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地方公務員共済組合宿泊施設一覧 
（令和４年６月２２日現在） 

［担当］共済組合庶務係  

 

内容 利用方法 

組合員及び被扶養者が、他の共済組合の宿泊施設を利用する

とき、部内者扱いで利用できます。 

（部内者料金を設定していない宿泊施設もありますので、利

用の際は直接宿泊施設にお問合せください。） 

利用者が施設へ直接申し込む。 

利用の際、本市の身分証明書又は組合員証等の提示が必要となるた

め、申込みの際に持参する証明書を宿泊施設に確認してください。 

本市共済組合の証明書が必要な場合は、共済組合庶務係で証明書を

発行しますので、組合員証を持参してください。 

 
表中の共済組合名の凡例 

 地…地方職員共済組合  公…公立学校共済組合  北…北海道都市職員共済組合  警…警察共済組合 
愛…愛知県都市職員共済組合   市…全国市町村職員共済組合連合会   東…東京都職員共済組合 

 
略号 施設名 郵便番号 所在地 電話番号 備考 

公 ホテルライフォート札幌 064-0810 札幌市中央区南10条西１ 011-521-5211   

市 ホテルポールスター札幌 060-0004 札幌市中央区北４条西6丁目 011-241-9111   

北 ホテルノースシティ 064-8645 札幌市中央区南９条西１ 011-512-9748   

市 アップルパレス青森 030-0802 青森市本町5-1-5  017-723-5600   

地 清温荘 020-0055 盛岡市繋字湯の舘33 019-689-2321   

地 エスポワールいわて 020-0021 盛岡市中央通1-1-38 019-623-6251   

公 サンセール盛岡 020-0883 盛岡市志家町1-10 019-651-3322   

公 ホテル白萩 980-0012 仙台市青葉区錦町2-2-19 022-265-3411   

公 玉造荘 989-6711 大崎市鳴子温泉字川渡62  0229-84-7330   

市 パレス松洲 981-0215 宮城郡松島町高城字浜38 022-354-2106   

地 ルポールみずほ 010-0951 秋田市山王4-2-12 018-862-2433 
 

地 あこや会館 990-0023 山形市松波2-8-1 023-642-1358 
 

市 むつみ荘 999-2211 南陽市赤湯233-1 0238-43-3035   

市 うしお荘 997-1201 鶴岡市湯野浜1-11-23 0235-75-2715   

地 杉妻会館 960-8065 福島市杉妻町3-45 024-523-5161   

公 あづま荘 960-0201 福島市飯坂町字中ノ内1-1 024-542-3381   

市 ホテル福島グリーンパレス 960-8068 福島市太田町13-53 024-533-1171   

公 ホテルレイクビュー水戸 310-0015 水戸市宮町1-6-1 029-224-2727   

市 大洗鷗松亭 311-1301 東茨城郡大洗町磯浜町8179-5 029-266-1122   

地 ニューみくら 320-0032 宇都宮市昭和1-3-6 028-622-1093   

市 那須の森ヴィレッジ 325-0303 
那須郡那須町大字高久乙字遅山
3375-637 

0287-78-1636 冬期休館 

市 アルペンローゼ 377-1711 吾妻郡草津町草津512-2 048-822-3304   

地 ヘリテイジ浦和 別所沼会館 336-0021 さいたま市南区別所4-14-10 048-861-5219   

公 ホテルブリランテ武蔵野 330-0081 さいたま市中央区新都心2-2 048-601-5555   

警 プリムローズ有朋 330-0063 さいたま市浦和区高砂4-10-15 048-861-4122 
婚礼で使用

した者のみ 

地 プラザ菜の花 260-0854 千葉市中央区長洲1-8-1 043-222-8271   

公 ホテルポートプラザちば 260-0026 千葉市中央区千葉港8-5 043-247-7211   

市 オークラ千葉ホテル 260-0024 千葉市中央区中央港1-13-3 043-248-1111   

市 黒潮荘 296-0004 鴨川市貝渚 2565 04-7092-2205   

警 ホテルグランドアーク半蔵門 102-0092 千代田区隼町1-1 03-3288-1641   

市 東京グリーンパレス 102-0084 千代田区二番町２ 03-5210-4600   

東 アジュール竹芝 105-0022 港区海岸1-11-2 03-3437-2011   

市 ホテル日航立川 東京 190-0022 立川市錦町1-12-1 042-521-1111   

地 ホテルルポール麴町 102-0093 千代田区平河町2-4-3 03-3265-5361   

公 ひめしゃら 250-0631 足柄下郡箱根町仙石原1245 045-210-8165 休館中 
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略号 施設名 郵便番号 所在地 電話番号 備考 

東 箱根路開雲 250-0311 足柄下郡箱根町湯本521-4 0460-85-6678 
 

市 湯河原温泉ちとせ 259-0314 足柄下郡湯河原町宮上281-1 0465-63-0121   

市 瀬波はまなす荘 958-0037 村上市瀬波温泉1-2-17 0254-52-5291   

市 アクアーレ長岡 940-2147 長岡市新陽2-5-1 0258-47-5656   

公 パレブラン高志会館 930-0018 富山市千歳町1-3-1 076-441-2255   

公 
立山高原ホテル 
【営業時期：4月中旬～11月中旬】 

930-1413 中部山岳国立公園立山天狗平 076-463-1014 
郵便不配
達地域 

市 グリーンビュー立山 930-1405 中新川郡立山町千寿ケ原 076-482-1716   

市 おびし荘 923-0316 小松市井口町ホ 55 0761-65-1831   

市 越路 910-4121 あわら市東温泉2-201   0776-77-3151   

公 ホテル信濃路 380-0936 長野市中御所岡田町131-4 026-226-5212   

公 みやま荘 390-0303 松本市浅間温泉3-28-6 0263-46-1547   

市 ホテルやまなみ 406-0028 笛吹市石和町駅前15-1 055-262-5522 
 

公 ホテルグランヴェール岐山 500-8875 岐阜市柳ヶ瀬通6-14  058-263-7111   

市 紫雲荘 509-2207 下呂市湯之島692 0576-25-2101   

警 ホテル弥生 413-0005 熱海市春日町8-24  03-3592-1991   

市 シーサイドいずたが 413-0101 熱海市上多賀12  0120-73-1241   

地 アイリス愛知 460-0002 名古屋市中区丸の内2-5-10  052-223-3751   

地 サンヒルズ三河湾 443-0021 蒲郡市三谷町南山1-76  0533-68-4696   

公 ホテルルブラ王山 464-0841 名古屋市千種区覚王山通8-18  052-762-3151   

公 蒲郡荘 443-0034 蒲郡市港町21-4  0533-68-2188   

公 プラザ洞津 514-0042 津市新町1-6-28  059-227-3291   

市 サンペルラ志摩 517-0204 志摩市磯部町的矢314 0599-57-2130   

地 ホテルピアザびわ湖 520-0801 大津市におの浜1-1-20 ピアザ淡海内 077-527-6333 休館中 

地 御所西 京都平安ホテル 602-0912 
京都市上京区烏丸通上長者町上ル 
龍前町598-1 

075-432-6181   

公 ホテルルビノ京都堀川 602-8056 
京都市上京区東堀川通下長者町下ル
3-7 

075-432-6161   

公 花のいえ 616-8382 京都市右京区嵯峨天龍寺角倉町９ 075-861-1545   

公 ホテルアウィーナ大阪 543-0031 大阪市天王寺区石ケ辻町19-12 06-6772-1441   

警 プリムローズ大阪 540-0008 大阪市中央区大手前3-1-43                      06-6941-1231   

市 シティプラザ大阪 540-0029 大阪市中央区本町橋2-31 06-6947-7702   

公 ホテル北野プラザ六甲荘 650-0002 神戸市中央区北野町1-1-14 078-241-2451   

地 瑞宝園 651-1401 神戸市北区有馬町1751 078-903-3800   

市 ひょうご共済会館 650-0004 神戸市中央区中山手通4-17-13 078-222-2600   

市 ゆめ春来 669-6821 美方郡新温泉町湯1569-6 0796-99-2211   

公 ホテルリガーレ春日野 630-8113 奈良市法蓮町757-2 0742-22-6021   

公 ホテルアバローム紀の国 640-8262 和歌山市湊通丁北2-1-2  073-436-1200   

公 白兎会館 680-0833 鳥取市末広温泉町556 0857-23-1021   

市 渓泉閣 682-0122 東伯郡三朝町山田180 0858-43-0828   

公 サンラポーむらくも 690-0887 松江市殿町369  0852-21-2670   

市 ホテル白鳥 690-0852 松江市千鳥町20  0852-21-6195   

公 ピュアリティまきび 700-0907 岡山市北区下石井2-6-41  086-232-0511   

市 サン・ピーチOKAYAMA 700-0023 岡山市北区駅前町2-3-31  086-225-0631   

市 コテージ湯の山 738-0601 広島市佐伯区湯来町大字和田128-2 
082-504-2062 
(事務局） 

  

公 セントコア山口 753-0056 山口市湯田温泉3-2-7  083-922-0811   

市 防長苑 753-0077 山口市熊野町4-29   083-922-3555   

市 ホテル千秋閣 770-0847 徳島市幸町3-55  088-622-9121   

市 ホテルマリンパレスさぬき 760-0066 高松市福岡町2-3-4  087-851-6677   

公 にぎたつ会館 790-0858 松山市道後姫塚118-2  089-941-3939   
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略号 施設名 郵便番号 所在地 電話番号 備考 

市 えひめ共済会館 790-0003 松山市三番町5-13-1  089-945-6311   

公 高知会館 780-0870 高知市本町5-6-42  088-823-7123   

市 
高知共済会館 COMMUNITY 
SQUARE 

780-0870 高知市本町5-3-20 088-823-3211   

公 福岡リーセントホテル 812-0053 福岡市東区箱崎2-52-1 092-641-7741   

公 小倉リーセントホテル 803-0811 北九州市小倉北区大門1-1-17 093-581-5673   

警 博多サンヒルズホテル 812-0046 福岡市博多区吉塚本町13-55 092-631-3331   

公 グランデはがくれ 840-0815 佐賀市天神2-1-36 0952-25-2212   

公 ホテルセントヒル長崎 850-0052 長崎市筑後町4-10 095-822-2251   

公 水前寺共済会館グレーシア 862-0950 熊本市中央区水前寺1-33-18 096-383-1281   

公 豊 泉 荘 874-0902 別府市青山町5-73  0977-23-4281   

市 ひ ま わ り 荘 880-0867 宮崎市瀬頭2-4-5 0985-24-5285 休館中 

公 ホテルウェルビューかごしま 890-0062 鹿児島市与次郎2-4-25 099-206-3838   

市 マリンパレスかごしま 890-8527 鹿児島市与次郎2-8-8 099-253-8822   

 
新型コロナウイルス感染症等により、施設運営に影響が出ている場合があります。運営状況については、直接施設に

ご確認ください。 


