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●は、過去加入していた団体                      （令和５年４月末現在） 
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北海道 ○北海道市長会 ○北海道町村会 ●北海道町村議会議長会 ○北海道国民健康保険団体連合会  

○北海道住宅供給公社 ○北海道土地開発公社 ●札幌市土地開発公社 ●江別市土地開発公社 

●函館市土地開発公社 ●室蘭市土地開発公社 ●大成町土地開発公社 ●北桧山町土地開発公社  

●余市町土地開発公社 ●美幌町土地開発公社 ●鵡川町土地開発公社 ●音更町土地開発公社  

●厚岸町土地開発公社 ●別海町土地開発公社 ○公立大学法人札幌市立大学 

○公立大学法人千歳科学技術大学 ○公立大学法人旭川市立大学 

青森県 ●青森県市長会 ○青森県町村会 ○青森県町村議会議長会 ○青森県国民健康保険団体連合会  

●青森県住宅供給公社 ○青森県道路公社 ○青森県土地開発公社 ●十和田市土地開発公社  

●五所川原市土地開発公社 

岩手県 ●岩手県市長会 ○岩手県町村会 ●宮古市町村会 ○岩手県町村議会議長会  

○岩手県国民健康保険団体連合会 ●岩手県住宅供給公社 ○岩手県土地開発公社  

●金ヶ崎町土地開発公社 ●水沢市土地開発公社 ●二戸地区土地開発公社 ●大槌町土地開発公社 

宮城県 ●全国知事会北海道東北自治協議会 ●宮城県市長会 ○宮城県町村会 ○宮城県町村議会議長会  

○宮城県国民健康保険団体連合会 ○宮城県住宅供給公社 ○宮城県道路公社  

○宮城県土地開発公社 ●仙台市土地開発公社 ●大崎市土地開発公社 ●角田市土地開発公社  

●名取市土地開発公社 ●岩沼市土地開発公社 ●石巻地区土地開発公社 ●泉市土地開発公社 

○地方独立行政法人宮城県立こども病院 

秋田県 ●秋田県市長会 ○秋田県町村会 ●秋田県町村議会議長会 ○秋田県国民健康保険団体連合会  

●秋田市健康保険組合 ●秋田県住宅供給公社 ○秋田県土地開発公社 ●男鹿市土地開発公社  

●秋田市土地開発公社 ●大森町土地開発公社 ●河辺町土地開発公社 ●能代市土地開発公社  

●湯沢市土地開発公社 ●横手市土地開発公社 ○公立大学法人国際教養大学 

山形県 ○山形県市長会 ○山形県町村会 ○山形県町村議会議長会 ○山形県国民健康保険団体連合会  

●山形県内川水害予防組合 ●丹生川筋水害予防組合 ●新井田川水害予防組合 ○山形県住宅供給公社 

●山形県道路公社 ○山形県土地開発公社 ●酒田市土地開発公社 ●南陽市土地開発公社  

●東根市土地開発公社 ●寒河江市土地開発公社 ●村山市土地開発公社 ●上山市土地開発公社  

●天童市土地開発公社 ●西村山西部地区土地開発公社 ●中山町土地開発公社  

●長井市土地開発公社 ●尾花沢市土地開発公社 ●米沢市土地開発公社 

福島県 ○福島県市長会 ○福島県町村会 ●福島県町村議会議長会 ○福島県国民健康保険団体連合会   

●福島県住宅供給公社 ●福島県道路公社 ●福島県土地開発公社 

茨城県 ○茨城県市長会 ○茨城県町村会 ○茨城県国民健康保険団体連合会  

●中利根川小貝川牛久沼沿岸水害予防組合 ●潮来水害予防組合 ●下利根小貝川沿岸水害予防組合  

●茨城県住宅供給公社 ○茨城県道路公社 ●茨城県土地開発公社 ●水戸市土地開発公社 

●土浦市土地開発公社 ●結城市土地開発公社 ●水海道市土地開発公社 ●常陸太田市土地開発公社 

●大洗町土地開発公社 ●常陸大宮市土地開発公社 ●総和町土地開発公社 ●波崎町土地開発公社 

栃木県 ●栃木県市長会 ●栃木県町村会 ○栃木県町村議会議長会 ○栃木県国民健康保険団体連合会  

●栃木県都市職員健康保険組合 ●秋山川筋水害予防組合 ●栃木県菊沢川筋水害予防組合  

○栃木県住宅供給公社 ○栃木県道路公社 ○栃木県土地開発公社 ●栃木市土地開発公社  

○小山市土地開発公社 ●栃木県町村土地開発公社 ○宇都宮市土地開発公社 ●鹿沼市土地開発公社 



 地方職員共済組合(団体共済部)の加入団体一覧(過去加入していた団体を含む) 

    ○は、現在加入している団体 

●は、過去加入していた団体                      （令和５年４月末現在） 
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群馬県 ●群馬県市長会 ●群馬県町村会 ●群馬県町村議会議長会 ○群馬県国民健康保険団体連合会  

●邑楽水害予防組合 ○群馬県住宅供給公社 ●群馬県土地開発公社 ●高崎市土地開発公社  

●館林市土地開発公社 ●富岡市土地開発公社 ●勢多中央土地開発会社 ●渋川市土地開発公社  

●太田市土地開発公社 ●伊勢崎市土地開発公社 ●境町土地開発公社 ●沼田市土地開発公社 

埼玉県 ○埼玉県市長会 ○埼玉県町村会 ●埼玉県町村議会議長会 ○埼玉県国民健康保険団体連合会  

○埼玉県住宅供給公社 ○埼玉県道路公社 ○埼玉県土地開発公社 ●さいたま市土地開発公社  

●熊谷市土地開発公社 ●飯能市土地開発公社 ●越谷市土地開発公社 ●入間市土地開発公社  

●新座市土地開発公社 ●上福岡市土地開発公社 ●杉戸町土地開発公社 ●比企土地開発公社  

●桶川市土地開発公社 ●日高市土地開発公社 ●富士見市土地開発公社 

千葉県 ○千葉県市長会 ○千葉県町村会 ●千葉県町村議会議長会 ○千葉県国民健康保険団体連合会  

○千葉県住宅供給公社 ○千葉市住宅供給公社 ○千葉県道路公社 ○千葉県土地開発公社  

●千葉市土地開発公社 ●市原市土地開発公社 ●茂原市土地開発公社 ●野田市土地開発公社  

●木更津市土地開発公社 ●大網白里町土地開発公社 ●袖ヶ浦市土地開発公社  

●流山市土地開発公社 ●我孫子市土地開発公社 ●四街道市土地開発公社 ●千葉県地方土地開発公社 

●市川市土地開発公社 ○地方独立行政法人さんむ医療センター  

○地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター 

東京都 ○全国知事会 ●都道府県会館 ●都道府県有物件災害共済会 ○全国都道府県議会議長会  

○全国市長会 ●東京都市長会 ○全国都市職員災害共済会 ○全国市議会議長会 ○全国町村会  

●東京都町村会 ○全国町村議会議長会 ●東京都町村議会議長会 ○国民健康保険中央会  

○東京都国民健康保険団体連合会 ●東京都国民健康保険団体連合会福生病院  

●東京都国民健康保険団体連合会南多摩病院 ○全国市有物件災害共済会 ○日本都市センター  

○全国公営住宅火災共済機構 ●東京都交通局健康保険組合 ○消防団員等公務災害補償等共済基金  

○地方公務員災害補償基金 ○東京都住宅供給公社 ●武蔵野市土地開発公社  

○地方職員共済組合団体共済部 

神奈川県 ○神奈川県市長会 ○神奈川県町村会 ●神奈川県町村議会議長会 ○神奈川県国民健康保険団体連合会 

●横浜市健康保険組合 ●横須賀市役所健康保険組合 ●川崎市役所健康保険組合  

○神奈川県住宅供給公社 ○横浜市住宅供給公社 ○川崎市住宅供給公社 ○神奈川県道路公社  

●神奈川県土地開発公社 ●横浜市土地開発公社 ●川崎市土地開発公社 ○藤沢市土地開発公社  

●厚木市土地開発公社 ●逗子市土地開発公社 ●平塚市土地開発公社 ●南足柄市土地開発公社 

山梨県 ○山梨県市長会 ●山梨県町村会 ●山梨県町村議会議長会 ○山梨県国民健康保険団体連合会  

●甲府市職員健康保険組合 ○山梨県住宅供給公社 ●山梨県道路公社 ●山梨県土地開発公社  

●甲府市土地開発公社 



 地方職員共済組合(団体共済部)の加入団体一覧(過去加入していた団体を含む) 

    ○は、現在加入している団体 

●は、過去加入していた団体                      （令和５年４月末現在） 
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新潟県 ○新潟県市長会 ○新潟県町村会 ○新潟県町村議会議長会 ○新潟県国民健康保険団体連合会  

●新潟市健康保険組合 ●新潟県亀田郷水害予防組合 ●刈谷田川右岸水害予防組合  

●国府川水害予防組合 ○新潟県住宅供給公社 ●新潟県土地開発公社 ●新潟市土地開発公社  

●柏崎地域土地開発公社 ●新津地域土地開発公社 ●下越土地開発公社 ●長岡地域土地開発公社  

●十日町地域土地開発公社 ●佐渡土地開発公社 ●新潟圏阿賀北土地開発公社  

●白根地域土地開発公社 ●岩船地域土地開発公社 ○公立大学法人長岡造形大学 

○公立大学法人三条市立大学 

富山県 ●富山県市長会 ○富山県町村会 ●富山県町村議会議長会 ○富山県国民健康保険団体連合会  

●富山県住宅供給公社 ○富山県道路公社 ●富山県土地開発公社 ●氷見市土地開発公社 

石川県 ○石川県市長会 ○石川県町長会 ●石川県町村議会議長会 ○石川県国民健康保険団体連合会  

●金沢市健康保険組合 ●石川県住宅供給公社 ●石川県道路公社 ●金沢市土地開発公社  

○白山市土地開発公社 ○公立大学法人公立小松大学 

福井県 ○福井県市長会 ●福井県町村会 ●福井県町村議会議長会 ○福井県国民健康保険団体連合会  

●福井県住宅供給公社 ●福井県道路公社 ●福井県土地開発公社 ●福井市土地開発公社 

●武生市土地開発公社 ○公立大学法人敦賀市立看護大学 

長野県 ○長野県市長会 ●長野県町村会 ○長野県国民健康保険団体連合会 ○長野県住宅供給公社  

○長野県道路公社 ●長野県土地開発公社 ●長野市土地開発公社 ●諏訪市土地開発公社  

●佐久市土地開発公社 ●茅野市土地開発公社 ●中野市土地開発公社 ●須坂市土地開発公社  

●豊野町土地開発公社 ●真田町土地開発公社 ●池田町土地開発公社 ●宮田村土地開発公社  

●伊那市土地開発公社 ●飯山市土地開発公社 ●東部町土地開発公社 ○公立大学法人長野大学 

○地方独立行政法人長野市民病院 ○公立大学法人公立諏訪東京理科大学 

岐阜県 ●岐阜県市長会 ●岐阜県町村会 ○岐阜県国民健康保険団体連合会 ●岐阜市職員健康保険組合  

●地方公務員災害補償基金岐阜支部 ○岐阜県住宅供給公社 ●岐阜県道路公社 ○岐阜県土地開発公社 

●関市土地開発公社 ●中津川市土地開発公社 ●岐阜市土地開発公社 

静岡県 ●静岡県市長会 ●静岡県町村会 ●静岡県町村議会議長会 ○静岡県国民健康保険団体連合会  

●静岡市健康保険組合 ●浜松市職員健康保険組合 ○静岡県住宅供給公社 ○静岡県道路公社  

○静岡県土地開発公社 ●富士市土地開発公社 ●天竜市土地開発公社 ●藤枝市土地開発公社  

○公立大学法人静岡文化芸術大学 ○公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学 

愛知県 ○愛知県市長会 ●愛知県町村会 ●愛知県町村議会議長会 ○愛知県国民健康保険団体連合会  

●名古屋市交通局健康保険組合 ●名古屋市健康保険組合 ●愛知県海部郡木曽川水害予防組合  

●愛知県尾張水害予防組合 ○愛知県住宅供給公社 ○名古屋市住宅供給公社 ○愛知県道路公社  

○名古屋高速道路公社 ○愛知県土地開発公社 ●名古屋市土地開発公社 ●一宮市土地開発公社  

●豊川市土地開発公社 ●岡崎市土地開発公社 ●半田市土地開発公社 ●豊橋市土地開発公社  

●尾張土地開発公社 

三重県 ●三重県市長会 ●三重県町村会 ○三重県国民健康保険団体連合会 ●三重県住宅供給公社  

●三重県道路公社 ○三重県土地開発公社 ●津市土地開発公社 ●伊勢市土地開発公社  

●久居市土地開発公社 ●伊賀町村土地開発公社 ●四日市市土地開発公社 



 地方職員共済組合(団体共済部)の加入団体一覧(過去加入していた団体を含む) 

    ○は、現在加入している団体 

●は、過去加入していた団体                      （令和５年４月末現在） 
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滋賀県 ○滋賀県市長会 ●滋賀県町村会 ●滋賀県町村議会議長会 ○滋賀県国民健康保険団体連合会  

●滋賀県住宅供給公社 ○滋賀県道路公社 ○滋賀県土地開発公社 ●大津市土地開発公社  

●彦根市土地開発公社 ●長浜市土地開発公社 ●東近江市土地開発公社 ●草津市土地開発公社  

●守山市土地開発公社 ●近江八幡市土地開発公社 ●栗東市土地開発公社 

京都府 ●京都府市長会 ●京都府町村会 ●京都府町村議会議長会 ○京都府国民健康保険団体連合会  

●京都市交通局健康保険組合 ●京都府住宅供給公社 ○京都市住宅供給公社 ●京都府道路公社  

●京都府土地開発公社 ●京都市土地開発公社 ●舞鶴市土地開発公社 ●綾部市土地開発公社  

●宇治市土地開発公社 ●丹後地区土地開発公社 ●城南土地開発公社 ○乙訓土地開発公社  

●学研都市京都土地開発公社 ●福知山地区土地開発公社 ○公立大学法人福知山公立大学 

大阪府 ●大阪府市長会 ●近畿市長会 ●大阪府町村長会 ○大阪府国民健康保険団体連合会  

●大阪府市町村職員健康保険組合 ○大阪府住宅供給公社 ○大阪市住宅供給公社 ●堺市住宅供給公社 

○大阪府道路公社 ●大阪市道路公社 ○大阪府土地開発公社 ●大阪市土地開発公社  

●上松町土地開発公社 ●岸和田市土地開発公社 ●高槻市土地開発公社 ●東大阪市土地開発公社  

●八尾市土地開発公社 ●枚方市土地開発公社 ●門真市土地開発公社 ●大東市土地開発公社  

●四條畷市土地開発公社 ●河内長野市土地開発公社 ●交野市土地開発公社 ●吹田市土地開発公社 

●堺市土地開発公社 〇地方独立行政法人泉佐野市行政事務サービスセンター 

兵庫県 ○兵庫県市長会 ○兵庫県町村会 ○兵庫県町議会議長会 ○兵庫県国民健康保険団体連合会  

●神戸市交通局健康保険組合 ●神戸市健康保険組合 ●尼崎市職員健康保険組合  

●姫路市職員健康保険組合 ●明石市職員健康保険組合 ●西宮市職員健康保険組合  

○兵庫県住宅供給公社 ●神戸市住宅供給公社 ○兵庫県道路公社 ●神戸市道路公社  

○兵庫県土地開発公社 ●神戸市土地開発公社 ●姫路市土地開発公社 ●明石市土地開発公社 

奈良県 ●奈良県市長会 ●奈良県町村会 ●奈良県町村議会議長会 ○奈良県国民健康保険団体連合会  

●奈良県国民健康保険団体連合会生駒総合病院（奈良県国民健康保険団体連合会大和病院）  

●奈良県国民健康保険団体連合会国保中央病院（奈良県国民健康保険団体連合会大三輪病院）  

●奈良県住宅供給公社 ●奈良県道路公社 ○奈良県土地開発公社 ●桜井市土地開発公社  

●天理市土地開発公社 ●高取町土地開発公社 ●奈良市土地開発公社 

和歌山県 ○和歌山県市長会 ○和歌山県町村会 ○和歌山県町村議会議長会 ○和歌山県国民健康保険団体連合会 

●和歌山市職員健康保険組合 ○和歌山県住宅供給公社 ●和歌山県道路公社 ○和歌山県土地開発公社 

●新宮市土地開発公社 ●御坊市土地開発公社 ●有田川町土地開発公社 ●田辺市土地開発公社 

鳥取県 ●鳥取県市長会 ○鳥取県町村会 ●鳥取県町村議会議長会 ○鳥取県国民健康保険団体連合会  

○鳥取県住宅供給公社 ●鳥取県土地開発公社 ●境港市土地開発公社 ●米子市土地開発公社  

○鳥取市土地開発公社 ●佐治村土地開発公社 ○公立大学法人公立鳥取環境大学 

島根県 ○島根県市長会 ○島根県町村会 ○島根県町村議会議長会 ○島根県国民健康保険団体連合会  

○島根県住宅供給公社 ○島根県土地開発公社 ●大田市土地開発公社 ●安来市土地開発公社  

●松江市土地開発公社 ●浜田市土地開発公社 ●隠岐の島町土地開発公社 ●大東町土地開発公社  

●東出雲町土地開発公社 ●多伎町土地開発公社 ●雲南市土地開発公社 ●江津市土地開発公社  

●温泉津町土地開発公社 ●三刀屋町土地開発公社 ●出雲市土地開発公社 



 地方職員共済組合(団体共済部)の加入団体一覧(過去加入していた団体を含む) 

    ○は、現在加入している団体 

●は、過去加入していた団体                      （令和５年４月末現在） 
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岡山県 ○岡山県市長会 ●岡山県町村会 ○岡山県町村議会議長会 ○岡山県国民健康保険団体連合会  

●岡山市職員健康保険組合 ●地方公務員災害補償基金岡山支部 ●岡山県住宅供給公社  

●岡山県道路公社 ○岡山県土地開発公社 ○倉敷市土地開発公社 ●津山市土地開発公社  

●真庭土地開発公社 ●船穂町土地開発公社 

広島県 ●広島県市長会 ○広島県町村会 ○広島県町議会議長会 ○広島県国民健康保険団体連合会  

●広島市職員健康保険組合 ●呉市職員健康保険組合 ○広島県住宅供給公社 ●広島県道路公社  

●広島市道路公社 ○広島高速道路公社 ○広島県土地開発公社 ●広島市土地開発公社  

●三原市土地開発公社 ●呉市土地開発公社 ●尾道市土地開発公社 ●福山市土地開発公社  

●竹原市土地開発公社 ●府中市土地開発公社 ○東広島市土地開発公社 ●三次市土地開発公社  

●五日市町土地開発公社 ●廿日市町土地開発公社 ●世羅西町土地開発公社 ●大野町土地開発公社 

●甲山町土地開発公社 

山口県 ●山口県市長会 ●山口県町村会 ○山口県町議会議長会 ○山口県国民健康保険団体連合会  

●下関市職員健康保険組合 ●山口県住宅供給公社 ●山口県道路公社 ●山口県土地開発公社  

●下関市土地開発公社 ●宇部市土地開発公社 ●防府市土地開発公社 ●徳山市土地開発公社  

●光市土地開発公社 ●下松市土地開発公社 ●柳井市土地開発公社 ●周南市土地開発公社  

●周東町土地開発公社 ●熊毛町土地開発公社 ●田布施町土地開発公社 

○公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学 ○公立大学法人周南公立大学 

徳島県 ●徳島県市長会 ○徳島県町村会 ●徳島県町村議会議長会 ○徳島県国民健康保険団体連合会  

●徳島市健康保険組合 ○徳島県住宅供給公社 ○徳島県土地開発公社 ●徳島市土地開発公社  

●那賀川町土地開発公社 ●海部町土地開発公社 ●山川町土地開発公社 

○地方独立行政法人徳島県鳴門病院 

香川県 ●香川県市長会 ○香川県町村会 ●香川県町村議会議長会 ○香川県国民健康保険団体連合会  

●香川県住宅供給公社 ●香川県道路公社 ●香川県土地開発公社 ●牟礼町土地開発公社 

愛媛県 ●愛媛県市長会 ●愛媛県町村会 ●愛媛県町村議会議長会 ○愛媛県国民健康保険団体連合会  

●愛媛県住宅供給公社 ●愛媛県道路公社 ○愛媛県土地開発公社 ●今治市土地開発公社  

●伊予三島市土地開発公社 ●伊予市土地開発公社 

高知県 ●高知県市長会 ●高知県町村会 ●高知県町村議会議長会 ○高知県国民健康保険団体連合会  

○高知県住宅供給公社 ●高知県道路公社 ●高知県土地開発公社 ●安芸市土地開発公社  

●室戸市土地開発公社 ●須崎市土地開発公社 ●四万十市土地開発公社 ●いの町土地開発公社  

●春野町土地開発公社 ●大方町土地開発公社 ●大月町土地開発公社 ●野市町土地開発公社  

●佐賀町土地開発公社 ●東津野村土地開発公社 ●日高村土地開発公社 ●宿毛市土地開発公社  

●越知町土地開発公社 ●佐川町土地開発公社 ●公立大学法人高知工科大学 



 地方職員共済組合(団体共済部)の加入団体一覧(過去加入していた団体を含む) 

    ○は、現在加入している団体 

●は、過去加入していた団体                      （令和５年４月末現在） 
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福岡県 ●福岡県市長会 ○福岡県町村会 ○福岡県町村議会議長会 ○福岡県国民健康保険団体連合会  

●福岡市職員健康保険組合 ●北九州市職員健康保険組合 ●久留米市職員健康保険組合  

○福岡県住宅供給公社 ○福岡市住宅供給公社 ○北九州市住宅供給公社 ○福岡県道路公社  

○福岡北九州高速道路公社 ●福岡県土地開発公社 ●北九州市土地開発公社 ●大川市土地開発公社 

●柳川市土地開発公社 ●甘木市土地開発公社 ●飯塚市土地開発公社 ●若宮町土地開発公社  

●瀬高町土地開発公社 ●玄海町土地開発公社 ●那珂川町土地開発公社 ●前原市土地開発公社  

●小竹町土地開発公社 ●方城前土地開発公社 ●宮若市土地開発公社 

佐賀県 ○佐賀県市長会 ○佐賀県町村会 ○佐賀県町村議会議長会 ○佐賀県国民健康保険団体連合会  

●佐賀県住宅供給公社 ○佐賀県道路公社 ○佐賀県土地開発公社 ●佐賀市土地開発公社  

●唐津市土地開発公社 ●武雄市土地開発公社 ●伊万里市土地開発公社 ●鳥栖市土地開発公社  

●基山町土地開発公社 ●神埼地区土地開発公社 ●多久市土地開発公社 

長崎県 ●長崎県市長会 ●長崎県町村会 ○長崎県町村議会議長会 ○長崎県国民健康保険団体連合会  

●長崎市役所健康保険組合 ●佐世保市役所健康保険組合 ○長崎県住宅供給公社 ○長崎県道路公社  

○長崎県土地開発公社 ●長崎市土地開発公社 ●佐世保市土地開発公社 ●島原市土地開発公社  

●諫早市土地開発公社 ●大村市土地開発公社 ●平戸市土地開発公社 ●西彼中央土地開発公社  

●香焼町土地開発公社 

熊本県 ●熊本県市長会 ○熊本県町村会 ○熊本県町村議会議長会 ○熊本県国民健康保険団体連合会  

●熊本県住宅供給公社 ○熊本県道路公社 ●熊本県土地開発公社 

大分県 ●全国知事会九州地方知事会 ●大分県市長会 ○大分県町村会 ●大分県町村議会議長会  

○大分県国民健康保険団体連合会 ●大分県都市職員健康保険組合 ○大分県住宅供給公社  

●大分県道路公社 ○大分県土地開発公社 ○宇佐市土地開発公社 ●国東町土地開発公社  

●日出町土地開発公社 

宮崎県 ●宮崎県市長会 ○宮崎県町村会 ○宮崎県町村議会議長会 ○宮崎県国民健康保険団体連合会  

●宮崎県住宅供給公社 ○宮崎県道路公社 ●宮崎県土地開発公社 ●宮崎市土地開発公社  

●日向市土地開発公社 ○都城市土地開発公社 ●西都市土地開発公社 ●串間市土地開発公社  

●延岡市土地開発公社 ●高岡町土地開発公社 ●南郷町土地開発公社 ●田野町土地開発公社 

●北郷町土地開発公社 ●門川町土地開発公社 ●高鍋町土地開発公社 ●高城町土地開発公社 

●新富町土地開発公社 ●佐土原町土地開発公社 ○地方独立行政法人西都児湯医療センター 

鹿児島県 ○鹿児島県市長会 ●九州市長会 ○鹿児島県町村会 ●鹿児島県町村議会議長会  

○鹿児島県国民健康保険団体連合会 ○鹿児島県住宅供給公社 ○鹿児島県道路公社  

●鹿児島市土地開発公社 ●鹿屋市土地開発公社 ●垂水市土地開発公社 ○薩摩川内市土地開発公社 

●末吉町土地開発公社 ●入来町土地開発公社 ○さつま町土地開発公社  

●鹿児島県市町村土地開発公社 ○志布志市土地開発公社 ●西之表市土地開発公社  

●加世田市土地開発公社 ●霧島市土地開発公社 ○姶良市土地開発公社 ●龍郷町土地開発公社 



 地方職員共済組合(団体共済部)の加入団体一覧(過去加入していた団体を含む) 

    ○は、現在加入している団体 

●は、過去加入していた団体                      （令和５年４月末現在） 
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沖縄県 ○沖縄県市長会 ●沖縄県市議会議長会 ○沖縄県町村会 ●南部地区市町村会 ●中部市町村会  

●北部市町村会 ○沖縄県町村議会議長会 ○沖縄県国民健康保険団体連合会 ○沖縄県住宅供給公社 

○沖縄県土地開発公社 ●那覇市土地開発公社 ●糸満市土地開発公社 ●宜野湾市土地開発公社  

●うるま市土地開発公社 ●宮古島市土地開発公社 ●名護市土地開発公社 ●沖縄市土地開発公社  

●沖縄県町村土地開発公社 ○公立大学法人名桜大学 

 


