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1,218円�

1,929 円�

441円�

201 円�

319円�

13,848円�
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平成２２年４月に開設された「地共済年金情報Ｗｅｂサイト」では、ホームページ上でご自身
の組合員期間や将来の退職共済年金見込額等の年金個人情報がご確認できます。
なお、ご利用にあたってはホームページ上での事前手続きが必要となります。

◎利用対象者
組合員及び組合員であった方(６０歳以上の方、退職共済年金等の受給権者は除く)        

◎ホームページで閲覧できる内容
(1) 組合員期間
(2) 前年度１年間の掛金納付額　(組合員のみ)         
(3) 平均給料月額及び平均給与月額
(4) 将来の退職共済年金の見込額
(5) 給料(昭和５６年４月以降のすべての期間の給料)及び
期末手当等(平成１５年４月以降のすべての期間の期末手当等)の記録

(6) 公務員共済期間に係る将来の老齢基礎年金の見込額

◎ご利用時間
原則として３６５日、６時から２４時まで　(システムメンテナンス時を除く)         

◎「地共済年金情報Webサイト」のホームページアドレス
https://www.chikyonenkin.jp/         

ホホホホーーーームムムムペペペペーーーージジジジでででで
年年年年金金金金見見見見込込込込額額額額等等等等のののの年年年年金金金金個個個個人人人人情情情情報報報報がががが閲閲閲閲覧覧覧覧ででででききききまままますすすす
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年金係からのお知らせ



（9）



（10）

被扶養者の資格確認調査を行います�被扶養者の資格確認調査を行います�
被扶養者として認定されている方が、現在も被扶養者の要件を満たしているかを確認するため被扶

養者資格確認調査を実施します。
法に基づく適正な被扶養者の認定を行っていくうえで不可欠な調査ですので、組合員の皆様のご理

解とご協力をお願いいたします。調査時期については、７月末を予定しています。
なお、今回の被扶養者資格確認調査では、４月号でお知らせしました被扶養者認定にかかる新基準

で再審査を行います。

○調査対象者（検認対象者）
被扶養者全員（ただし、次の①又は②に該当する被扶養者については、調査対象から除きます）
①平成２４年１月以降に認定された者
②平成２４年４月以降に継続認定の手続きを行った者

○調査方法
該当する組合員に対し、共済組合から「被扶養者資格確認届書」をお送りしますので、必要事項を

記入のうえ確認書類を添付して、所属所の共済事務担当課（係）へ提出してください。

○調査に必要な書類
被扶養者の状況により、確認書類が必要となります。
扶養手当が支給されていない被扶養者の場合は、世帯全員の住民票を提出していただきます。
別居の被扶養者がいる場合は、別居世帯のみの住民票をお願いします。
※ただし、住民票の代わりに『地区民生委員の証明』でも認めることにします。

（例）東京で就職活動している２４歳の長男を扶養している場合の添付書類
・長男の世帯の住民票の写し（住民票を移していない場合は、組合員世帯の住民票の写し）
・仕送り額のわかる、組合員もしくは被扶養者の預貯金通帳の写し、振込受領書、ＡＴＭの利用
明細等（３月～７月分）（注）
・その他、アルバイト活動の状況などにより必要になる書類があります

（注）現在認定中の別居の被扶養者への援助の確認方法としまして、平成25年4月1日より手渡しは
不可となります。援助を手渡しでされている方につきましては、必ず金融機関をお使いいただいて、
援助額が確認できるよう移行をお願いいたします。

主な添付書類（注意事項）一覧
調査対象者が複数の項目に該当する場合は該当するすべて添付書類の提出が必要です。扶養手当が

支給されていない被扶養者の場合は（学生を除いて）住民票の添付または、地区民生委員の証明が原
則として必須です。
※一覧に記載されていない書類でも、必要に応じて提出いただくことがあります。
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認定取消しになる場合
●就職等により他の健保組合、共済組合等の健康保険に加入した場合
●他の者の被扶養者となった場合
● 60歳未満の方で、パート・アルバイト等の収入が年額130万円（月額108,334円）以上ある方
●雇用保険の失業給付を受給（日額3,612円以上）している方
●年金額あるいは年金と他の収入を合わせた額が認定基準額（180万円）を超えたとき
●父母合算により認定基準額を超えたとき
・父母ともに60歳未満…221万円
・一方が60歳以上の年金受給者…263万5千円
・父母ともに60歳以上の年金受給者…306万円

○ 提出期限
所属所の定める期限までに、所属所の共済事務担当課（係）へ提出してください。

○注意事項
調査（検認）時に「組合員被扶養者証」の提出は必要ありません。
調査により被扶養者の要件を満たしていないことが判明した場合は、要件を欠いた日に遡って認定

を取消すことになりますので、速やかに取消の手続きを行ってください。この場合、取消日以降に受
診された医療費について返還していただくことになりますのでご留意ください。
被扶養者認定の新基準で再審査を行った結果、要件を満たせない方につきましては、平成２５年４

月１日に認定取消となります。

※調査実施に関する詳細は、皆様のお勤め先の共済事務担当課（係）を通じて別途お知らせいたします。

▽次ページからの被扶養者資格点検もご確認ください。

調査対象者 提出書類（注意事項）

18歳以上で無収入の方（学生・年金受給者を除く） 平成23年分所得証明書

学生
学生証の写しあるいは平成24年4月以降に交付
された在学証明書

年金受給者
最新の年金改定通知書の写しあるいは最新の年
金額のわかる送金通知書の写し

父母で一方が被扶養者になっている場合 父母それぞれの収入が確認できる書類

パートまたはアルバイト収入のある方
平成23年分源泉徴収票の写し及び平成24年3月
から7月の給与明細の写し

事業収入等（農業・商業・不動産その他）
のある方

平成23年分確定申告書（控）及び収支内訳書
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平成２２年７月１７日付で「臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律」が施行されたことを
受け、地方公務員等共済組合法施行規程の一部が改正され、組合員証等の裏面様式が臓器提供に関す
る意思表示欄を設ける様式に変更されました。
当組合では、平成２４年７月新規発行分より臓器提供に関する意思表示欄を設けた新様式に変更す

ることといたします。（臓器提供意思表示欄への記入は任意となります。）
（平成２４年７月からの新様式裏面）

※裏面の様式が変更される組合員証
等とは、次の通りです。

・組合員証
・組合員被扶養者証
・任意継続組合員証
・任意継続組合員被扶養者証

～現在お持ちの組合員証等は、今後も使用できます～
平成２４年６月までに交付されている組合員証・組合員被扶養者証をお持ちの皆様につきまして

は、別添の臓器提供に関するリーフレットについている「臓器提供意思表示シール」を組合員証等の
裏面に貼付してご利用いただくか、新たに交付を希望される場合には、旧証を回収し再交付させてい
ただきます。

○別添のリーフレットの「臓器提供意思表示シール」はお一人様分となっておりますので、複数
希望される方は所属所の共済事務担当課までお申出ください。

○新たに交付を希望される方は、「組合員証等再交付申請書」に旧組合員証等を必ず添付のうえ、所
属所の共済事務担当課に提出してください。

「意思表示欄保護シール」について
臓器提供意思表示欄に記入した内容を他人に知られたくない場合は、「意思表示欄保護シール」を
臓器提供意思表示欄に記入後、上から貼り付けて使用していただけます。
「意思表示欄保護シール」を希望される方は、所属所の共済事務担当課までお申出ください。

臓器提供についてのお問い合わせ
社団法人　日本臓器移植ネットワーク（臓器移植の関する質問やお問い合わせ窓口）

ＴＥＬ　0120－78－1069 ホームページ　http://www.jotnw.or.jp

平平平平成成成成２２２２４４４４年年年年７７７７月月月月新新新新規規規規発発発発行行行行分分分分かかかからららら

組組組組合合合合員員員員証証証証・・・・被被被被扶扶扶扶養養養養者者者者証証証証等等等等のののの裏裏裏裏面面面面がががが変変変変わわわわりりりりまままますすすす
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次のステップとして、
具体的メニューの組み方
を学びたい。

食について見直
すところが沢山あ
りました。

将来の自分がどうありたいかをｲﾒｰｼﾞし
ながら、食べ過ぎず腹6～7分目で生活し
ていきたいと思います。

生活習慣を見
直してみます。

自分の身体に興味を持
つきっかけになり、充実
した講義で良かったです。

野菜は食べていると思っていまし
たが、350gと具体的な数値を出さ
れて、足りてないと実感しました。

普段の食事から改めて気をつけないといけないと思いまし
た。バイキングメニューを選ぶ時も同じ調理法・同じ食材と
かたよらないように気をつけたいです。

高知県内の文化や歴史を
再認識できる様な講座を期
待しています。

文化教養講座を開催しました!!
去る６月１６日（土）高知共済会館にて、平成２４年度１回目の文化教養講座を開催いたしました。
この講座は、「食と健康」をテーマとし、それぞれの専門家に講演・講習をご依頼し、組合員（会員）及

び被扶養配偶者の知識や教養を高めていただくために昨年度から企画された講座です。
当初、定員５０名で参加募集したところ多数の応募をいただいたため講演会場を変更し、７６名の方を
参加決定を行いました。当日は６９名にご参加をいただきました。
講座終了後にご提出をいただきました、参加者の皆様のアンケートを拝見させていただきましても、大

変好評で次回の講座に参考となるご意見も多数頂きました。
次回１０月２０日（土）の講座開催の際には、さらに皆様にご満足いただけるよう内容を検討中ですの
で、今回同様多くの参加者をお待ちしております。

○　講演「健康を維持するコツのコツ！～キレイに年齢を重ねる食事～」

㈱高南メディカル　安岡友見（管理栄養士）様を講師に招き、現代の食情報等を題材に講演を行い
ました。

【参加者の皆様の感想】
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○　テーブルマナー講習

㈱グリーンホスピタリティマネジメント　永田部長　を講師とし、フルコース（洋食）時のテーブ
ルマナーに関する注意点等について講習を行いました。

【参加者の皆様の感想】

※　皆様の感想は、参加者アンケートより抜粋させていただきました。

鰹のタタキ　イタリア風
グリーンピースの冷製スープ
虹鱒のムニエル　トマトソース

若鶏のコンフィー タイムのドレッシングで
デザート
釜焼きパン
コーヒー

初めてテーフブルマナーを学んで食
べました。なごやかな雰囲気で気軽に
学べたので来て良かったです。

ワ イ ン の
講座を受け
たいです。

マナーを知っての
食事は大切と感じま
した。

披露宴等です
ぐに活用できそ
うです。

大変わかりやすい説明と美味しい料
理で楽しい一時を過ごすことができま
した。

とても楽しく、知らない方達
とも知り合いになれて、いい時
間を過ごす事ができました。

料理がとてもおいしく、大満足です。また、骨付きのチキ
ン、魚と難しい食材をナイフとフォークで食べれたので自信
がつきました。

色々な疑問にも適切に答
えていただき、大変勉強に
なりました。



（16）

☆ 現在募集中です。（募集〆切は7月31日までとなっております）
恒例となりました健康セミナーを8月20日（月）・21日（火）に開催しますので日程を
お知らせします。今回は、初日（20日）の「女性健康セミナー」においてボディカーブ
コアエクササイズを取り入れます。２日目の「元気力アップセミナー」ではスマートウ
ォーキングエクササイズをしていただきます。

24年度女性健康セミナー：平成24年8月20日（月）

平成24年度  健康セミナーのカリキュラムのお知らせ�

スケジュール 内容 会場

10:00
開会挨拶
・講師紹介
・スケジュール確認

3階
藤

10:10

講演　「身体の変化･･･感じて、対処して賢く美しい人生を」

～身体と心の安定が健康の要～

①ライフステージで変化する健康課題と最新情報
・乳がん、子宮がんの正しい知識

②女性ホルモンの乱れと心と身体の不調
・女性がストレスを受けやすいわけ“ストレスサイン”

③元気になる！きれいになる！過ごし方
・太らない食べ方とは・・・

④納得して選びたいベストの治療法
・ホルモン補充療法

⑤毎日が元気に！過ごすために！
・いきいきと活躍する“カギ”は・・・

12:00 昼食 4階　四万十

13:00

体験　「好きな色と香りで石鹸を作りましょう！」

～あなた好みの香りと形に仕上げてください～

①世界に一つ！あなただけのアロマ石鹸
〈お土産としてお持ち帰りいただきます〉

3階
桜

休憩

14:15

体験　「ボディーカーブコアエクササイズ♪♪」

～くびれたウエストを目指しましょう～

①姿勢を良くして代謝を上げるウォームアップストレッチ
②メリハリボディを作るボディーカーブコアエクササイズ
気になる二の腕、ヒップ、ポッコリお腹を引きしめます

③ダンスの要素を取り入れたボディーカーブコアエクササイズ

15:15
閉会挨拶
・アンケート記入後解散
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共済組合指定宿泊施設の休館について

当組合の「宿泊施設利用助成券」を使用できる指定宿泊施設が、下記のとおり休館となりましたの
でお知らせします。

「うしお荘」
〒997-1201 山形県鶴岡市湯野浜1-11-23
TEL0235-75-2715

休館日
平成24年8月26日～平成25年6月30日

24年度元気力アップセミナー：平成24年8月21日（火）

スケジュール 内容 会場

10:00
開会挨拶
・講師紹介
・スケジュール確認

3階
藤

10:10

講演　「知っ得！納得！心と身体の元気力アップ」

～自治体職員向け心と身体の健康最新情報～

①自治体職員のメンタルヘルスの最新情報
②ストレスの正しい理解
③心と身体に効果的な運動と食事のポイント
④疲れた心と身体を癒す元気回復プラン

12:00 昼食 4階　四万十

13:00

体験　「ボクシングエクササイズ！」

～あなたも私もチャンピオン気分！～

①日頃のストレスも解消！
②３分間のインターバルミット打ちで本格ファイター

3階
桜

休憩

14:15

体験　「スマートウォーキングエクササイズ」

～歩行の癖はからだの歪みの原因！

格好良く歩いて、痩せやすい体を目指しましょう～

①ウォーキング効果倍増！格好良く歩くポイントチェック
②快適ウォーキングのための筋力アップトレーニング

15:15
閉会挨拶
・アンケート記入後解散
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療養費・家族療養費について
○旅先・帰省先で急に具合が悪くなり医療機関にかかった際に、組合員証・組合

員被扶養者証を携帯していなかった場合

⇒やむを得ず医療機関で10割をお支払いになった場合でも、後で共済組合に申請すると、保険適

用の範囲内で窓口負担分を除いた額の給付を受けることができます。

◇申請方法

共済組合に各所属共済事務担当者を通じて療養費・家族療養費の支給申請をしてください。

添付書類として、点数記載のある領収証が必要となります。

☆組合員証・組合員被扶養者証の常日頃からの携帯をお勧めします

海 外 で の 療 養 に つ い て
○海外旅行中、急に具合が悪くなり医療機関にかかった場合

⇒海外では組合員証・組合員被扶養者証は使えません。外国の医療機関で治療費をお支払いにな

った場合でも、後で共済組合に療養費・家族療養費を申請すれば、日本で保険適用とされる窓

口負担分を除いた額が戻ってきます。

ただし、それぞれの国により医療費の価格が異なりますので、実際に支払った額に比べて給

付額が少なくなる場合があります。

◇申請方法

共済組合に各所属共済事務担当者を通じて療養費・家族療養費の支給申請をしてください。

添付書類として、領収証と治療内容がわかる書類が必要になります。また添付書類が外国語で

記載されている場合、日本語の翻訳文をつけてください。

組合員証・組合員被扶養者証を持たずに緊急に病院にかかった場合

保険課よりお知らせ
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「歯を一生のパートナーに」 高知検診クリニック

歯科衛生士　　坂本　智香

加齢とともに歯を失うことは「老化現象だから仕方がない・・・」と思っていませんか？
ご高齢の方は入れ歯が多いのでそう思うかもしれませんが、老化現象ではありません。
ご自分の日頃の手入れと、歯科医院のサポートで、一生自分の歯で食事をすることが可能です。

歯を失う原因は、1位歯周病42％、2位むし歯32％、3位その他(親知らずの抜歯、矯正など)14％、
４位破折(外傷など)11％となっています。(8020推進財団・全国抜歯原因調査2005) 
ですので、歯周病とむし歯を予防すれば、大部分の方々が歯を失わずにすむことになります。

私達の口の中には、300種類以上の細菌
が住んでいると言われています。
その細菌の中には、むし歯や歯周病の原

因菌も存在しています。
それらの細菌が、食べカスを餌に歯垢

(プラーク)を作ります。
歯垢(プラーク)は、歯に付着した白い物

質で、食べ物のカスのように思われがちで
すが、細菌の塊です。
その歯垢(プラーク)の中で、むし歯の原

因菌が酸を作り出して歯を溶かすことで、
むし歯が生じます。
歯周病は、歯周病の原因菌がつくり出す

毒素で、歯ぐきに炎症が起きることで生じ
ます。
自覚症状が乏しく、歯ぐきの下で進行す

るため気づきにくい病気です。
進行すると、歯を支える骨まで破壊され、

歯がぐらぐらして抜けます。
手遅れで歯を抜くしかない重度の歯周病

になって、初めて気づくのです。
歯を失うことは、老化現象ではなく細菌

が関係しています。細菌の棲家となってい
る歯垢(プラーク)を除去することで、歯を
守ることができます。
大半の方が、一日数回歯を磨いていると

思います。磨いているのに、むし歯や歯周病になってしまうのは、磨き残しがあるということです。
1～２分ぐらいでは、きちんと磨けません。
歯を１本1本磨いていくと最低でも10分程はかかります。５分ぐらい時間をかけて磨くことが理想

です。
また、就寝時の口の中は、１日の中で最も細菌が活発なります。ですので、就寝前は丁寧に時間を

かけて磨くことをおすすめします。
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図1は、効果的な歯磨きの方法
です。
歯ブラシを、鉛筆を持つような

持ち方をして、毛先を歯と歯ぐき
の境目に当て、小刻みに動かしま
す。
鏡を見て確認しながら、部位に

応じて歯ブラシの向きを変えま
す。
こうすると、歯や歯ぐきに負担

をかけず、歯垢(プラーク)をしっ
かり除去ことができます。
図2のプラークのつきやすいと

ころは念入りに磨きましょう。

力を入れてゴシゴシと横に引っ張る磨き方は、磨き残しが多く、歯ぐきは傷つき、歯は削れてしま
いますので注意しましょう。

更に、図3のように、デンタルフロスや歯間ブラシの使用をおすすめします。
歯ブラシでは除去できない歯と歯の間の歯垢を除去することがでます。

しかし、完璧に磨くことは、なかなか難しく、歯垢(プラーク)が残ってしまいます。
長い間、歯垢(プラーク)を放置し、「バイオフィルム」(細菌がつくるネバネバした膜)となると、歯
ブラシではなかなか落とすことができず、「歯石」(唾液中のカ、石のようになったもの)にまで至る
と、歯ブラシでは絶対とれません。
「バイオフィルム」や「歯石」を除去するには、歯科医院で、｢PMTC｣(ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ・ﾒｶﾆｶﾙ・ﾄｩｰ
ｽ・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ)という、専門的な歯のｸﾘｰﾆﾝｸﾞをする必要があります。
｢PMTC｣をすると、歯の表面が滑らかになり、歯垢(プラーク)がつきにくくなります
年に数回(個人により回数は異なります)、｢PMTC｣をすると、口の中を良好な状態に保つことがで

きます。
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また、定期的に歯科医に口の中の状態をチェック(検診)してもらうことも大切です。
「検診」は、口の健康状態を知り、病気を早期に発見して治療することや、予防することに役立ち
ます。
当クリニックは、オプション検査として歯科口腔検診を実施しています。
自覚症状のないお客さまの中で、歯周病やむし歯、その他の病気がみつかる場合があります。
治療が必要な病気に対しては、医療機関の紹介などしています。
人間ドックで全身の健康状態をチェックする際に併せて、お口の健康チェックも受けることをおす

すめです。

最近では「口の健康は全身の健康の源」といわれるように、口の中の病気が全身の健康に影響を及
ぼすことが明らかになってきました。中でも歯周病菌は、高血圧、糖尿病、心疾患、動脈硬化、早産、
肺炎、ガンなどの全身疾患と関連しています。歯周病を予防することは、全身の健康を維持すること
につながります。

そのほか、健康な歯で噛むことは、たくさんのメリットがあります。
○唾液の分泌をよくし、口臭や口の中の病気を防ぐ。 ○消化・吸収を助ける
○脳を活性化する。 ○肥満を防止する。など

歯があるおかげで、おいしく食事ができ、ステキな表情をつくることができます。
歯は、全身が健康で、豊かな生活をおくる上で、欠かせないものです。

歯を失うことは、ご自分のお手入れ次第で予防することができます。
適切な歯磨きと、歯科医院での専門的なｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、そして定期的な「検診」の受診で

歯を一生、守っていきませんか？

高知検診クリニック「歯科口腔検診」 ※人間ドックの受診者がｵﾌﾟｼｮﾝとして受けられます。

<内容> ◇レントゲン撮影

◇専門医による口腔内の視･触診、問診 料金(税込み) 3,150円

「お知らせ」
高知県で平成23年4月から、

いつまでも、自分の歯と口で元気に食べ、明るく話し笑い合い、元気に過ごせるよう、

口の健康を通して、全身の健康・長寿をサポートする条例が施行されました。

それが「歯と口の健康づくり条例(愛称：歯ハハ条例)」です。

この条例は、県民が生涯を通じて歯と口の健康づくりに積極的に取り組めるような環境の整備を推進しています。

そして、今年度からは、この条例に基づき「歯と口の健康づくり計画」が策定されました。

この計画は、むし歯予防の推進、歯周病予防の強化、在宅歯科診療の充実化を図っています。

具体的には、高知県各地で「歯っぴぃデー(毎月28日)」前後の土・日・祝日に歯周病予防啓発イベントの開催や、「む

し歯・歯肉炎予防に関する講演会」の開催をし、さらに、総合あんしんｾﾝﾀｰ内の在宅歯科連携室では、電話で歯科医院

の紹介や要介護者の歯と口に関する悩みなど相談にお答えする窓口を設置しています。

詳しくは、http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131601/hatokuti.htmlまで。興味のある方は、是非ご覧下さい。
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〈 キ　リ　ト　リ　セ　ン　〉
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～ 積 立 貯 金 の ご 案 内 ～
○共済組合の積立貯金ならこんなにオトク!!
・利率は半年複利の1.35％。定期貯金の1.3％より有利です。（注 1 ）
・積立方法は3種類。ご自由にお選びいただけます。

①定時積立…毎月の給料から天引きされる積立です。
②ボーナス積立…ボーナスから天引き（6月・12月のみ）される積立です。
※①と②は併用でもご利用いただけます。
③臨時積立…いつでも追加で預け入れできる便利な積立です。

・払戻しは月2回（注2）。手続きは所属所を通じて払戻請求書を提出していただくだけ。送金日に
共済組合に登録されている個人口座に直接送金されますので簡単・安心です。
（注1）利率は平成24年7月現在のものです。
（注2）同月内での払戻しはどちらか1回のみとなりますのでご注意ください。

是非この機会に簡単・便利・安心で有利な積立貯金をご利用ください!!
※ご希望の方は下段の申込書に必要事項をご記入の上、共済事務担当者までご提出ください。

○今後の払戻しのスケジュール
8月 9月 10月

1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目
締切日 6日 21日 5日 19日 5日 19日
送金日 15日 30日 14日 27日 16日 30日

※締切日は当日必着完備（FAX不可）の取扱となります。不備による再提出が締切日を過ぎますと
次回分に繰り下げとなりますのでお急ぎの場合などは特にご注意ください。
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～～～～ 共共共共済済済済組組組組合合合合物物物物資資資資係係係係 指指指指定定定定店店店店のののの紹紹紹紹介介介介 ～～～～ そそそそのののの6666

今回は、「社団法人高知県勤労者旅行会」の紹介です。購入の際は“共済組合の物資を利用したい”
と申し出ていただければ、給料天引きの支払が可能となります。（手数料無料・元金支払いのみ）

高知県市町村職員共済組合　　物資係　　@０８８－８２３－３２１３

注意点
・申込書の締切日は毎月１０日です
・購入する自動車の使用者は申込人（または配
偶者）名義とする

・申込みは登録後２ケ月以内に限る
・個人の方から購入される場合はご利用いただけません

◆ご融資金額・返済期間◆

３００万円以内・６年以内

（毎月の返済金額が基本給の３０％以内）

◆ご利用いただける方◆

組　合　員

（現在自動車購買立替制度をご利用い
ただいている方は対象外となります）

◆ご用意いただくもの◆

自動車購買立替金申込書

車検証のコピー

戸籍謄本（使用者名義が配偶者の場合のみ）

年利

３.０％ 便利な

給料控除
※利率は変動利率で
平成２４年７月現在のものです。

自動車購買立替金制度をご存じですか
※平成２１年６月１日以降の立替より連帯保証人が必要です。（連帯保証人は組合員期間１年以上の方）
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