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平成27年度 決算の概要について
被扶養者現況調査書の提出について
標準報酬の決定について
本年9月からの長期給付に係る保険料率
医療機関等での窓口負担が軽減されます
人間ドック希望選択検査の訂正について
プール利用共通割引入場券について
健康ウォーキングを開催しました
月刊育児誌贈呈のごあんない
健康季刊誌「四季のけんこう」を希望者に自宅送付します
「いつでも電話健康相談」のごあんない
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貸付事業のご案内
新たな地共済年金情報Webサイトが
　リニューアルされました
給付算定基礎額残高通知書について
がん保険のご案内
「共済事業補完制度」のご案内
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シティプラザ大阪から組合員の皆様へ
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● 所属所数
　（平成28年３月３１日現在）
市 町 村 一部事務組合等 合計
32 9 1 27 69

● 組合員数の推移
　（平成23年度末～平成27年度末）
平成23年度末
平成24年度末
平成25年度末
平成26年度末
平成27年度末

49,865人
49,771人
49,609人
49,610人
49,759人

平成27年度 決算の概要について決算の概要について決算の概要について
平成27年度決算につきましては、去る6月3日開催の第149回組合会で承認されましたので、その
概要についてお知らせ致します。

　平成27年度末の組合員数は、前年度から149人増の49,759人となりました。
　被扶養者数（任意継続組合員を除く）は590人減の52,457人となり、組合員1人当たり
の被扶養者数は1．07人となりました。
　また、一般組合員の平均標準報酬月額は、前年度（平均給料月額）と比べて長期で
86,999円、短期で97,868円増加し、長期407,524円、短期419,252円となりました。

● 組合員数等の状況（平成28年３月３１日現在） （単位：人、円）

（注）継続長期組合員欄の［　　］書きは、継続長期組合員のうち、公益的法人等への一般職の地方公務員の
　　派遣等に関する法律に規定する退職派遣者の数値です。

組合員種別

一般組合員
（うち特別職）
市町村長組合員
特定消防組合員
市町村長長期組合員
継続長期組合員

小計
任意継続組合員

合計

43,316
（133）

40
5,802

2
2

49,162
597

49,759

407,524
（611,053）
633,250
403,113
620,000

［500,000］500,000
ー　　　 
ー　　　 

ー　　　 

419,252
（781,654）
890,500
403,326
890,000
ー　　　 
ー　　　 
380,027

ー　　　 

組合員数

43,737
（133）

45
8,675

52,457
501

52,958

被扶養者数
平均標準報酬月額

長期 短期・福祉・保健

総 括 事 項
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決算の概要について
短期経理

長期経理（平成27年9月末廃止）

　組合員及びその被扶養者の病気やケガの
治療に伴う医療費、出産・死亡・休業・災害な
どに対する給付、高齢者医療制度にかかる納
付金及び介護保険にかかる納付金の支出等
を行う経理です。
◇収支決算を行った結果、24億3,757万円
の当期短期利益金を生じ、14億3,969万
円を欠損金補てん積立金に、所要額を超
える839万円と当期短期利益金の合計
24億4,596万円を短期積立金に積立て
ました。したがって、翌年度に繰越する短
期積立金は55億1,474万円となります。
一方で981万円の当期介護損失金を生じ、
これを前年度より繰越した介護積立金
2,967万円を取崩して補てんした結果、
翌年度に繰越する介護積立金は1,986万
円となります。

　平成19年度から、長期給付事業（年金の支払い等）を全国市町村職員共済組合連合会（以下「市町村連合会」とい
う）に集約し一元的処理を行っていることから、本組合に払い込まれた組合員の皆様の掛金と所属所からの負担金
の全額を市町村連合会へ払い込むための経理です。
　平成27年度は、369億9,574万円の収入があり、この全額を市町村連合会への払込金として支出しました。

厚生年金保険経理（平成27年10月新設）

　平成27年10月の被用者年金制度一元化に伴って、従来の長期経理から引き継ぎ、厚生年金相当部分の給付、基
礎年金拠出金に係る取引等のため、組合員の皆様の保険料と所属所からの負担金を収納し、市町村連合会へ払い
込むために新たに設けられた経理です。
　平成27年度は、334億6,730万円の収入があり、この全額を市町村連合会への払込金として支出しました。

◆収支状況（単位：万円）

収入（A）

（A）－（B） 当期利益金

計 3,886,129
支出（B）

計 3,643,353

短期負担金 1,603,767 保健給付 1,385,797

前期高齢者納付金 762,198

退職者給付拠出金 57,141
介護納付金 233,568

後期高齢者支援金 568,432

連合会払込金 40,460
連合会拠出金 135,005
業務経理へ繰入 9,464
次年度繰越支払準備金 241,687
その他 1,094

休業給付 173,683

附加給付・一部負担金払戻金 34,824

短期掛金 1,623,906

その他 8,887

前年度繰越支払準備金 240,061

24億2,776万円
短期利益金 24億3,757万円
介護損失金 981万円

育児・介護休業手当金交付金 144,179

高額医療交付金 32,670

介護掛金 117,672

介護負担金 114,987
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経過的長期経理（平成27年10月新設）

　被用者年金制度一元化に伴い、公務災害・遺族年金等のため、所属所からの負担金を収納し、市町村連合会へ払
い込むために新たに設けられた経理です。
　平成27年度は、4,192万円の収入があり、この全額を市町村連合会への払込金として支出しました。

預託金管理経理（平成27年9月末廃止）

　平成19年度から、長期給付事業を市町村連合会で一元的処理をしていることに伴い、同連合会から長期給付積
立金の一部の預託を受け、組合員貸付等の資金として管理運用を行う経理です。
　平成27年度は、1億6,001万円の収入があり、同額を市町村連合会へ支払利息として支出しました。

経過的長期預託金管理経理（平成27年10月新設）

　長期給付積立金の一部を市町村連合会から預託を受け、貸付経理への貸付金等の管理・運用を行うために新た
に設けられた経理です。
　平成27年度は、1億4,666万円の収入があり、同額を市町村連合会へ支払利息として支出しました。

退職等年金経理（平成27年10月新設）

　年金払い退職給付のため、組合員の皆様の掛金と所属所からの負担金を収納し、市町村連合会へ払い込むため
に新たに設けられた経理です。
　平成27年度は、23億5,201万円の収入があり、この全額を市町村連合会への払込金として支出しました。

（参考）本組合の年金受給者数の推移
　　　　　　　　　　　　　　（平成23年度末～平成27年度末）

平成23年度末
平成24年度末
平成25年度末
平成26年度末
平成27年度末

50,603人
52,611人
52,872人
54,423人
55,935人

年金受給者と組合員の割合

年金受給者数

前年度より2.71％増
＜平成26年度109.70％＞

112.41％

55,935人 ＝
組合員数

49,759人

1人
0.89人

※組合員0.89人で年金受給者1人を支えて
　います。
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業務経理

　共済組合の業務に必要な事務経費を賄っ
ている経理です。所属所からの負担金と短
期経理からの繰入金及び市町村連合会の交
付金等により賄われています。
◇収支決算を行った結果、1億1,871万円の
当期利益金を生じ、これを全額積立てまし
た。したがって、翌年度へ繰越する利益剰
余金は6億5,329万円となりました。

◆収支状況（単位：万円）
収入（A）

（A）－（B） 当期利益金

計 76,440
支出（B）
計 64,569

負担金 51,087

連合会交付金 15,752

短期経理より繰入金 9,464

その他 137

旅費 283
事務費 3,913
委託費 3,724
賃借料 2,528
普及費 315
負担金 4,070
事務費負担金払込金 22,738
その他 1,926

職員給与 25,072

1億1,871万円

保健経理

　組合員及びその被扶養者の健康教育、健
康相談、健康診査その他健康の保持増進の
ために必要な保健事業を行う経理です。人間
ドックなどの疾病予防事業、宿泊経理への
繰入、ライフプラン関連事業や各種研修会
等の開催費用を支出しています。
◇収支決算を行った結果、5,397万円の当
期損失金を生じ、利益剰余金を取崩し補
てんしました。したがって、翌年度へ繰越す
る利益剰余金は11億8,812万円となりま
した。

◆収支状況（単位：万円）
収入（A）

（A）－（B） 当期損失金

計 101,644
支出（B）
計 107,041

負担金 51,109

掛金 50,322

その他 213

職員給与 3,488

厚生費 56,437

特定健康診査等費 11,739
事務費 1,452
連合会分担金 1,327
宿泊経理へ繰入 20,000
その他 12,598

5,397万円

宿泊経理

　本組合の福利厚生施設である「シティプラ
ザ大阪」の施設運営を行う経理です。
◇収支決算を行った結果、1億3,326万円の
当期損失金を生じ、利益剰余金を取崩し
補てんしました。したがって、翌年度へ繰
越する利益剰余金は23億9,191万円とな
りました。

◆収支状況（単位：万円）
収入（A）

（A）－（B） 当期損失金

計 219,613
支出（B）
計 232,939

宿泊 65,231

宴会・会議 65,861

婚礼 19,828
保健経理より繰入 20,000
その他 48,693

委託費・委託管理費 180,699

負担金 12,363
支払利息 2,808
固定資産除却損 193
その他 36,876

1億3,326万円
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被扶養者現況調査書の提出について
　普通・住宅・災害・医療・入学・結婚・葬祭等、
組合員が臨時に資金を必要とする際に貸付
を行う経理です。
◇貸付金総額は　129億3,686万円に
◇収支決算を行った結果、1,660万円の当
期利益金を生じ、これを全額積立てました。
したがって、翌年度へ繰越する利益剰余金
は26億2,766万円となりました。

貸付経理

◆収支状況（単位：万円）

収入（A）

（A）－（B） 当期利益金

計 37,569
支出（B）
計 35,909

組合員貸付利息 37,203

連合会交付金 362

その他 4

職員給与 2,773
事務費 791

支払利息 27,852

連合会払込金 1,812
貸付債権保全金 247
その他 2,434

1,660万円

◆貸付金の状況 （単位：件、万円、％）

種類

普通貸付

住宅貸付

災害貸付

特別貸付

合計

1,651

4,557

33

871

7,112

122,437

1,093,804

7,554

69,891

1,293,686

9.47

84.55

0.58

5.40

100.00

貸付件数 貸付金額 割合
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標準報酬の決定について標準報酬の決定について標準報酬の決定について

定 時 決 定

4月の報酬

基本給

諸手当

5月の報酬

基本給

諸手当

6月の報酬

基本給

諸手当

3ヵ月の
報酬の平均額

標準報酬月額等級表にあてはめる
（９月より適用）

　標準報酬は、掛金・負担金・給付額の算定の基礎となるものであり、組合員の受ける報酬月額（基本給
＋諸手当等）に基づき決められています。
　また、組合員が実際に受ける報酬と、すでに決められている標準報酬月額とが大きくかけ離れない
よう、一定時点で決定または改定し、一定期間適用する方法が取られており、毎年９月には年１回の見直
しである定時決定が行われます。

　毎年７月１日において、現に組合員である方の４月・５月・６月の３ヵ月間の報酬の平均により、標準報
酬月額を決定し、９月より適用されます。決定された標準報酬月額は翌年の８月まで適用となります。

※６月１日から７月１日までに組合員の資格を取得された者はその年の定時決定の対象とはなりません。

※７月から９月までのいずれかの月に随時改定・育児休業終了時改定・産前産後終了時改定がおこなわ
れた場合はその年の定時決定の対象とはなりません。

※諸手当＝時間外勤務手当、扶養手当等
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標準報酬の決定について
資格取得時決定

育児休業等終了時改定

産前産後終了時改定

随 時 改 定

　採用等により組合員の資格を取得した時には資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬月
額を決定します。決定された標準報酬月額は資格を取得した日からその年の8月（資格取得日が6～12
月の場合は翌年の8月）まで適用となります。

　育児休業等を終了した組合員が、育児休業等終了日においてその育児休業等に係る3歳に満たない
子を養育する場合、申し出があった時は育児休業等終了日の翌日が属する月の以後3ヵ月間に受けた報
酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定します。育児休業等終
了日の翌日から2ヵ月を経過した日の属する月の翌月から、その年の8月（7～12月に改定された場合
は翌年の8月）まで適用となります。

※主な随時改定とのちがい
 ・ 固定的給与の変動がなくても改定ができます。
 ・ 標準報酬の月額の等級差が1等級で改定できます。
 ・ 組合員が申し出た場合に行うものです。

　産前産後休業を終了した組合員が、産前産後休業終了日においてその産前産後休業に係る子を養育
する場合、申し出があった時は産前産後休業終了日の翌日が属する月の以後3ヵ月間に受けた報酬の
総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定します。産前産後休業終了
日の翌日から2ヵ月を経過した日の属する月の翌月から、その年の8月（7～12月に改定された場合は
翌年の8月）まで適用となります。

※主な随時改定とのちがいは育児休業等終了時改定と同様です。

　組合員の固定的給与の変動（昇給、扶養手当の増減等）があり、かつ、継続した3ヵ月間に受けた報酬
の総額を3で除した額が従来の等級より2等級以上の差がある場合に4ヵ月目から標準報酬月額の改
定を行います。改定された標準報酬月額はその年の8月（7～12月に改定された場合は翌年の8月）ま
で適用となります。
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本年9月からの
長期給付に係る保険料率

医療機関等での窓口負担が軽減されます！医療機関等での窓口負担が軽減されます！医療機関等での窓口負担が軽減されます！
限度額適用認定証が必要な場合は早めの手続きを限度額適用認定証が必要な場合は早めの手続きを限度額適用認定証が必要な場合は早めの手続きを

●申請手続き方法

●申請等のながれ

　所属所の共済組合事務担当課（人事課等）を通じて「限度額適用認定証交付申請書」を共済組合へ
提出してください。申請書を確認後「限度額適用認定証」を、所属所の共済組合事務担当課へ交付し
ます。
　70歳以上75歳未満の方（非課税世帯除く）は限度額適用認定証の申請は必要なく、高齢受給者
証を医療機関等窓口に提示してください。
　組合員本人が住民税非課税の場合、申請用紙が異なりますので所属所の共済組合事務担当課まで
申し出てください。

　入院等で医療機関等窓口での支払いが高額になりそうな場合は、限度額適用認定証の交付を受け、
医療機関等窓口で提示することにより、支払額が高額療養費にかかる自己負担限度額までとなり、
一時的な負担が少なくなります。この場合、高額療養費は共済組合から医療機関等へ支払います。

組合員
所属所の
共済組合
事務担当課
（人事課等）

医療機関等

共済組合

①申請書を提出
②組合員からの
　申請書を提出

③適用区分を認定し
　「限度額適用認定証」
　を交付

④「限度額適用認定証」
　の受け渡し

⑤「限度額適用認定証」
　を提示し、自己負担
　限度額までの支払い

⑥医療費と
　高額療養費の請求

⑦医療費と
　高額療養費の支払い

◎限度額適用認定証を使用しなかった場合は、医療機関等の窓口で支払う自己負担額が高額療養
費にかかる自己負担限度額（次ページの表参照）を超えても一時的に支払う必要がありますが、
受診月の3～4月程度後に共済組合より高額療養費が組合員の登録口座に自動的に振込まれま
すので、「限度額適用認定証」を使用した場合と結果的に自己負担額は同じになります。
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●高額療養費にかかる自己負担限度額（70歳未満）

（高額療養費制度については「きょうさいOSAKA 2016.4月号 Vol.74 P.16」をご覧ください）

人間ドック希望選択検査の訂正について

プール利用共通割引入場券について

健康ウォーキングを
 開催しました

見 本

ご参加いただき、ありがとうございました。
次回は秋の予定です。開催日等詳細が決まりましたら改めてご案内します。

区　分

標準報酬月額83万円以上 ア

イ

ウ

エ

オ

標準報酬月額26万円以下

住民税非課税世帯等

標準報酬月額53万円以上
　　　　　　　　79万円以下

167,400円＋（医療費－558,000円）×1％
【多数該当は93,000円】

252,600円＋（医療費－842,000円）×1％
【多数該当は140,100円】

80,100円＋（医療費－267,000円）×1％
【多数該当は44,400円】

57,600円
【多数該当は44,400円】

35,400円
【多数該当は24,600円】

標準報酬月額28万円以上
　　　　　　　　50万円以下

適用区分 自己負担限度額

介護休業手当金の給付割合の変更について

　雇用保険法の一部を改正する法律により地方公務員等共済組合法の一部が改正され、介護休
業手当金の給付割合について、平成28年8月1日から当分の間、標準報酬の日額の100分の67に
引き上げられます。

災害見舞金について

　非常災害により、住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失した場合は災害見舞金の請求
ができますので早急に所属所の共済組合事務担当課に連絡してください。
　必要に応じて共済組合担当者が現地調査を行うことがありますので、その場合は立合い等のご
協力をお願いします。また、可能な限り被災状況等を写真で保存しておいてください。

※非常災害とは洪水・津波・地震・火災・落雷・地割れ・竜巻・台風・豪雨による浸水・がけ崩れ・雪崩
等の主として自然現象による災害をいいます。

ご旅行の際には、万が一の為にも
　　　　組合員証・組合員被扶養者証の携帯を忘れずに！ 

　組合員証・組合員被扶養者証を持たずに、医療機関等を受診することになった場合には、窓口で
は健康保険の適用がなく医療費を全額支払い、後日共済組合に療養費または家族療養費を請求す
ることになります。
　その際は、診療報酬明細書（レセプト）と領収書が必要になります。実際の手続きについては所
属所の共済組合事務担当課を通じてお願いします。
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　きょうさいＯＳＡＫＡ４月号に掲載しました、人間ドック健診機関の希望選択検査に一部誤りがありま
したので、訂正します。

　右記の施設で、プール等入場券が割引価
格で購入できます。所属所共済組合事務主
管課に「プール利用共通割引入場券」を送付
しておりますのでご利用ください。

※「プール利用共通割引入場券」はお一人につ
き１枚必要です。
※利用中に発生した事故については、本組合は
損害賠償の責を負いません。

※平成28年4月からの人間ドック健診機関への予約方法は、受診者が直接健診機関へ連絡をする方法に変更されています。

船員保険大阪健康管理センター
誤

乳房検査

【選択検査】
月

■ ■ ■ ■ ■

火 水 木 金 土

正
乳房検査

【選択検査】
月

● ● ● ● ●

火 水 木 金 土

市立吹田市民病院
誤

乳房検査

【選択検査／ MMG】
月

●

火 水 木 金 土

正
乳房検査

【選択検査／注】
月

●

火 水 木 金 土

■印　不定期に実施 ●印　実施日 注：マンモグラフィー・
　  乳房超音波検査・
　  腫瘍マーカー（ＣＡ１５－３）

Let’s
ウォーキング！

人間ドック希望選択検査の訂正について人間ドック希望選択検査の訂正について人間ドック希望選択検査の訂正について

プール利用共通割引入場券についてプール利用共通割引入場券について

健康ウォーキングを
 開催しました
健康ウォーキングを
 開催しました

施　設　名 区　分
大　人

大　人

中高生

小学生

未就学児

一般料金（円）共済組合割引
料金（円）

900 1,600
600 1,000
400 800
1,500 2,100
850
1,100
600
500
無料
600

1,200
1,300
800
700
無料
800

関西サイクル
スポーツセンター
フォレ・リゾ！

尼崎スポーツの森
ウォーターパーク
アマラーゴ

東条湖おもちゃ王国
ウォーターパーク
アカプルコ

みさき公園
ぷ～るらんどRiO

【 中学 生 以 上 】

小　人
【 小 学 生 】

幼　児
【3歳～小学生未満】

大　人
【中学 生 以 上 】

小　人
【3歳～小学生】

1,800 2,000
1,000 1,200

大　人
【中学 生 以 上 】

小　人
【2歳～小学6年生まで】

高齢者
【 6 5 歳 以 上 】

見 本見 本

Let’s
ウォーキング！

開催日

場　所

5月29日（日）
茨木市：元茨木川緑地コース

ご参加いただき、ありがとうございました。
次回は秋の予定です。開催日等詳細が決まりましたら改めてご案内します。
ご参加いただき、ありがとうございました。
次回は秋の予定です。開催日等詳細が決まりましたら改めてご案内します。
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月刊育児誌贈呈のごあんない

健康季刊誌「四季のけんこう」を
希望者に自宅送付します

「いつでも電話健康相談」のごあんない「いつでも電話健康相談」のごあんない「いつでも電話健康相談」のごあんない

24時間健康・医療相談サービス24時間健康・医療相談サービス

「24時間健康・医療相談」「メンタルヘルス相談」「介護相談」にお応えします。
（本組合と明治安田生命保険相互会社が契約し、健康・医療・メンタルヘルス・介護の相談事業を行います。）

　健康や生活に関する幅広い分野についてご利用いただける総合相談窓口です。

◆プライバシーは厳守されます…氏名・年齢・性別・相談内容等、ご利用者のプライバシーは厳重に取り扱われます。

　本事業は利用される方に適切な相談サービスを提供し、問題の解決に役立てていただくことが目的です。
しかしながら、本サービスの利用に関して発生した、相談者のいかなる損害に対し、一切の責任を負わないものとし、当該損害の
賠償はいたしません。

※免責事項

受付番号 0120－630－343

電話相談 24時間いつでも相談可能です。（年中無休）

〔利用対象者〕…組合員、被扶養者
利用時間・相談回数に制限はありません。

介護相談サービス介護相談サービス
　家族の介護や介護保険、介護サービスの利用方法、事業所等のご相談にお答えします。

受付番号 0120－517－010

電話相談 月～金曜日　10時～16時　（祝日・年末年始を除く）
上記時間以外は、一旦ご相談をお受けし、ケアマネージャーから後日回答します。

〔利用対象者〕…組合員、被扶養者
相談回数に制限はありません。

メンタルヘルス相談サービスメンタルヘルス相談サービス
　メンタル面でのお悩みやご相談に電話または面接でカウンセリングが受けられます。
　利用方法　①カウンセリングを希望する場合は、まず上記の受付番号にお電話いただきます。
　　　　　　②自動音声ガイドに従い、利用したいサービスを選択してください。

受付番号 0120－727－338

電話相談 月～土曜日　10時～22時　（祝日・年末年始を除く）
⇒ 1人1回20分程度となります。

〔利用対象者〕…組合員、被扶養者
相談回数に制限はありません。

面談予約 月～土曜日　10時～20時　（祝日・年末年始を除く）
⇒ 全国主要都市のカウンセリングルームで行います。

〔利用対象者〕…組合員、被扶養者
面談によるカウンセリングは組合員・被扶養者とも年度内5回とします。
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森林セラピーとは…
　単に森林浴を行うだけではなく、インストラクターの指導のもと、さまざまな健康プログラムを行い精神的ス
トレスの軽減や、予防医療としての効果を目指します。
　吉野町森林セラピーでは、森の魅力をよく知る「吉野美林案内人」がゆったりと皆様をご案内します。

体験内容
森林浴・美林散策・呼吸法等の森林内レクリエーション・
健康プログラムなど

料 金
吉野町森林セラピー体験特別料金　基本コース　お一人様　4,500円（消費税を含む）

実施コース

実施日

歴史や文化、そして美林と澄んだ水といった吉野ならではの環境を楽しむ2つのコース

募集人員
各回15名（最小催行人数4名、3名以下の場合は他の利用者との合同実施となります）

※それぞれに、温泉入浴コースや「癒しの宿」宿泊プランが可能な日があります。
　実施日等については、下記電話番号にお問い合わせください。

（ガイド料・弁当代・往復送迎代【吉野町観光案内所～セラピーロード入口】・保険代・環境整備協力金を含む）
※温泉入浴コース・宿泊プランは別途料金がかかります。詳細はお問い合わせください。

※利用中に発生した事故については、本組合は損害賠償の責を負いません。

仙人が修行したとも言われる神仙峡を体感。高低差の少ない歩きやすい
コース。距離（総延長）6.6㎞・高低差122ｍ

－吉野ビジターズビューローからのご案内－－吉野ビジターズビューローからのご案内－－吉野ビジターズビューローからのご案内－

申込方法等詳細については、まずは電話でご連絡ください

吉野町森林セラピー情報サイト　http://yoshino-kankou.jp/therapy

①神仙峡・龍門の里コース

7月30日（土）・8月11日（木・祝）・8月27日（土）・9月4日（日）・9月10日（土）・9月22日（木・祝）

実施日

悠久の歴史に思いを馳せながら山道を歩く、やや健脚向けのコース。距離
（総延長）7.7㎞・高低差291m

②吉野・宮滝万葉コース

8月7日（日）・8月21日（日）・9月3日（土）・9月11日（日）・9月18日（日）・9月24日（土）

交通事故などにあったときの届出 森林セラピー森林セラピー®をご存じですか？をご存じですか？森林セラピー®をご存じですか？

近畿地方の森林セラピー基地
○三重県津市　　：津市森林セラピー基地運営協議会事務局　☎059-272-8082
○滋賀県高島市　：高島市森林水産課　☎0740-25-8512
○兵庫県宍粟市　：公益財団法人しそう森林王国観光協会　☎0790-64-0923
○和歌山県高野町：高野山寺領森林組合　☎0736-56-2828
※「森林セラピー®総合サイト」で更に詳しい内容、全国の基地案内等をご覧いただけます。

http://www.fo-society.jp/

お問い合わせは 一般社団法人 吉野ビジターズビューロー 森林セラピー係
TEL：0746－34－2522   FAX：0746－39－9238
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貸付事業のご案内貸付事業のご案内貸付事業のご案内
　共済組合の福祉事業は、地方公務員等共済組合法（以下「共済法」）に基づき、組合員の皆様やその家族が豊かに楽
しく生活できるよう行っている事業です。貸付事業は、物品購入など臨時に資金を必要とする時の普通貸付、お子様等
が高校や大学等に進学する時の入学貸付や修学貸付、住宅の購入やリフォーム時の住宅貸付などがあり、在職中の組
合員の皆様の福利増進をサポートします。
　貸付金は、お勤めの所属所内で申込手続きが可能で、組合員が指定した口座へ直接送金されます。その後の返済方
法は、共済法等に基づく給与天引償還となりますので、引落しなどで金融機関口座に入金する必要がないなど便利に
利用いただけます。

①貸付申込の相談と書類確認
②申込書類と添付書類の提出
※所属所の締切日を要確認

⑪指定口座へ着金
※借受翌月より給与天引にて償還開始

③申込内容と提出書類のチェック
④決裁（所属所長）後に書類発送
※共済組合へ月末必着

⑤貸付審査
⑥決裁（貸付決定）
※翌月20日

⑦貸付決定通知書（発送）⑧貸付決定通知書（配布）⑨貸付決定通知書（受領・確認）

⑩貸付金送金

貸付金の申込みから借り受けまでの流れ

所属所 共済組合
（共済組合事務 担当課） （福祉課）組合員

貸付時期が“随時”の場合は、共済組合に書類到着後、概ね1週間～10日で送金となります。（月初より約10日間を除く）

物品購入など臨時に資金を必要とする
とき 本俸の6ヵ月分 月末

月末

月末

随時

随時

随時

月末

随時

月末

随時

①本俸基準
（別に定める月数）
②組合員期間

最高180万円×修業年限
（年度開始月の翌月より
月額15万円ずつ減額）

①住宅貸付と同じ
②住宅貸付額の2倍

別枠貸付

本俸の6ヵ月分

本俸の6ヵ月分

本俸の6ヵ月分

本俸の6ヵ月分

本俸の6ヵ月分

居住住宅の新築・増改築・修理・住宅購
入・宅地購入の資金を必要とするとき

上記住宅貸付の追加として、介護対応仕
様を満たした場合に貸付可能。

水震火災その他の災害(盗難含む)によ
り家財に損害があったときの復旧費用

水震火災その他の災害により居住家屋
などに損害があったときの復旧費用

組合員又はその被扶養者（被扶養者で
ない子を含む）の入学時にかかる費用

組合員又はその被扶養者（被扶養者で
ない子を含む）の修学時にかかる費用

組合員又はその被扶養者の長期療養
（1ヵ月以上の入院）にかかる費用

組合員又はその被扶養者、子、孫、兄弟
姉妹の婚姻にかかる費用

組合員の配偶者、子、父母、兄弟姉妹
又は配偶者の父母の葬祭にかかる費用

（注意）事後貸付は原則不可となりますので、貸付時期と支払時期を確認してください。
　　　本俸とは、各所属所の給料表等に定められた俸給月額（諸手当を除く）です。標準報酬月額（諸手当を含む）ではありません。

貸付種類

普通 2.66％

2.66％

2.40％

2.22％

2.22％

2.66％

2.66％

2.66％

2.66％

2.66％

1～200万円

10～1800万円

10～300万円

1～200万円

10～1900万円

1～200万円

1～180万円（年間）

1～100万円

1～200万円

1～200万円

災害
（家財）

災害

入学
特別

修学
特別

医療
特別

結婚
特別

葬祭
特別

（住宅）

（介護住宅）

住宅

内容・用途 年利率 貸付額 貸付時期限度額算出の要件

貸付金の種類と貸付額
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貸付事業のご案内
貸付種類

貸付の組み合わせ 限度額

普通

災害
（家財）

災害

入学
特別

修学
特別

医療
特別

結婚
特別

葬祭

①

②

③

特別

（住宅）

（介護住宅）

住宅

申込添付書類 （借入状況申告書に係る書類に加え） 償還 （給料等からの天引）

見積書又は契約書

①見積書　②被災の事実を証明する書類

①住宅貸付と同じ　②被災の事実を証明する書類

①合格通知書　②入学案内書（入学金等が確認できる
もの）　③続柄の確認できる書類　④その他資料

【元利均等】①毎月償還　②ボーナス併用償還（100万
円以上の場合は選択可）

【元利均等】①毎月償還　②ボーナス併用償還（100万
円の場合は選択可）

【元利均等】①毎月償還　②ボーナス併用償還（100万
円以上の場合は選択可）

【元利均等】①毎月償還　②ボーナス併用償還（100万
円以上の場合は選択可）

【元利均等】①毎月償還　②ボーナス併用償還（900万
円以上の場合は選択可）

【元利均等】①毎月償還　②ボーナス併用償還（900万
円以上の場合は選択可）

【元利均等】①毎月償還　②ボーナス併用償還（100万
円以上の場合は選択可）
※修業年限内は元金据置（利息は償還）を選択可
【元利均等】①毎月償還　②ボーナス併用償還（100万
円以上の場合は選択可）
※修業年限内は元金据置（利息は償還）を選択可

【元利均等】毎月償還

【元利均等】毎月償還

①在学証明書　②在学案内書（授業料等が確認できる
もの）　③続柄の確認できる書類　④その他資料

①医師の診断書　②費用がわかる書類
③続柄の確認できる書類

①婚礼見積書　②正式の式場予約時の申込金領収書
③続柄の確認できる書類

①死亡診断書又は火葬許可証　②葬祭見積書
③続柄の確認できる書類

【共通】⇒登記簿謄本
新築・増改築⇒工事請負契約書又は見積書
住宅・宅地購入⇒売買契約書、手付金領収書
※抵当権設定は「不要」です。

普通貸付　＋　住宅（又は災害）貸付

普通貸付　＋　特別貸付

「②以外の組み合わせ」　＋　特別貸付

住宅（又は災害）貸付の限度額

住宅貸付の限度額

住宅（又は災害）貸付の限度額 ＋ 同じ事由による特別貸付1件

（注意）上記以外に共済組合が必要と判断した場合は、追加書類を求めることがあります。

①本組合及びその他の金融機関等の借入金の毎月償還額（新規借入分の償還予定額を含み、元金の償還を猶予されている貸付けは通常償還し
ているとみなした額）の合計額が給料月額（本俸）の30％を超える場合、年間償還額（毎月償還＋ボーナス償還等の全ての合計額）が算出年収
額（本俸の16ヵ月分で算出）の30％を超える場合は、新たな借入れをすることはできませんので十分注意してください。

②給料の一部において、支給が停止されている場合の償還能力審査の基準となる給料は、現に支給されている給料月額（減額後の本俸）が基準と
なります。　          
③次の事項に該当する場合、新たな借入れをすることができません。●給料の全額の支給が停止されているとき。●懲戒処分により給料の一部が
停止されているとき。●公的機関からの差押えの通知により給料の一部を控除されているとき。
④住宅貸付を借受けた場合（改築・修理は除く）は、3ヵ月以内に完了届の提出が義務付けられています。提出されない場合は、当該住宅貸付につ
いて即時償還命令の対象となり、以後の一切の貸付けは受けられません。
⑤住宅貸付を借受け現在も償還中の方は、全ての新規貸付申込みの際に当該対象物件に引き続き居住しているかの確認をします。なお、居住し
ていない場合は新規貸付をお断りし、当該貸付金の全額償還を求める場合があります。また、貸付申込審査において、本組合の貸付規則等に抵
触する状況が判明した場合も同様の処置を講ずる場合があります。

本組合の貸付金の原資は、公的年金（公的資金）である経過的長期預託金管理経理より充てられています。
貸付制度は、無理なく正しく利用くださいますようお願いします。

貸付金の申込添付書類と償還

2つ以上の貸付を併せて借りる場合の限度額

注意事項
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新たな地共済年金情報Webサイトが新たな地共済年金情報Webサイトが
リニューアルされましたリニューアルされました

新たな地共済年金情報Webサイトが
リニューアルされました

給付算定基礎額残高通知書について

●閲覧できる内容

◆閲覧までのおおまかな流れ

●相談窓口（Webサイト用） 全国市町村職員共済組合連合会　年金部年金企画課
（9時～17時（土・日・祝日を除く））☎03－5210－4607

●利用できる方
①年金加入履歴・加入期間
②保険料納付済額
③標準報酬月額等
④年金見込額（※1）

⑤給付算定基礎額残高履歴

①組合員
②組合員であった方

●ご利用時間
毎日24時間365日
（サーバーのメンテナンス時を除く。）

①

②

③

④

⑤

地共済年金情報Webサイトにアクセス
https://www.chikyosai-nenkin-web.jp/

ご利用申込み（※2）

受　付

ユーザID通知書の受領

ログイン

（基礎年金番号・氏名・生年月日・パスワード等を入力）

　新たな地共済年金情報Webサイトは、被用者年金制度の一元化を踏まえた以下の内容で、リニュー
アルされました。
　なお、平成27年3月31日まで稼働しておりました従前の地共済年金情報Webサイトにてご利用いた
だいておりましたユーザID・パスワードについては、失効しておりますので、再度利用申込する必要があ
ります。

※1　年金見込額は、確認時点の就業状態、給与額、賞与額等をベースに、法律で定められた年齢での年金受給額
　　  等を試算しているため、実際の金額と異なります。

※2　住所や名前を変更された方で、共済組合に異動の届出をされていない方は閲覧ができませんので、変更の
　　  手続をお願いします。

開設次第、各共済組合及び連合会のホームペ
ージからもアクセスできるようになります。

（数週間程度）
全国市町村職員共済組合連合会、各共済組合
からお申込み内容の確認のため、ご連絡をさ
せていただくことがあります。

閲覧の際に必要となる「ユーザID」を記載した
「ユーザID通知書」を郵送しますので、大切に
保管してください。

ユーザID通知書でお知らせした「ユーザID」と
ご利用申込み時に登録しました「パスワード」
を入力し、ログインしてください。

1　通知内容

2　通知対象者

4　退職等年金給付（年金払い退職給付）制度の概要等について

3　送付物、送付方法とスケジュール
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新たな地共済年金情報Webサイトが
リニューアルされました

給付算定基礎額残高通知書について給付算定基礎額残高通知書について給付算定基礎額残高通知書について
　平成27年10月1日に「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正す
る法律」が施行され被用者年金制度の一元化に伴い、退職等年金給付（年金払い退職給付）制度が創設
されました。
　この退職等年金給付（年金払い退職給付）制度は、将来の年金給付に必要な原資をあらかじめ保険料
で積み立てる「積立方式」による給付になります。
　退職等年金給付（年金払い退職給付）は、組合員一人ひとりに仮想の個人勘定を設定し、この個人勘
定に各月の標準報酬月額及び標準期末手当等の額に付与率を乗じて得た付与額を利子とともに毎月積
み立てます。これを累積した「給付算定基礎額」が年金原資となります。
　このように、給付算定基礎額は毎月積み立てられるものであることから、「給付算定基礎額残高通知
書」を年1回送付します。

1　通知内容1　通知内容

① 標準報酬月額（期末手当等の額を含む。）   ⑤ 有期退職年金算定基礎額
② 付与額　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑥ 終身退職年金算定基礎額
③ 利息　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑦ 付与率
④ 給付算定基礎額残高　　　　　　　　　　 ⑧ 基準利率

2　通知対象者2　通知対象者

組合員及び年金待機者

4　退職等年金給付（年金払い退職給付）制度の概要等について4　退職等年金給付（年金払い退職給付）制度の概要等について

3　送付物、送付方法とスケジュール3　送付物、送付方法とスケジュール

（1）送付物
 給付算定基礎額残高通知書（圧着ハガキ）

（2）送付方法とスケジュール
 毎年5月頃に全国市町村職員共済組合連合会から送付されます。

※平成28年度については、6月に送付しました。
※年金待機者については、新たな掛金の納付がないため、退職時のほか35歳・45歳・59歳・
　63歳に通知します。

　退職等年金給付（年金払い退職給付）制度の概要や給付の計算方法等について詳しく知り
たい方は、下記の全国市町村職員共済組合連合会ホームページを御覧ください。

全国市町村職員共済組合連合会ホームページ
http://www.shichousonren.or.jp/
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共済事業補完制度

現在、約6,600名＊の組合員とそのご家族にご加入いただいております「重病克服プラン（一時金）」は、加入者が３大
疾病になられた場合の加入者とそのご家族の経済的、精神的な支援を目的とする自助努力型の団体福祉制度です。
　この度、「重病克服プラン（一時金）」の保障の充実を目的とする新特約「７大疾病保障特約」「がん・上皮内新生物保
障特約」の導入を決定いたしました。この新特約により、組合員の職場復帰の支援およびご家族へのいっそうの安心を
ご提供します。　＊平成28年1月1日現在

新特約を付加した場合の制度全体像

３大疾病に４疾病を加えた７大疾病および上皮内新生物の治療費等をトータルサポートします。

現行制度

主契約

拡大部分

3大疾病（または死亡・高度障害）

３大疾病のいずれかで所定の状態
（注3）に該当（悪性新生物（が
ん）は診断確定）された場合に、
保険金をお支払いいたします。

。んせまみ含を物生新内皮上やんが膚皮の外以腫色黒性悪、はに」）んが（物生新性悪「）１注（
。すまみ含もんが膚皮の外以腫色黒性悪、はに」）んが（物生新性悪「）２注（

。すまみ含を」きとたけ受を術手の定所「はに」態状の定所「、合場の」中卒脳「」塞梗筋心性急「）３注（

７大疾病のいずれかで所定の状態（注3）に該当（悪性新生
物（がん）は診断確定）された場合に、保険金をお支払いい
たします。

7大疾病（3大疾病＋4疾病）

悪性新生物（がん）
（注1） 慢性腎不全重度の糖尿病

肝硬変急性心筋梗塞

脳卒中

＜7大疾病保障特約＞＜無配当特定疾病保障定期保険（Ⅱ型）＞

がん・上皮内新生物

悪性新生物（がん）・上皮内
新生物と診断確定された場
合に、保険金をお支払いい
たします。

上皮内新生物

＜がん・上皮内新生物保障特約＞

悪性新生物（がん）
（注1）

悪性新生物（がん）
（注2）

急性心筋梗塞 脳卒中

重度の
高血圧性疾患

新設

■生活習慣病・上皮内新生物（注1）は身近な病気になっています。
～生活習慣病について～ 7大疾病の患者数（万人）

■ 3大疾病
■ 4疾病
■ 3大疾病
■

153

悪性
新生物

■ 3大疾病
■ 4疾病

153

悪性
新生物

76

虚血性
心疾患

76

虚血性
心疾患

124

脳血管
疾患

（万人）

124

脳血管

270

糖尿病

34

慢性
腎不全

34

慢性
腎不全

28

肝疾患

合計で
約1,592万人

出典：厚生労働省「平成23年度　患者調査」

※重病克服プラン（一時金）のお支払事由とは一部異なります。
907

高血圧性
疾患

ています。

270

34

907

～上皮内新生物について～

平成29年度
「重病克服プラン（一時金）」の給付範囲が拡大します

（特約を付加した場合）

※制度内容等詳細はパンフレットをご覧ください。 MY－A－16－LF－004690

いちょうくんいちょちょうくうくん

ただ今
申込
受付中！

（注1）上皮内新生物とは、ごく初期の段階で発見されたがんであり、子宮頸
部・食道などの部位で病変が上皮内に限局しているもの、または、乳
房・膀胱・腎盂・尿管などの非浸潤がん、および、大腸の粘膜内がんを
いいます。

上皮内新生物（注1）の患者数は、近年、増加傾向にあります。

●日本人のおよそ8人に1人（注2）が7大疾病といわれる生活習慣
病にかかっています。

（注2）総人口は「総務省統計局　人口推計（平成25年12月1日現在）より
7大疾病の患者数は延べ人数

※傷病小分類における「子宮頚（部）の上皮内癌」と「その他の上皮内新生物」の合計値を指します。
※推計患者数とは調査日当日に、病院、一般診療所、歯科診療所で受療した患者の推計数をいいます。
※上記の調査は全国の医療機関を対象としたものではなく、この数値の365倍が年間患者数となるとは限りません。

出典：厚生労働省　「平成８年・11年・14年・17年・20年・23年・26年　患者調査」

上皮内新生物推計患者数年次推移（人）

1996年
0

1996年に比べ
2.2倍に増加

1999年 2002年 2005年 2008年 2011年 2014年

0.2
0.4
0.6
0.8
1

0.5

1.2
（千人）

0.6
0.7

0.6

0.8
0.9

1.1
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