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44,611円  6.28％�11.22％�

269,728円  37.98％�

25,391円  3.58％�

12,361円  1.77％�
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特例による退職共済年金の支給開始年齢の引上げについては、黒潮2012年4月号及び10月号にて
記載しておりますが、繰上げの請求を行う場合について以下にお知らせします。

特特特特例例例例にににによよよよるるるる退退退退職職職職共共共共済済済済年年年年金金金金のののの支支支支給給給給開開開開始始始始年年年年齢齢齢齢
引引引引上上上上げげげげにににに伴伴伴伴うううう繰繰繰繰上上上上げげげげ請請請請求求求求ににににつつつついいいいてててて
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年金係からのお知らせ
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 老齢基礎年金を全部繰上げする場合��
 退職共済年金の繰上げと同時�

 昭和２８．４．２～３０．４．１生まれの特定消防��
 組合員で老齢基礎年金を一部繰上げする場合�

 昭和２８．４．２～３６．４．１生まれの一般組合員 ��
 または昭和３４．４．２～４２．４．１生まれの特定��
 消防組合員で障害の状態にあることによる請求��
 等において、老齢基礎年金を一部繰上げする場合��
 退職共済年金の繰上げと同時�

退職共済年金を同時に繰上げる場合�
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「地共済年金情報Webサイト」では、組合員または組合員であった方のご自身の年金見込額等の
年金個人情報が確認できます。

イイイインンンンタタタターーーーネネネネッッッットトトトでででで将将将将来来来来のののの年年年年金金金金見見見見込込込込額額額額等等等等をををを
閲閲閲閲覧覧覧覧ししししててててみみみみまままませせせせんんんんかかかか



高知県市町村職員共済組合
・総務課（代表） ０８８－８２３－３２１３
・年金課　　　　　　　０８８－８２３－３２１２
・保険課　　　　　　　０８８－８２３－３２１４
・福祉課　　　　　　　０８８－８２３－３２１５

高知県市町村職員互助会　　　　０８８－８２４－１３０６
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○○○○本本本本年年年年９９９９月月月月にににに長長長長期期期期給給給給付付付付にににに係係係係るるるる掛掛掛掛金金金金率率率率がががが引引引引きききき上上上上げげげげらららられれれれまままますすすす
地方公務員共済組合連合会

平成２１年に行われた地方公務員共済年金における財政再計算により、平成２５年９
月に長期給付に係る掛金率は、次のとおり引き上げられます。

○○○○共共共共済済済済組組組組合合合合・・・・互互互互助助助助会会会会のののの電電電電話話話話番番番番号号号号がががが各各各各課課課課ごごごごととととににににわわわわかかかかれれれれまままますすすす
７月１日より、共済組合・互助会の電話番号が以下のとおり、各課ごとにわかれます。
お問い合わせの際は、内容により直接担当課にご連絡いただければ、より円滑に対応可
能となりますので、是非ご協力をお願いいたします。

（注）給料に係る掛金を算定する場合、掛金率を基本給に乗ずることになっています。し
たがって、諸手当を除いたものに掛金率が乗じられることとなりますので、給料に
対する割合は、期末手当等に対する割合と異なります。

※長期給付に係る掛金率は、地方公務員共済組合連合会定款で定めています。

※平成21年に行われた財政再計算に係る情報については、連合会の
ホームページに掲載しております。どうぞご欄ください。

Http://www.chikyoren.or.jp

総務係よりお知らせ

給料に

対する割合(注)
10.13500 

期末手当等に

対する割合
8.108

10.35625 

（＋0.22125）

8.285

（＋0.177）

（単位：％）
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25年度女性セミナー：平成25年8月26日（月）

平平平平成成成成２２２２５５５５年年年年度度度度健健健健康康康康セセセセミミミミナナナナーーーーののののカカカカリリリリキキキキュュュュララララムムムムののののおおおお知知知知ららららせせせせ
恒例となりました健康セミナーを8月26日（月）、27日（火）に開催しますので、下記
のとおり日程をお知らせします。
今回は、26日に「女性セミナー」、27日に「メンタルタフネスセミナー」を行います。

「女性セミナー」では、バランスの良い食事の考え方や、食事を美味しく食べながら生活
習慣病予防を見据えたカロリー・塩分セーブをするコツをお伝えします。また、「メンタ
ルタフネスセミナー」では、ストレスについての理解とその対処方法に関する講義とあ
わせて、ストレス解消にピッタリな運動教室を行います。両日ともランチは、１食750
Kcal以下のメニューを用意しています。
なお、参加者は現在募集中です。申込み締切りは8月2日となっていますので、共済組
合事務担当者を通じて申込みください。

スケジュール 内　　　　　　　容

午前

開講（オリエンテーション）

『家族の健康を守るのはあなた！

美しく食べて健康家族』

◆　食事バランスのとり方やカロリーセーブのコツを伝授します

ランチタイム
管理栄養士が監修した、1食750 Kcal以下のランチメニューです
また、ホテルのシェフと管理栄養士が食材の解説と、家庭でもできるアレンジを
ご紹介します

午後

２つのグループに分かれます

Ａグループ Ｂグループ

『健康機器測定体験』
◆　血管年齢測定
◆　健骨度測定
◆　肌水分測定

『運動セミナー』
◆　ストレッチを中心とした軽い運動
をご紹介します

『運動セミナー』 『健康機器測定体験』
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お　詫　び　と　訂　正

平成25年4月号の共済広報「黒潮」にてお知らせしました、上位所得者※に係る短期給付附加給付
水準の見直しにつきまして、下記のとおり改正時期に誤りが判明しましたので、お詫びして訂正させ
ていただきます。

※上位所得者…一般組合員は給料月額424,000円以上・特別職及び市町村長組合員は
給料月額530,000円以上の組合員

25年度メンタルタフネスセミナー：平成25年8月27日（火）

スケジュール 内　　　　　　　容

午前

開講（オリエンテーション）

『メンタルタフネスセミナー』

◆　心と体の両面から働きかけることで「折れない職員」を育成する
プログラムです

ランチタイム
管理栄養士が監修した、1食750 Kcal以下のランチメニューです
また、ホテルのシェフと管理栄養士が食材の解説と、家庭でもできるアレンジを
ご紹介します

午後

『運動教室』

◆　エアロビクス・筋力トレーニング・ストレッチなど日ごろのストレス
解消にピッタリです

※　動きやすい服装でご参加ください

誤 正

平成25年度（4月支給分から） 平成25年度（4月診療分から）

平成26年度（4月支給分から） 平成26年度（4月診療分から）

平成27年度（4月支給分から） 平成27年度（4月診療分から）
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整整整整骨骨骨骨院院院院・・・・接接接接骨骨骨骨院院院院でででで柔柔柔柔道道道道整整整整復復復復師師師師のののの施施施施術術術術をををを受受受受けけけけるるるるとととときききき

鍼鍼鍼鍼灸灸灸灸師師師師等等等等のののの施施施施術術術術をををを受受受受けけけけるるるるとととときききき

どんな治療にも保険診療が適用されるわけではありません！！

～医療機関との重複受診はできません～
同一の負傷で、柔道整復師と医療機関の両方にかかることはできません。ただし、負
傷の状態を確認するために、定期的に医師の検査を受けることは可能です。

～施術が長引くときは、医師の診断を受けましょう～
柔道整復師の施術を受けても、なかなか症状が改善しない場合には、内科的要因が関
わっている可能性もあります。施術が長引く場合には、医師の診断を受けるようにしま
しょう。

保険診療が適用されます 保険診療は適用されません

はり・きゅう・マッサージの施術を受けるときも、医師の同意がある場合に限り、保
険診療が適用されます。ただし、いったん鍼灸院で料金を支払った後、共済組合に請求
のうえ払い戻しを受けることになります。

はり・きゅうの施術を保険で受けられる疾患
神経痛　リウマチ　頸腕症候群　五十肩
腰痛症　頚椎ねんざ後遺症

マッサージの施術を保険で受けられる症状
筋麻痺　関節拘縮

○　ねんざ・打撲・挫傷（肉離れ）

○　骨折・脱臼の応急手当（医
師の同意書があればその後
の施術も可能）

×　医師の同意書のない骨折・脱臼
×　日常生活による疲労、肩こり、腰痛、体調不良
×　スポーツによる筋肉疲労、筋肉痛
×　ねんざや打撲が完治した後のマッサージ代わ

りの利用
×　病気（リウマチ、五十肩、関節炎など）から

くる痛みやこり
×　脳疾患後遺症などの慢性的な症状など

【注意事項】

・医師の同意書を提出して下
さい（療養費払いの適否が判
断できる医師の診断書でも構
いません）

・医療機関と一緒にかかるこ
とはできません
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組合員及び被扶養者が交通事故などの第三者行為によりケガをした場合でも、事前に共済組
合に連絡をしていただくことにより、組合員証等を使用して治療を受けることが可能です。共
済組合が組合員に代わって負担した費用については、損害賠償請求権を代位取得し保険会社等
に請求します。

◎示談の取り扱いについて
組合員証で治療を受けている間に示談をする場合、加害者と不利な示談をすると共済組合は
これらの費用を加害者に請求することができなくなり、組合員本人に負担していただく場合も
ありますので、あらかじめ共済組合までご連絡ください。

◎提出書類（ホームページに掲載しています）
・損害賠償申告書　　　　・事故発生状況報告書
・念書（被害者） ・誓約書(加害者)
・加害者調書　　　　　　・診断書 (コピー写し可)
・警察の事故証明書（原本） ・示談書成立報告書
※事前連絡がない場合、レセプト等（診療月の2ヵ月後）から判断し、傷病原因調査後、附加
金等の返還をお願いすることがありますので、必ず連絡をしてください。

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
すのでお知らせします。

指定宿泊施設『ホテルポールスター札幌』
〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西6丁目2
休館日：平成25年8月1日～平成25年12月5日（予定）

営業開始予定日：平成25年12月6日

新規指定宿泊施設のお知らせ

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、下記のとおり新たに認定さ
れましたのでお知らせします。

指定宿泊施設『ゆこたんの森』
〒020-0585 岩手県岩手郡雫石町長山猫沢3－6
TEL 019-693-3600
http://www.iwate21.net/yukotan/
指定宿泊施設認定日：平成25年7月1日～

第第第第三三三三者者者者のののの行行行行為為為為にににによよよよりりりりケケケケガガガガがががが発発発発生生生生ししししたたたた場場場場合合合合ににににはははは、、、、
必必必必ずずずず共共共共済済済済組組組組合合合合ままままでででで連連連連絡絡絡絡ををををししししててててくくくくだだだだささささいいいい！！！！

お願い
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口腔四話 ―― その１.唾液腺と唾液について
高知検診クリニック

（歯科口腔検診担当）
尾崎　登喜雄

（高知大学名誉教授）

唾涎
すいえん

の的
まと

なる謂
いい

があります。筆者はその謂の出所・出典を知りませんが、考えてみれば腑
ふ

に
落ちないのであります。妙麗の美人、あるいは高位・高官の身にあって幸福そうな人を見た時、
庶民なる人々は涎

よだれ

を唾らすまでに口を開け、羨望
せんぼう

の思いに我を忘れることになるのであります
が、果して、大

だい

の大人
おと な

が涎を唾らすでしょうか。そもそも、大人は涎を唾らす程に唾液が出る
でしょうか。筆者は職業柄、この点に少々引っ掛るのであります。もとより、“唾涎の的”な
る謂はたとえであり、例えば、“水もしたたるような”と云う形容と同類の云い廻しであると
いうことは理解するのでありますが、職業柄、少し小理屈

こ り く つ

をこねてみたわけであります。さて
さて、何故、ここでこの言葉を引き合いに出したかは、以下の小文をお読み頂くならば合点し
て下さるかと思います。前置きはさておき、話に入ることと致します。

１．唾液はどこでどのようにして作られるのか
唾液はどこで生成されるかと問われれば、ほとんどの人は、それは唾液腺からだと、お答え
なさるでありましょう。しからば、その唾液腺にはどのようなものが、どこに存在するかと問
われると、ほとんどの方が正解できないかと思います。そこで、分かりやすいように唾液腺を
【表１】の如くにまとめてみました。これで分かりますように、唾液腺は三つの大唾液腺と非
常に多数の小唾液腺から成っております。その存在場所は表中に示してありますが、耳下腺と
顎下腺は触れる（触診する）ことが可能ですが、舌下腺と小唾液腺は通常、触知不能です。

参考までに、唾液腺組織像を揚げておきました【図１】。唾液腺はそこから産生される唾液

【表１】唾液腺の種類と存在場所

【図1】唾液腺の機能単位の組織図

※顎下部
が っ か ぶ

・舌下部
ぜ っ か ぶ

は解剖学的用語で、分かりやすくは、顎下

部は下顎
したあご

の角
かど

になっている所から前方で下顎の下縁より内側

に当ります。舌下部は前方から見て舌の下方に当ります。も

とより、いずれの大唾液腺も左右2つから成っています。

名　称

大唾液腺　

耳下腺　

顎下腺　

舌下腺　

小唾液腺

唾液の性状からの分類

漿液腺　

混合腺　

粘液腺

粘液腺

存在場所

耳介の前方～下方

顎下部

舌下部

口腔粘膜下
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の性状により、漿液腺（サラサラした唾液を作る腺、すなわち耳下腺）と粘液腺（粘性に富ん
だ唾液を作る腺、すなわち舌下腺と小唾液腺）に分けられ、顎下腺は本質的に漿液腺ではあり
ますが、粘性唾液も少しだけ生成していることから、混合腺と呼ばれています。漿液腺と粘液
腺とでは、その構造に多少違いがありますが、基本的には同じであります。
唾液分泌は視覚や嗅覚によっても刺激され、顎や舌の運動、口腔（舌）や咽頭の感覚（味
覚・温覚・触覚）、咀しゃくによって強く刺激されます。唾液分泌刺激は自律神経（交感・副
交感神経・迷走神経）を介して脳へと伝達されます。唾液分泌の制御は脳の多領域が関わり、
その機序は複雑です。唾液を作る細胞は腺房細胞で、これには漿液（産生）細胞と粘液（産生）
細胞があります。両者のうち、漿液細胞は放射線、抗癌剤、活性酸素などに対し、より障害を
受け易く、唾液の産生が不可能となり、死滅します。さて、大脳からの刺激が唾液腺に達する
と、まずは筋上皮細胞を収縮させ、その収縮をもって腺房細胞から腺房の内腔へ唾液が分泌さ
れます（なお、漿液性唾液は副交感神経刺激により、粘液性唾液は交感神経刺激によるとされ
ております）。腺房の内腔に分泌された唾液は小さな導管（細導管）へと導かれ細導管から小
葉内導管（幾つかの唾液腺単位が集まって小葉を形成する）そして小葉間導管、さらには主導
管へと流れ、ついには口腔に分泌されます。

２．唾液中の成分について
唾液中の成分【表２】は、大きくわけて無機質と有機質とに分けられます。無機質は血液由
来でありますが、その濃度は血液中の濃度より低く、NaとClは血中濃度の１０分の１程度です。
血液由来の有機成分の中ではコルチゾール、糖、血液型物質が大きな意味を有します。唾液中
に排泄された副腎皮質ホルモンをはじめとするコルチゾールは口腔内の細菌・真菌代謝に影響
し、特に何らかの治療の為にコルチゾールが投与されると、唾液中のコルチゾールの濃度は上
昇し、口腔微生物、特に真菌の増殖を促します。これと同じく、糖も微生物の増殖を促し、歯
周病を悪化させます。唾液中の糖濃度は血中濃度に比例することより、高血糖であると、それ
だけ口腔に悪影響を及ぼすことになります。唾液中の血液型物質は法医学的な物的証拠となり、
犯罪捜査に役立ちます。

【表2】唾液の組織

無機質

Na＋（ナトリウム）

K＋（カリウム）

Cl－（クロール）

Ca2+（カルシウム）

Mg2+（マグネシウム）

F－（フッ素）

HCO3－（過酸化水素）

P（リン酸塩）

血漿に由来する成分 腺房細胞及び導管上皮で生成される成分

有機質

血清タンパク
（アルブミン、γ-グロブリン）

ホルモン
（コルチゾール、性ホルモン）

血液型物質

ブドウ糖

水溶性ビタミン
（ビタミンC、ビタミンB）

代謝産物
（尿素、尿酸、アンモニア等）

成分

アミラーゼ

リパーゼ

ムチン

リゾチーム

ペルオキダーゼ

ラクトフィリン

ヒスタチン

βディフェンシン

シスタチン

ｓＩgA

生理機能

デンプンの消化

脂肪の消化

潤滑・粘膜保護

細菌細胞膜の加水分解

抗菌作用

抗菌作用

抗菌（特に抗真菌）作用

抗菌作用

抗菌・抗炎症作用

免疫作用
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さて、唾液腺組織から産生される有機成分についてでありますが、表に示した有機成分は口
腔の健全性を保つ上で大切な働きをしています。これらの中で、ラクトフェリン、ヒスタチン、
βディフェンシン、シスタチンは低分子量蛋白（ペプチド）で抗菌作用を有することから、
“抗菌ペプチド”と呼ばれています。その他、リゾチームも弱いながらも抗菌作用を有し、分
泌型イムノグロブリンＡ（sIgA）は口腔・咽頭粘膜の局所免疫に大きく働いております。なお、
sIgAはIgAに分泌成分（ＳＣ）が結合していることより名付けられていますが、ＳＣは唾液腺
の上皮細胞（導管細胞）で生成されます。
ムチンは胃・小腸でも産生される蛋白多糖体で、これには幾つもの種類があります。ムチン
は粘性であり、唾液の粘性はムチンによって付与されています。ムチンは潤滑作用でもって粘
膜を保護すると共に、粘膜表面に微生物集塊を形成し、抗菌ペプチドと共調しながら粘膜上に
微生物層（バイオフィルム）を作り、口腔の恒常性を保ちます。
他に、糖を分解するアミラーゼ、脂肪を分解するリパーゼが唾液中に存在しますが、これら
の作用は弱く、生理的にはほとんど意味を持ちません。
ここで、少しだけ付け加えますと、唾液には刺激なしで分泌される「無刺激唾液」、食物の
咀嚼などの刺激・顎運動・臭いなどの刺激によって分泌される「刺激唾液」、何かでもって条
件付けをされ、その条件が示されたことにより分泌される「条件反射唾液」（これは刺激唾液
の一種です）があります。もとより、無刺激唾液の分泌量は刺激唾液の分泌量より少量です。
刺激唾液と無刺激唾液とでは、組成分の各濃度は大きく異なりますが、その細かい所は省くこ
ととします。

３．唾液の生理的作用
今までに述べたことから、唾液の生理的な働きのうちの幾つかは掴めたかとは思います。で
はありましょうが、改めて唾液の生理的作用を【表３】にまとめてみました。その表に示され
た通り、唾液には口腔粘膜の保護、湿潤性の維持、咀しゃく・嚥下・発音の円滑化、う蝕（虫
歯）予防、味覚の支持、さらには口腔清操作用を有し、ひいては嚥下性肺炎の予防につながっ
ています。なお、歯牙う蝕は、う蝕菌であるストレプトコッカスミュータンス菌あるいは乳酸
菌が食物残渣を利用して酸性物質を産生し、その酸性物質によってエナメル質が溶ける（脱灰
される）ことに基づきますが、唾液には、酸あるいは塩基の傾きを平衡にもどす緩衝作用があ
り、これによってう蝕を防ぐことになります。唾液はまた、これとは違ったメカニズムでもっ
て、エナメル質保護作用を有します。

４．唾液分泌低下とそれに因ずく障害
今までの話から、唾液分泌の抑制・低下の原因の幾つかは既にお分かりかもしれません。こ
こで改めて見てみますと【表４】、第一には加齢による分泌低下です。思春期あたりまでは、
多量の唾液（２Î/日程度）が産生されますが、その後、歳と共に低下し、特に六十代から七
十代にかけて大きく低下します。それも女性に於いてその傾向が強く、生理的唾液分泌低下は
口腔乾燥症を引き起し、これが高齢者の悩みの種になることが少なくありません。ということ
で、書き出しの所で筆者が道草をくったことがお分かり頂けたかと思います。
なぜ唾液量が落ちるかといいますと、唾液産生細胞である腺房細胞が加齢と共にその数を減
らすことにあります。これはアポトーシスという細胞死が生じるためで、アポトーシスは加齢
の他に、酸化ストレス、貧血、女性ホルモン消失、高血糖、自己免疫疾患が原因となります。
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ということで、唾液腺の機能を長く良好に保つ一つの方法は、酸化ストレスを防ぎ活性酸素の
消去作用を有する飲食物を普段から十分に摂ることであります。少し横道になりますが、中国
人には口腔乾燥症は少ないようです。どうもそれは、活性酸素消去能を有するポリフェノール
類を含んだ茶をよく飲むことによっているのではといわれています。日本も喫茶はさかんであ
りますが、番茶には有効成分がほとんど含まれないことより、いくら飲んでも効き目はありま
せん。
自己免疫疾患の一つであるシェーグレン症候群（ＳＳ）に於いて、唾液腺は他の外分泌腺

（涙腺、性腺）と同じく障害され、進行すると著明な口腔乾燥を来します。ＳＳに於ける唾液
腺の障害は不可逆で、対症的に人口唾液とか口腔保湿剤による対症療法しかありません。

唾液分泌低下の第二の原因は、薬物の副作用によるものです。唾液分泌を抑制する副作用を
有する薬剤は多岐に渡りますが、要する所、副交感神経或いは迷走神経を遮断・抑制する作用
を持つ薬剤はすべからく、口腔乾燥を来します。その代表は精神疾患の治療薬で唾液分泌は強
く抑制されます。それ程でないものの、作用の温和な催眠剤でも唾液の分泌抑制は招来されま
す。それと、降圧剤の中にも唾液分泌抑制作用を有するものがあり、留意が必要です。これら
の薬剤による抑制は可逆性で、薬剤投与を中止すると、しばらく経てば、ほぼ元に復します。
なお、唾液分泌が低下・抑制される原因は一つだけに限らず、複数の原因によることも、稀ら
しくありません。原因を突きとめ、適切な処置を受けるには、専門医の診断が不可欠です。
他には、抗癌剤が挙げられ、多くの抗癌剤が唾液腺機能を抑制します。癌治療として頭頚癌
には放射線照射・手術（唾液腺摘出）が多用されますが、これらの治療による障害は不可逆性
で、患者のＱＯＬを大きく障います。
他にも、貧血、糖尿病、脱水などがありますが、一般には稀であり、紙面の都合上、ここで
は割愛致します。
ところで、唾液分泌の低下は口腔乾燥（ドライマウス【図２Ａ】）を来たし、ドライマウス
自体が本人にとって大変な苦痛でありますが、唾液分泌低下はとりもなおさず、口腔の不浄、
カンジダ菌の増殖とつながっています【図２Ｂ】。カンジダ菌はカビの仲間で、カンジダ菌に
は一般の抗生物質は効き目がありません。ということで、カンジダ症の治療は一般に困難で、
カンジダ性肺炎や腎炎はまことにやっかいです。カンジダ性肺炎の原因は、口腔・咽頭のカン
ジダ菌の誤嚥によることがほとんどであります。
口腔清操の重要さは、様々な角度から検証されています。例えば、手術に先立って歯周病の

【表3】唾液の主な生理的作用

・口腔粘膜の保護・保湿

・う蝕の防止

・咀嚼・嚥下・発音の円滑化

・味覚の支持

・口腔微生物の制御

・歯周病の防止

・口腔浄化

【表4】唾液分泌を阻害する原因

・加齢（エイジング）

・薬物

・放射線

・精神的緊張（ストレス）

・ SSなどの自己免疫疾患

・貧血/脱水/糖尿病

・外科的唾液腺摘出
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処置をはじめとして口腔を清操することにより、術后の肺炎発生率が有意に減少すること。或
いは、身体及び知的活動にハンディキャップを有する施設入居者に対する専門的（歯科医師・
衛生士による）口腔ケアは年間の肺炎発生率を有意に低下させる、といったデータが幾つも報
告されています。それらの報告からしても、高齢者では口腔ケアが普段から大切であることが
理解されます。

ところで、唾液腺は単純な組織のように一見、思われるかもしれませんが、実際は、幾つも
の種類から構成された高次に分化した組織であります。そのため、唾液腺が何らかの原因で傷
害される、或いはアポトーシス(死)に陥ると、再生は不可能であります。ということで、現在
のところ、唾液腺の再生療法は開発されておらず、ドライマウスに対しては対症療法が行われ
ているのみです。長い先にあるいは、iPS細胞を用いた唾液線再生療法が行われるようになる
かもしれませんが、現在は残念ながらまだその一里塚に達したあたりであります。
以上でもって、第一回目の話は終りとします。次回は「舌」についてであります。

Ａ：舌乳頭が重度に萎縮し、発赤を呈する。 Ｂ：カンジダ症舌背・舌縁の全体にわたり

白色のカンジダコロニーが認められる。

【図2】口腔乾燥症でみられる舌
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普通貸付をご利用になりませんか？
今回は、貸付事業の普通貸付について紹介させていただきます。
組合員が臨時に資金を必要とするときに貸付けを受けることができます。ただし、生活費や他の借

入金の返済に充当する場合等は貸付けを受けることができません。
自動車やバイク、太陽光発電オール電化やテレビその他電化製品等（生活必需品、物を購入する場

合にご利用いただけます。）

※　提出していただくもの

貸付申込書・借入状況等申告書・借用証書・印鑑登録証明書・見積書（①見積日が申込日から2ヶ
月以内で、有効期限が記入されている場合は有効期限内のもの②組合員の名前がフルネームで記入さ
れているもの③会社の社判が押されているもの）、金融機関に借入れがある場合は、借入れた金融機
関名・組合員氏名・償還金額が記載されているものを添付し、所属所担当者を通じて提出してくださ
い。

※　貸付限度額・返済期間

貸付限度額は貸付申込み時の給料月額の６ヶ月分以内で最高２００万円まで。返済期間は借入れ金
額によって異なりますので、共済組合貸付係にお問い合わせいただくか、共済組合のホームページを
ご覧ください。
毎月の弁済額の合計が、貸付申込み時の給料月額の３０％以内、年間償還額の合計が年収額の３

０％以内である必要があります。３０％を超える場合は貸付けを行うことができません。

※　注意事項

申込書の締切日は毎月５日（休日の場合は、その前の直近営業日）となります。
貸付金の送金日は、貸付申込書に記載している「第１回」「第２回」「第３回」を選んでください。
普通貸付の未償還残高がある方は「第３回目」のみとなり、申込金額から残高を差し引いた金額を送
金します。未償還残高がある方で「第１回」「第２回」を希望される場合は、一括償還後に申込みを
してください。

その他の貸付種別

住宅貸付・在宅介護対応住宅貸付・災害貸付・特別貸付（入学・修学・医療・結婚・葬

祭）・高額医療貸付・出産貸付がありますので、ご利用ください。

※　便利な給料控除・年利2.72％（一部負担金を含む）
※利率は変動利率で
平成２５年７月現在のものです。
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自動車購買立替金制度をご存じですか

※申込額が５０万円を超える場合は、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）

自動車購買立替金は、自動車だけでなくバイクもご利用になれます。

注意点

・申込書の締切日は毎月１０日です

・振込日は貸付金の第３回と同じ日になります

・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

（250cc以下の場合は軽自動車届出済証又
は軽自動車税申告書）

（125cc以下の場合は原動機付自転車標識
交付証明書）

戸籍謄本（使用者名義が配偶者の場合のみ）

◆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）

年利

３.０％

便利な

給料控除

※利率は変動利率で
平成２５年７月現在のものです。

共共共共済済済済組組組組合合合合のののの指指指指定定定定店店店店ででででおおおお買買買買いいいい物物物物ををををししししまままませせせせんんんんかかかか？？？？
分割で支払っても手数料は必要ありません！！(旅行のみ3%の手数料がかかります。)

指定店で購入して物資をご利用の場合、購入金額が支払い総額となります。

【購入例】指定店で120,000円の宝石を購入し、物資の毎月均等払いと
するとき。（ボーナス併用もあり）

【返済例】5,000円×24回払＝120,000円
※返済回数は金額により変わります。
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〈 キ　リ　ト　リ　セ　ン　〉
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～ 新 規 加 入 者 募 集 中 ～
積立貯金を始めませんか？市中金融機関と比べると高利率で大変有利です！
毎月のお給料とボーナスから天引きされるので、知らず知らずの間に貯金を増やせます！ま

た天引き以外にも臨時積立としていつでも預け入れできます！
ご入用の際は月２回の払戻日のうちどちらか１回払戻しができ、払戻請求書を所属所担当者

に提出いただくだけで、登録口座へ送金しますので簡単・安心です！
将来に備えて、何かの購入に向けて、皆さんの目的に合わせてお役立てください。

ぜひこの機会に簡単・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。

現在、積立新規加入者にクオカード（１０００円分）進呈中！！

○今後の払戻しのスケジュール

※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。

8月 9月 10月 11月
1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目

締切日 6日 20日 5日 18日 4日 21日 6日 19日
送金日 15日 29日 17日 27日 16日 30日 15日 28日

年利

1.35％
積積積積立立立立貯貯貯貯金金金金をををを始始始始めめめめまままませせせせんんんんかかかか？？？？
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