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「標準報酬制標準報酬制」が10月より開始開始になります 

『平成27年度　健康セミナー』スケジュールが決定しました！！ 

被扶養者被扶養者の資格確認調査資格確認調査を行います 

加給年金額加給年金額について 

退職共済年金（老齢厚生年金）の支給開始年齢の引き上げスケジュール 

文化教養講座文化教養講座を開催開催しました！！ 

人間人間ドックを利用して特定保健指導特定保健指導の該当になった方へ 

ジェネリック医薬品差額通知医薬品差額通知による切替状況切替状況について 

第三者第三者の行為行為によりケガをした場合場合について 

メンタルヘルスD 

普通貸付普通貸付をご利用になりませんか？ 

旅行費旅行費用立替金制度用立替金制度をご存知存知ですか！ 

特別斡旋品特別斡旋品のお知らせ 

積立貯金積立貯金のご案内案内 

ホテルセントノーム京都京都のご案内案内 

高知共済会館高知共済会館サマーパーティープランのご案内案内 
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平成26年度決算報告 

「標準報酬制」が10月より開始になります 

『平成27年度　健康セミナー』スケジュールが決定しました！！ 

被扶養者の資格確認調査を行います 

加給年金額について 

退職共済年金（老齢厚生年金）の支給開始年齢の引き上げスケジュール 

文化教養講座を開催しました！！ 

人間ドックを利用して特定保健指導の該当になった方へ 

ジェネリック医薬品差額通知による切替状況について 

第三者の行為によりケガをした場合について 

メンタルヘルスD 

普通貸付をご利用になりませんか？ 

旅行費用立替金制度をご存知ですか！ 

特別斡旋品のお知らせ 

積立貯金のご案内 

ホテルセントノーム京都のご案内 

高知共済会館サマーパーティープランのご案内 
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16,937円  2.30％�
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成人病検査・各種検診��
1,402円�

保養所利用助成��
2,030 円�

球技大会助成��
338円� その他（保険者業務費用）��

105円�
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「「「「標標標標準準準準報報報報酬酬酬酬制制制制」」」」がががが１１１１００００月月月月よよよよりりりり開開開開始始始始ににににななななりりりりまままますすすす。。。。
５月にパンフレットでお知らせしましたが、平成２７年１０月から公務員

も厚生年金に加入することになり、いわゆる２階部分の年金は厚生年金に統一
します。これにより、地方公務員共済制度における掛金・負担金及び給付額の
算定基礎が、「手当率制」から「標準報酬制」に移行することになります。

標準報酬月額の算定にあたり、以下の２つの事例については、共済組合が保険者としての保
険者算定を行うこととなりますのでお知らせします。
基本的には所属所において各組合員の方についての標準報酬の情報は把握されているところ

ですが、組合員の皆さまにおいてもご自身の報酬についてご留意ください。

A休職などの事由により、６月に報酬の全部または一部が支給されない場合について
『当該不支給事由が発生する直前の報酬』に基づきます。

このことにより、現在、休業給付（傷病手当金・育児休業手当金等）を受給されてい
る方につきましては、休業給付の金額が変更になります。
各種手当（扶養手当・通勤手当・超過勤務手当等）が基本給の25％未満の方は、11月給付

（10月休業分）より休業給付が減額になりますので、ご理解をお願いします。

※最初の180日間は67/100となります

例　　育児休業手当金受給中のＡさん（給料月額225,600円）の場合

現行：日額　6,406円（手当率1.25で計算して月額換算282,000円）
10月以降：日額　5,450円（扶養手当6,500円　通勤手当7,100円で標準報酬240,000円）

※標準報酬等級表による
⇒日額が956円減少することにより、月額で20,000円程度、育児休業手当金が減少するこ
とになります。

B６月の報酬が著しく高額である場合について
過去１年間の報酬の平均と比べて、６月の報酬と２等級以上の差がある場合には、過去１年

間の報酬平均額により標準報酬を算定します。（所属所からの申立書及び組合員本人の同意書
が必要になります。様式については、共済組合ホームページの「各種請求書ダウンロード」か
らダウンロード可能です。）

共済組合のホームページの新着情報に５月にお配りしたパンフレットを掲載しております。

現行 10月以降
傷病手当金 1日につき、給料日額の×2/3×1.25 標準報酬の日額×2/3
育児休業手当金 1日につき、給料日額の×50/100×1.25 ※ 標準報酬の日額×50/100



（9）

『『『『平平平平成成成成22227777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』』』』
ススススケケケケジジジジュュュューーーールルルルがががが決決決決定定定定ししししままままししししたたたた！！！！！！！！

※参加申込につきましては、すでに所属所へ送付しておりますのでみなさまのご参加をお待ち
しております。
なお、参加申込締切日は、８月１２日(水)です。

【ロコモ*とは？】今注目のワードです！�
　「ロコモティブシンドローム」とは、和名「運動器症候群」といい、筋肉、骨、関節、軟骨、椎間板といった運動器のいずれか、
もしくは複数に障害が起き、歩行や日常生活に何らかの障害をきたしている状態の事です。近年女性では、この「ロコモ」が要支
援、要介護状態になる原因の1位となっており、予防と改善の為には早めの対処が必要とされています。�
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被被被被扶扶扶扶養養養養者者者者のののの資資資資格格格格確確確確認認認認調調調調査査査査をををを行行行行いいいいまままますすすす
「組合員被扶養者証」の再認定

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。

◆ 調査対象者（再認定対象者）
扶養手当不該当の１９歳（本年度中）以上の被扶養者

ただし、次のABは調査対象から除きます。
A　平成２７年１月以降に認定された者
B　平成２７年４月以降に継続認定の手続きを行った者

◆ 年齢基準日
平成２７年４月１日

◆ 調査方法
該当する組合員に対し、７月下旬頃共済組合から「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。
なお、認定時は扶養手当不該当であっても、現在は扶養手当が該当となっている被扶
養者については、所属所において確認が行われますので、確認書類の添付は不要です。

◆ 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。
・住民票（※世帯全員分）
・在学証明書（学生証の写しも可）
・収入確認書類（給与明細書、確定申告書、収支内訳書、年金決定・改定通知書など）
・仕送り額確認書類（ＡＴＭの明細票）
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※父母で、夫婦どちらか一方を被扶養者として認定している場合は、夫婦二人の収
入を確認できる書類が必要になります。
また、組合員以外に扶養義務者がいる場合は、他の扶養義務者の収入を確認で

きる書類を求めることがあります。

◆ 注意事項
調査（再認定）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。

◆ 注意していただきたい事例
１．就職した。
２．アルバイトなどの給与収入が認定基準を超える。

給与収入が被扶養者認定基準の月額１０８，３３４円を３ヶ月連続あるいは、４
ヶ月のうち３ヶ月で基準額を超えかつその平均も基準額を超えたときは取り消し
になります。

３．年金額及び給与収入等の合算額が認定基準を超える。
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
たときは取り消しになります。

４．父母合算により認定基準を超える。
・父母ともに６０歳未満　２２１万円
・一方が６０歳以上の年金者　２６３万５千円
・父母ともに６０歳以上の年金者　３０６万円

※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。所属所によって締切日が異なる場合がありますが、共済組合への提
出期限は８月２８日（金）といたします。
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加加加加 給給給給 年年年年 金金金金 額額額額 にににに つつつつ いいいい てててて
年金講座

１．加給年金額の加算
組合員期間が２０年以上ある方で、本来支給の退職共済年金（老齢厚生年金）の受給権が発生した

ときまたは特例による退職共済年金（老齢厚生年金）の定額部分の支給開始年齢に達したとき、その
者によって生計を維持していた(注)６５歳未満の配偶者、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日
までの間にある子または２０歳未満で障害等級が１，２級に該当する子がいるときは、加給年金額が
加算されます。
なお、加給年金額の加算開始年齢については、次頁の退職共済年金（老齢厚生年金）の支給開始年

齢の引き上げスケジュールをご参照ください。
(注) 退職共済年金（老齢厚生年金）の受給権者と生計を共にしていた者のうち、恒常的な収入金

額が将来にわたって年額８５０万円(所得で６５５万５千円)未満と認められる者等です。
加給年金額(平成２７年度) 配偶者・・・390,100円

子・・・２人目まで１人につき224,500円
３人目から１人につき74,800円

２．加給年金額の停止
加給年金額の対象となっている配偶者が、一定の要件に該当する年金を受けることができるとき、

また受給権者本人が厚生年金保険から配偶者を対象として加給年金額が加算された老齢厚生年金の支
給を受けることができるとき、加給年金額は支給停止となります。

「一定の要件に該当する年金」とは
●　退職共済年金・老齢厚生年金

(年金算定基礎期間が２４０月以上の年金、又はそれと同様の措置が講じられている年金)
●　障害共済年金・障害厚生年金・障害基礎年金　

※　配偶者が上記の要件による老齢厚生年金を受給し、加給年金額が停止されている場合であって
も、その配偶者が雇用保険法による基本手当を受給したことにより、その方の年金が全額停止
された場合は、その間、加給年金額の停止が解除されます。

３．加給年金額の失権
加給年金額の対象となっている配偶者又は子が、次のいずれかに該当することになった場合は、そ

の配偶者又は子について加給年金額が加算されなくなり、年金額が改定されます。
●　死亡したとき
●　配偶者が年金受給権者によって生計維持されている状態ではなくなったとき
●　配偶者が年金受給権者と離婚又は婚姻の取り消しをしたとき
●　配偶者が６５歳に到達したとき
●　子が養子縁組によって年金受給権者の配偶者以外の者の養子になったとき
●　養子縁組による子が、離縁をしたとき
●　子が、婚姻をしたとき
●　子が１８歳の誕生日の属する年度の年度末に到達したとき(障害等級１級又は２級に該当する障
害の状態にある子の場合は２０歳に到達したとき)

●　障害等級の１級又は２級に該当する障害の状態にある子について、その事情がなくなったとき
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文文文文化化化化教教教教養養養養講講講講座座座座をををを開開開開催催催催ししししままままししししたたたた！！！！！！！！
去る６月２７日（土）高知共済会館にて、本年度１回目の文化教養講座を開催しました。
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企画された講座です。

○講演『職場健診やがん検診についての話～その検査は有用？』

高知検診クリニック　中西　啓文（医師）様を講師にお招きし、「健診」と「検診」の違い等につ
いて色々な結果判定をもとに講演をして頂きました。

○テーブルマナー講習

ñ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】（参加者37名）

検診の有効性や最近の動向等の詳細な講演内容で
大変参考になりました。多くの方にも聞いていただ
きたいと思いました。

家族で昨年末に腫瘍があり、手術し、切除しました。結果、悪いものではなかったのですが、
腫瘍マーカー値が良くなかったので気にしていました。今日のお話を聞いて帰ってから家族に話
してみます。

普段あまり考えることもない健診のよもやま話を
聞かせていただき、とても興味深い内容だったと思
います。

とても分かりやすく楽しく聞かせ
ていただきました。中西先生のよう
に笑顔で診察していただいたら、何
でも相談しやすく、病気もよくなる
のではと感じました。
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人人人人間間間間ドドドドッッッッククククをををを利利利利用用用用ししししてててて
特特特特定定定定保保保保健健健健指指指指導導導導のののの該該該該当当当当ににににななななっっっったたたた方方方方へへへへ

4月号の広報でもお知らせいたしましたが、短期人間ドック助成事業を利用して人間ド
ックを受診し、基準値をオーバーした方は、必ず特定保健指導を利用いただくことにな
っております。※高血圧・糖尿病・脂質異常症の服薬、治療中の方は除きます。
健診機関からは、特定保健指導を利用していない方のリストとその理由をいただいて
おりますが、本年度においても「忙しい」「自分で取り組む」などの理由で利用されてい
ない方がいらっしゃいます。
くり返しになりますが、短期人間ドック利用助成事業と特定保健指導はセットとした
事業として取り扱っておりますので、必ずご利用ください。
特定保健指導により、中長期的には疾患の重症化の抑制による医療費の軽減が見込ま
れますし、利用率が後期高齢者支援金にも影響してくるため、掛金（保険料）の上昇を
抑えることができると考えています。
○特定保健指導とは

保健師や管理栄養士などの専門家の支援を受けながら、生活習慣を改善するためのプ
ログラムです。
○保健指導の内容

保健師や管理栄養士と面接が行われ、生活習慣の改善目標と計画を立てます。

【参加者の皆様の感想】

大変楽しく講習できました。分かり易かっ
たです。永田さんもフレンドリーで楽しかっ
たです。

次回、本年度２回目の開催日は１０月２４日(土)です。日程につきましては、
次のとおりです。みなさまの参加をお待ちしております。

午前　講演「あなたのお口は大丈夫？最後まで美味しく食べるために」
認定歯科衛生士　川村　智津　様

午後　テーブルマナー講習　(日本食)
ñグリーンホスピタリティマネジメント　部長　永田　道之　様

少し緊張しました。テーブルマナーを学
びながらおいしく料理をいただくことが出
来ました。

2回目の参加ですが、フォークとマナーの使
い方をやっぱり忘れていました。料理も味が
とっても良かったです。

今更、人に聞けないことも永田さんでし
たら気兼ねなく質問できるので助かります。
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　平成26年4月診療分から平成27年3月診療分でジェネリック医薬品への切替削減額をみてみると、
毎月すこしずつ増加し、累計削減額は3,405,724円となっています。�
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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
※事前連絡がなくレセプト等（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。

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

ジェネリック医薬品の差額通知を開始して２年となりましたが、ジェネリック医薬品の利用率が徐々に上
がり、削減額もあわせて増加しています。
ジェネリック医薬品への切替えは、自己負担額の軽減のみでなく、医療費の適正化にもつながります。そ
のため、共済組合では薬剤費の節減に効果があると考え、引き続きジェネリック医薬品差額通知事業を継続
していきます。
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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2.66％ ※利率は変動利率で
平成２７年７月現在のものです。
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日頃は、共済組合物資事業にご協力をいただき誠に有難うございます。
今回は、共済組合指定店「丸栄ストアー」より、シャープふとん掃除機を特別斡旋致しますので、

注文・お問い合わせは、直接指定店「丸栄ストアー」に連絡をお願いします。

支払い方法
月々3,650円×12回払＝43,800円
もしくは、1回払いとなります。
物資販売購入票にて、給料天引きもご利用にな
れます。

高知県市町村職員共済組合指定店

丸栄ストアー

サエンバ店高知市桜井町1-5-13
TEL088-883-3700 FAX088-884-2745

★ 温風でダニを引きはがす。（約４０度）
★ ダニやアレル物質を強力に吸い込む、
「遠心分離サイクロン」。

★ たたいて、かき出す
「たたきパワーブラシ」。

★ まくらの気になるニオイを消臭。
★ ふとんふっくら、気持ちいい。
★ 使いやすいラウンドハンドル。
★ 微細なハウスダストを逃さない。

特特特特別別別別斡斡斡斡旋旋旋旋品品品品ののののおおおお知知知知ららららせせせせ
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○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。

A定時積立…毎月の給料から天引きされる積立です。
B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。
※AとBは併用でもご利用いただけます。

C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27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。

積立貯金新規加入者へ

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うえ、各所属所の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

※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。

※1 その月の１５日までに申込書が到着すれば、翌月の給料から積立開始できます。
※2 積立額は1,000円以上の整数倍で記入してください。
【ご注意】既に積立をしていて毎月の金額等を変更する場合は、積立金額変更届書をご提出ください。

クオカード

（1,000円分）

進呈中

積積積積 立立立立 貯貯貯貯 金金金金 のののの ごごごご 案案案案 内内内内

8月 9月 10月 11月 12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 1回目 2回目

締切日 5日 19日 4日 16日 5日 20日 5日 18日 4日 16日
送金日 14日 28日 15日 29日 15日 29日 16日 27日 15日 25日
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高知共済会館�

〒780-0870  高知市本町5丁目3-20�
ご予約・お問合せ　TEL：088-823-3211�

お得な宿泊プラン、会議室の詳細はこちらから�
 http://www.kochi-cs.jp














