

0268（74）2722

0261（72）2073

0739（72）3939

京都府

兵庫県

長野県
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●　ホテル

宝塚ワシントンホテル　☎0797（87）1771

伊丹シティホテル　☎072（777）1111

会員証提示で各レストラン・宴会会場（料理、飲み
物のみ）10％引き。
宿泊基本料金20％引き。
『旅行・宿泊補助券』の利用もできます。

会員証提示で宿泊料金（室料）の10％引き。

特典特典

特典特典

fumira



●　ひょうごいこいの宿

　１泊２食付　基本料金（飲み物・追加料理は含まない）が5％割引になります。
　※但し、１泊２食付10,000円（税別）未満については3％割引。特別企画商品は対象外。
　予約は、直接各施設へパセオ会員である旨を告げて申し込んでください。尚、利用時には会員証を提示してください。
　「旅行・宿泊補助券」も利用できます。

電話番号施設名 所在地
新 た ん ば 荘

津 名 ハ イ ツ

赤 穂 ハ イ ツ

いこいの村はりま

六 甲 保 養 荘

079（552）3111

0799（62）1561

0791（48）8935

0790（44）1750

0798（73）1351

丹波篠山市郡家練兵の坪

淡路市志筑

赤穂市尾崎向山

加西市笹倉町

西宮市越水社家郷山1－95

●　かんぽの宿・かんぽの郷

　パセオ会員証提示により精算額から１人（小学生以上）１泊当たり500円※（消費税込）を割引。
「旅行・宿泊補助券」も利用できます。

※ただし、GW、お盆、年末年始及び施設が定めた繁忙期または特別日の利用など割引の対象外となる場
　合もありますので、予約の際に各施設へご確認下さい。
※１泊２食利用の場合に限ります。
宿の詳細、最新情報はホームページをご覧ください。　　http://www.kanponoyado.japanpost.jp/

新たんば荘

●　ときめきの宿ふるさとネット加入宿泊施設

●　ハイツ＆いこいの村

　同ネット加入の民宿、ペンションと提携しています。パセオ会員の利用につきましては『旅行・宿泊補助券』に加え、
各宿それぞれが定める優待特典があります。パセオ会員である旨を告げ直接予約してください。

　同グループは、日本全国をネットした多目的リゾートホテルです。1泊2食付の場合は宿泊基本室料部分が10％割引
かれます。さらに、パセオ発行の『旅行・宿泊補助券』も利用できます。パセオ会員である旨を告げ直接予約してくだ
さい。

施設の詳細、最新情報はホームページをご覧ください。　　http://www.tokimekinoyado.net

施設の詳細、最新情報はホームページをご覧ください。　　http://www.kinrou.or.jp

●　湯快リゾート

　湯快リゾート加盟施設でご利用いただける「ご宿泊券」を割引価格で販売しています。（枚数制限あり）
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給付事業

給付金の請求と支給方法

　全労済協会との提携により、慶弔給付を行っています。

　給付事業にご加入いただいている事業所の従業員の方が、パセオ会員の資格を取得した日以降に発生した結婚、出産

など別表の給付事由について給付金が支給されます。

①会員は、該当する給付項目があれば、必要書類をそろえて事業所へ請求手続きを依頼してください。

②事業所は、パセオ窓口備え付けの「保険金請求書兼証明書」に必要書類を添付し、パセオ事務局へご提出ください。

③給付金は、事業所から届けていただいている銀行口座へ振込みます。

④給付金振込後、事業所あてに「慶弔給付金振込のお知らせ」をお送りしますので、確認のうえ会員へ給付金をお渡しくだ

　さい。

　なお、事由発生後3年が過ぎますと、受給権がなくなりますので、お早めに手続きをしてください。また、結婚祝、お子さん

の出生祝、入学祝などにつきましては夫婦とも会員の場合は2人とも請求できます。未成年者は受取人になれません。

※全労済協会とは「一般財団法人全国勤労者・共済振興協会」の略称です。

結婚祝金

出生祝金

入学祝金

給付要件給付の種類 給付金額 添付書類
（いずれもコピー可）

交
通
事
故

不
慮
の
事
故

そ
の
他

本
　
　
　
人

死
　
　
亡
　
　
弔
　
　
慰
　
　
金

　会員が民法第739条第1項に定める婚
姻の届けをしたとき

婚姻届受理証明書など、結
婚を証明する書類

医師または助産婦の発行す
る証明書
住民票
健康保険証
などのいずれか一つ

学校長の証明書または入学
通知書
その他子の生年月日のわか
る証明書

医師の死亡診断書または死
体検案書
その他死亡を証明する書類 
交通事故である証明書

医師の死亡診断書または死
体検案書
その他死亡を証明する書類 
不慮の事故である証明書

医師の死亡診断書または死
体検案書
その他死亡を証明する書類

　会員またはその配偶者が出産したと
き。ただし、妊娠7か月以上の子が死産し
た場合及び14日間以内に死亡した場合
は、子の死亡とします。また双子の場合は
出産2件とします。

　会員の子が小学校へ入学したとき。子
は会員と生計を一にする実子、養子、継子
をいいます。

　共済期間中に発生した交通事故で、会
員が死亡したとき。

　共済期間中に発生した急激かつ偶然
な原因の事故で、会員が死亡したとき。

　会員のその他の死亡

結婚1回につき
　　　　10,000円

出生児1人につき
　　　　　5,000円

65歳以上の場合
　　　350,000円

5,000円

400,000円

65歳以上の場合
　　　150,000円

200,000円

65歳以上の場合
　　　　50,000円

100,000円

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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給付要件給付の種類

住宅災害
見舞金

永年勤続
祝　金

障害見舞金

傷病見舞金

給付金額 添付書類

死
　
亡
　
弔
　
慰
　
金

配
偶
者

子

親

　会員の配偶者が死亡したとき。　

　会員及び配偶者の父母が死亡したと
き。父母は実・養・継父母をいいます。

　会員の居住する建物が火災や自然災害により損害を被ったと
き。

　会員が交通事故や不慮の事故により身体障害を有するに至っ
たとき。
　※「重度障害」とは労働基準法身体障害者等級表第1、2級と
第3級の2.3.4いずれかの身体障害の状態をいう。

　会員が従業する事務所の従業員となってから下記の勤続年
数（満年数）を迎えたとき。

　会員の実子、養子、継子及びこれらの配
偶者が死亡したとき。なお、妊娠7か月以
上経過した場合及び出生日から14日以内
に死亡した子も含みます。

死亡が確認できる書類●

死亡が確認できる書類●

医師の後遺障害診断書（全
労済所定様式）

●

交通事故、不慮の事故であ
る証明書

●

医師の診断書●

健康保険の傷病手当金請求書
など休業日数のわかる書類

●

社会保険資格取得届など
就業年月日がわかる書類

●

死亡が確認できる書類●

死亡が確認できる書類●

罹災証明書●

10,000円

10,000円

5,000円

5,000円
7,000円
10,000円

10,000円
15,000円
20,000円
25,000円

30,000円
100,000円

5,000円

20,000円

火災等（全焼・全壊）
台風等自然災害（全壊・流失）
同居親族の死亡

交通事故

不慮の事故

その他の重度障害

会員が同一傷病により引き続き14日以上休業したとき。

65歳以上の場合
350,000～12,000円

400,000～12,000円

65歳以上の場合
150,000～4,000円

200,000～4,000円

65歳以上の場合
　　　　50,000円

100,000円

休業14日以上30日未満
休業30日以上60日未満
休業60日以上90日未満
休業90日以上120日未満
休業120日以上

勤続15年
勤続20年
勤続30年

※認定については、（財）全国勤労者共済振興協会の共済給付認定基準による。
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この申請書を切り取ってご使用下さい
（申請書はパセオ窓口にも備え付けております。）

キ リ ト リ セ ンキ リ ト リ セ ン

キ リ ト リ セ ンキ リ ト リ セ ン

パセオかわにし（旅行・宿泊補助券／湯快リゾートご宿泊券）申請書

利用期間

取扱旅行社

旅行パック名

行き先

利用者名 会員との続柄 補助券番号 請求日 精算日

宿泊施設名

宿泊数　　　　　　　　泊年　　　月　　　日～　　　年　　　月　　　日

事業所名 会員氏名 会員番号 －

1

2

3

4

5

6

受付 年　　月　　日 担当

パセオかわにし（旅行・宿泊補助券／湯快リゾートご宿泊券）申請書

利用期間

取扱旅行社

旅行パック名

行き先

利用者名 会員との続柄 補助券番号 請求日 精算日

宿泊施設名

宿泊数　　　　　　　　泊年　　　月　　　日～　　　年　　　月　　　日

事業所名 会員氏名 会員番号 －

1

2

3

4

5

6

受付 年　　月　　日 担当



川西市中小企業勤労者福祉サービスセンター

パ セ オ

〒666-8501　川西市中央町12番1号
 TEL・FAX 　072-757-9700
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