
2 0 1 510

・・・・・・・・・・・・・２～３�
・・４～５�

・・・・・・・・・・・６～８�
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９�
・・・・・・・・・・・・・・・・・９�

・・・・・・・・・・・・・・・・10～11�
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12�

・・13～17�
・・・・・・・・・・18�
・・・・・・・・・・・19�

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20�
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21�

・・・・・・・・・・・22�
・・・・・・・・・・・・・・・22�

・・・・・・・・22�
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23�
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24～25�
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26�

�

被用者年金制度用者年金制度が一元化一元化されました�
標準報酬制標準報酬制に移行移行することで、掛金掛金が変わります�
データヘルス＆コラボヘルスはじまります�
インフルエンザに負けないために！�
指定宿泊施設営業再開指定宿泊施設営業再開のお知らせ�
ジェネリック医薬品医薬品を活用しよう�
退職予定者準備退職予定者準備セミナーの開催開催�
平成平成２７年度健康年度健康セミナー（８月２７日・２８日）終了しました�
第３３回市町村職回市町村職員バレーボール大会開催大会開催�
第４８回市町村職回市町村職員ソフトボール大会開催大会開催�
貯金係貯金係からのお知らせ�
積立貯金積立貯金のご案内案内�
住宅貸付住宅貸付の年末残高証明書年末残高証明書を送付送付します�
共済貯金共済貯金に非課税枠非課税枠をお持ちの方へ方へ�
共済組合共済組合の指定店指定店でお買い物をしませんか？�
特別斡旋品特別斡旋品のお知らせ�
年末特別斡旋品年末特別斡旋品のお知らせ�
高知共済会館高知共済会館からのご案内案内�

・・・・・・・・・・・・・２～３�
・・４～５�

・・・・・・・・・・・６～８�
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９�
・・・・・・・・・・・・・・・・・９�

・・・・・・・・・・・・・・・・10～11�
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12�

・・13～17�
・・・・・・・・・・18�
・・・・・・・・・・・19�

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20�
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21�

・・・・・・・・・・・22�
・・・・・・・・・・・・・・・22�

・・・・・・・・22�
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23�
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24～25�
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26�

�

被用者年金制度が一元化されました�
標準報酬制に移行することで、掛金が変わります�
データヘルス＆コラボヘルスはじまります�
インフルエンザに負けないために！�
指定宿泊施設営業再開のお知らせ�
ジェネリック医薬品を活用しよう�
退職予定者準備セミナーの開催�
平成２７年度健康セミナー（８月２７日・２８日）終了しました�
第３３回市町村職員バレーボール大会開催�
第４８回市町村職員ソフトボール大会開催�
貯金係からのお知らせ�
積立貯金のご案内�
住宅貸付の年末残高証明書を送付します�
共済貯金に非課税枠をお持ちの方へ�
共済組合の指定店でお買い物をしませんか？�
特別斡旋品のお知らせ�
年末特別斡旋品のお知らせ�
高知共済会館からのご案内�



（2）

被被被被用用用用者者者者年年年年金金金金制制制制度度度度がががが一一一一元元元元化化化化さささされれれれままままししししたたたた

年金係からのお知らせ

平成２７年１０月より、民間企業に勤務する方が加入する『厚生年金保険制度』と国家公務員や地
方公務員の方、私立学校の教職員の方が加入する『共済年金制度』が一元化され、『厚生年金保険制
度』へと統一されました。
この一元化に伴い、平成２７年１０月１日以降に受給権が発生する年金は、『職域年金相当部分』
及び新たに新設されました『年金払い退職給付』（３階部分の年金、引き続き共済組合が給付）を除
き、厚生年金へと名称が変わりますが、共済組合の組合員である期間については、一元化後も厚生年
金の計算に反映されることとなりますのでご安心ください。

平成２７年９月末まで
の組合員期間のみの方

平成２７年９月末まで
及び平成２７年１０月
以降の組合員期間の方

平成２７年１０月以降
の組合員期間のみの方

現行の公的年金制度と一元化後の公的年金制度

年金払い退職給付への移行イメージ
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・有期年金と終身年金からで構成されており、有期年金は、１０年間又は２０年間の支給を選択
できる。また、有期年金とせず、一時金の選択も可能。
・年金受給中に死亡した場合は、終身年金部分の支給は終了し、有期年金の残余部分について遺
族に一時金として支給。
・ 財政運用は積立方式を採用。給付設計はキャッシュバランス方式とし、保険料の追加拠出リ
スクを抑制する仕組みとなっている。
＊キャッシュバランス方式とは、年金の給付水準を国債利回りや予想死亡率に連動させること
により、給付債務と積立金との乖離を抑制する仕組み。

・公務に基づく負債又は病気により障害の状態になった場合や死亡した場合に、公務障害年金・
公務遺族年金を支給。
・服務規律維持の観点から、現役時から退職時までを通じた信用失墜行為等に対する支給制限措
置を導入。
・平成２７年１０月からの組合員期間について適用。

年金払い退職給付の概要

新たな地共済年金情報Ｗｅｂサイトは、平成２７年４月号において、被用者年金制度の一元化を踏
まえた内容で開発し、被用者年金が一元化される平成２７年１０月を目途に構築する予定であること
をお知らせしておりましたが、平成２７年５月に発覚した日本年金機構の個人情報の流出事故を受け、
新地共済年金情報Ｗｅｂサイトについては、セキュリティをより高いものにするよう設計変更するこ
ととなりました。
そのため、現在、新地共済年金情報Ｗｅｂサイトの開発が遅れていることから、平成２８年３月を

目途に再開設する予定ですのでお知らせします。
利用者の方に大変御不便、御迷惑をおかけしますが、何卒御理解賜りますようお願いします。具体

的な再開設の日程、機能等につきましては、詳細が決まり次第改めて御案内します。

新たな地共済年金情報Ｗｅｂサイトは、平成２８年３月を目途に
リニューアルします。
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（手当率制）�

（手当率制）�

標標標標準準準準報報報報酬酬酬酬制制制制にににに移移移移行行行行すすすするるるるここここととととでででで、、、、掛掛掛掛金金金金がががが変変変変わわわわりりりりまままますすすす

前回の広報でお知らせしましたとおり、平成２７年１０月から被用者年金が一元化されることにより、掛
金や短期給付額・年金給付額の算定基礎が、給料を基準にする「手当率制」から厚生年金が採用している
「標準報酬制」に移行します。
今号では、「標準報酬制」に移行することで、みなさんの掛金（保険料）がどのように変わるのかについて

短期掛金を例に以下のとおりお示しします。
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イイイインンンンフフフフルルルルエエエエンンンンザザザザにににに負負負負けけけけなななないいいいたたたためめめめにににに！！！！

～～～～指指指指定定定定宿宿宿宿泊泊泊泊施施施施設設設設営営営営業業業業再再再再開開開開ののののおおおお知知知知ららららせせせせ～～～～
「ホテル日航立川　東京」 平成27年11月11日（水）～
〒190-0022 東京都立川市錦町1-12-1 TEL 042-521-1111
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中央A 

高知A 

中央B

幡　多

東　部

中央C

高知B

平成27年10月28日（水）

平成27年11月５日（木）

平成27年11月11日（水）

平成27年11月26日（木）

平成27年12月16日（水）

平成28年1月20日（水）

平成28年1月27日（水）

南国市・香美市・長岡郡
及びこの区域内の一部事務組合

退職予定者準備セミナーの開催
平成２７年度中に退職を予定されている皆様と平成２７～２８年度中に60歳に到達される皆様を対

象として、「退職予定者準備セミナー」を開催いたします。
既に申込みをされている皆様は、忘れずにご参加ください。また、申込みの締切は9月１１日に終

わっておりますが、もし申込みされていない方で参加されたい方がいらっしゃいましたら、所属所担
当者を通じてお問合せください。

☆年金相談をご希望の方は・・・

①　平成28年3月31日までに退職を予定されている
方に限ります。
②　セミナー申込み時に必ず「仮定年金額計算依
頼書（退職セミナー年金相談者用）を提出して
ください。

☆地区割について

原則として地区割に基づいた会場への申込みを
お願いいたしますが、事情により該当地区への参
加ができない方等につきましては他地区への参加
も受け付けますのでご連絡ください。

日　　程　　表

9：00 受付開始

9：40 主催者あいさつ

9：50 退職後の医療制度について

10：10 退職後の互助会制度について

10：40 休憩

10：50 年金制度について

12：00 質疑・昼食・個人相談

地　区 開　催　日 会　　　場 地　　区　　割

高知共済会館
高知市本町5－3－20
TEL 088－823－3211

高知市
及びこの区域内の一部事務組合

土佐市・須崎市・吾川郡
及びこの区域内の一部事務組合

四万十市・宿毛市・土佐清水市・幡
多郡及びこの区域内の一部事務組合

安芸市・室戸市・香南市・安芸郡
及びこの区域内の一部事務組合

高岡郡・土佐郡
及びこの区域内の一部事務組合

高知市
及びこの区域内の一部事務組合

高知共済会館
高知市本町5－3－20
TEL 088－823－3211

高知共済会館
高知市本町5－3－20
TEL 088－823－3211
土佐西南大規模公園
ふるさと総合センター
幡多郡黒潮町入野176－2
TEL 0880－43－0105

安芸市総合社会福祉センター
安芸市寿町2－8

TEL 0887－35－2915

高知共済会館
高知市本町5－3－20
TEL 088－823－3211

高知共済会館
高知市本町5－3－20
TEL 088－823－3211
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９回目となりました本年度の健康セミナーは、8月27日・28日に開催し、無事終了いたしました。

初日の女性セミナー 午前の部は、「ロコモティブシンドローム注意報！」と題し、年齢とともに増

加する運動器障害の注意点・予防方法を学び、後半は、昼食でお召し上がりいただくヘルシーランチ

のメニュー２品の調理方法を、ライブでご覧いただきました。

午後の部では、健康機器測定体験とヨガセミナーを２班に分かれて行う予定でしたが、講師の飛行

機トラブルによる到着遅れの為、急遽グループ分けせずに、健康機器測定体験の後ヨガセミナーへと、

スケジュール調整させていただきました。日程変更となりご迷惑をおかけしましたが、皆様にご協力

いただきスムーズに進行することができました。

２日目のメンタルタフネスセミナー 午前の部は、「心と身体の両面から働きかけ、折れない社員を

育成」と題し、ストレスへの対処の仕方・心と身体の整え方を学びました。

午後の部では、音楽に合わせた様々なステップで、体だけでなく頭も使った運動や、椅子を使った

心と体をリラックスさせるストレッチを行い、後半は昨年好評でしたアロマを用いたリラクゼーショ

ンによって心身共にリフレッシュしていただきました。

ご昼食のヘルシーランチは、2日間通じて、「７５０Kcal以下なのにボリュームもあり、味付け、彩

りも良かった。」と好評をいただきました。

来年度の健康セミナーも、参加者の皆様の健康への意識がさらに高まるように、新企画のセミナー

も開催したいと考えておりますので、ご意見・ご要望等ございましたら是非お寄せください。

来年度も多くのご参加をお待ちしております。

平成27年度健康セミナー
（8月27・28日）終了しました！

女性セミナー メンタルヘルスセミナー
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女性健康セミナー 平成27年8月27日（木）開催

【講演】栄養＆クッキングセミナー「ロコモティブシンドローム注意報」

【体験】健康機器計測

【運動】ヨガでリラックス

◆ 参加者アンケートより ◆

・ロコモティブシンドロームは、このセミナーの案内を見て知りました。日々の運動に取り入れた
いと思います。

・ロコモという言葉は初めてでしたが、よくわかりました。年齢も高くなってきているので、気を
つけたいとおもいました。

・ロコモがどういうことか良く解りました。まだまだ先のことと思っていましたが、膝痛の私もす
でにロコモなんだと理解しました。運動で予防に努めます。

・筋力の維持や運動の大切さ、栄養摂取の重要さが良く解りました。運動をがんばりたい。

・短時間によくまとめられていて、わかりやすく大変参考になりました。すぐに始められることが
多く、早速取り組みたいと思います。

・毎日の適度な運動の大切さを改めて感じました。栄養もバランス良く摂取しているつもりが、上
手に吸収される食べ方をしていないので、食べ合わせとかも考えたいです。気づけてよかったで
す。

・食べ物の大切さを改めて考えたクッキングセミナーでした。目の前で短時間でおいしいものが出
来上がり、楽しかった。料理長さんがステキでした。

・普段できない測定が出来て良かったです。インストラクターに導いてもらえてリラックスでき、
体と脳が活性化されたきもちです。

・測定数値で、現在の自分の身体の状態を知れたので良かったです。またヨガでも、リラックスす
る方法を教えていただいたので、良い眠りを手に入れたい。

・椅子に座ってのヨガは初めての経験でした。とてもすっきりしました。これなら家庭や職場でで
きると思いますので、度々試したいと思います。

・ランチ調理実演も良かったです。低カロリーでも十分味もボリュームもあり、参考になりました。
とてもおいしかったです。

・本当にこのカロリー？とびっくりでした。でもおなかいっぱいで美味しかったです。今日教えて
いただいたメニューは、家庭でも作りたいです。

・結構なボリュームで彩りも良く美味しかったです。
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★女性セミナーの風景★

講師紹介 講演 調理ライブ

ヘルシーランチ 健康機器測定体験 ヨガでリラックス

★ ヘルシーランチ ★

管理栄養士が監修した750Kcal以下のランチメニュ－です。
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メンタルタフネスセミナー 平成27年8月28日（金）開催

【講演】心と体の両面から働きかけ｢折れない社員｣を育成

【運動】ストレス発散系エクササイズと心のリラクゼーション

◆ 参加者アンケートより ◆

・出来事は変えることができなくても、認知の仕方を変えることで心身ともに健康を保つことがで
きることが分かった。実際に活かしてみたいと思う。

・考え方を変える、様々な状況を客観的にみることが必要だと思いました。

・考えなおされました。職場の要望でメンタルセミナーを行ってほしいという意見があります。是
非、内容を伝えたいと思います。

・ストレスは、行動・思考・視点を変えることで軽減できることを改めて感じました。思考の癖
「ＡＢＣＤ理論」実践したいです。「考えすぎて動けない時は、動くことで前に進む」と言うのが
印象的でした。休養・運動・栄養の重要さは日頃おろそかなので、見直したいと思います。

・ストレスを感じないようにするには、自分の考え方次第だと感じました。ついつい子供に怒って
しまうのですが、一呼吸おいて接したいと思います。

・思いのほか激しいエクササイズで、いつのまにか夢中で楽しく取り組むことができました。おか
げでリラクゼーションは熟睡でした。

・日頃運動不足だったので、エクササイズが心地よかったです。アロマを焚きながらのリラクゼー
ションは朝や夜に試してみたいと思います。

・体感して、こんなにリラックスできるとは思いませんでした。

・リラックスできて、すぐによく眠れました。気持ち良かったです。

・エクササイズ後のリラクゼーションは、今後寝付けない時の参考になりました。

・ランチは、ボリュームがあり食べきれない量なのに、カロリーが少ないのがうれしかった。肉や
魚より野菜を多く食べられたのが一番良かったです。

・ヘルシーであり、ボリュームもあり大満足でした。野菜中心でありながら、それぞれの料理・味
付けに一工夫あり、飽きることなく完食しました。

・うすい味付けで、自分がいかに濃い口かが分かりました。目にもきれいで、食欲がすすみました。

・野菜中心のメニューで美味しく、家庭での献立の参考にもなりました。
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★メンタルタフネスセミナーの風景★

講師紹介 講演 講演

昼食会場 エクササイズ エクササイズ

★ メンタルタフネスランチ ★

管理栄養士が監修した750Kcal以下のランチメニュ－です。
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選手宣誓

土佐町
森　愛里さん

平成２７年９月２３日（水）、春野総合運動公園体育館において第３３回市町村職員バレーボール
大会が、県下７ブロックの代表１６チームの参加により開催されました。
１回戦から、各チームとも日頃の練習の成果を存分に発揮し、実力伯仲の試合が多く見られました。
準決勝では、昨年の決勝と同一カード「香南市」対「高知市役所バレーボール部」が実現。一進一

退の攻防が続くなか惜しくも「香南市」のリベンジとはなりませんでした。
また、決勝戦はベテラン門田さん（なんと当バレー大会の第１回目からご参加！）率いる「安芸市

役所」が「高知市役所バレーボール部」に果敢に挑みましたが惜しくもセットカウント２－０で破れ、
常勝「高知市役所バレーボール部」が４年連続優勝を果たしました。おめでとうございます！
本大会の開催にあたりましてご協力をいただきました関係者の皆様、参加選手及び大会を盛り上げ

てくださいました応援の皆様、誠にありがとうございました。皆様お元気で、また来年お会いいたし
ましょう！

優勝 高知市役所バレーボール部 準優勝 安芸市役所

8－21�
13－21

18－21�
15－21

13－21�
 19－21

 14－21�
17－21

21－7�
21－6

17－21�
21－15�
21－18

14－21�
10－21

21－16�
21－9  

21－12�
21－14

11－21�
22－24

16－21�
15－21

21－19�
15－21�
12－21

21－16�
15－21�
15－21

 21－  6�
21－10

14－21�
12－21�

�

第第3333回市町村職回市町村職員員ババレレーーボボーールル大会開催大会開催

優勝　高知市役所バレーボール部

永年、ありがとう
ございました！
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選手宣誓

黒潮町Ａ
都築宏仁さん

平成２７年９月２６日（土）、県下７ブロックの代表１６チームが春野運動公園に集結し、第４８
回ソフトボール大会が開催されました。前日夜から当日早朝に降った雨のため開催が危ぶまれました
が、試合開始時には天候も回復し、気温もグンと上がる中、各グラウンドでは暑さに負けない熱戦が
繰り広げられ、タイブレーカーとなった試合も２つありました。
決勝戦は「高吾北広域町村事務組合」と「香南市Ａ」の対戦となりました。試合開始時間が16時27

分と大幅に遅くなり、また小雨も降り出しており、試合は５回日没終了となりました。結果は11対4
で「高吾北広域町村事務組合」が優勝されました。おめでとうございます。「高吾北広域町村事務組
合」の大�航投手は３連投、「香南市Ａ」の萩野大輔投手はなんと４連投と、大変お疲れ様でした。
本大会の開催にあたりましてご協力をいただきました関係者の皆様、参加選手及び大会を盛り上げ

てくださいました応援の皆様、大変ありがとうございました。

優勝 高吾北広域町村事務組合 準優勝 香南市Ａ

タイ�
ブレーカー�

タイ�
ブレーカー�

コールド�

コールド�

日没終了�

コールド� コールド�

第第4848回市町村職回市町村職員員ソソフフトトボボーールル大会開催大会開催

優勝　高吾北広域町村事務組合
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共　済　　花　子�

○　○　市�
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課税�

積 立 貯 金 の�

27.9.30

477,819

27.3.31

201,225

27.9.30 1.35 20.315

27

275,000 1,991 397

27.4.25�
27.5.25�
27.5.29�
27.6.25�
27.6.25�
27.7.18�
27.7.25�
27.8.25�
27.9.25

定例積立  �
定例積立  �
一部払戻  �
賞与積立  �
定例積立  �
臨時積立  �
定例積立  �
定例積立  �
定例積立  

15,000 �
15,000 �
100,000 �
35,000 �
15,000 �
250,000 �
15,000 �
15,000 �
15,000 

期中入払�
毎月の給料から一定額を天
引きしています。�

6、12月のボーナスから一定
額を天引きしています。�

例）�

定例�
積立�

賞与�
積立�

期中に出金があったものが
表示されます。�

一部�
払戻�

期中の合計積立額�

（積立額合計－払戻額合計）�
4～9月分�

期中分の利息額�

（半年複利・日割り）�

利息に対する税額�

（国税15.315％＋地方税5％）�

�

共済貯金加入者の皆様へ、年2回（4、10月）「貯金現在残高通知書」を発行しております。
今回お届けする通知書には、4～9月分の共済貯金の積立額等を記載しておりますのでご確認ください。
【ご注意】
お問合せで多い質問が、「積立額の合計が少ないのでは？」ということですが、明細の種別の中で「一部払戻」

がある場合、その金額はマイナス計算してください。

10月に「貯金現在残高通知書」を発行します

・新規加入…随時　※貯金加入申込書の提出が必要です。
（積立貯金をご利用の場合は不要）

・預入方法…窓口に直接現金をお持ちいただくか、四国銀行・高知銀行から送金。
・申込金額…10,000円以上
・期　　間…1年満期（自動継続）
・解　　約…随時　※満期日以外の解約は、預入日または自動継続日から解約日までは

中途解約利息となります。
・窓口現金お取扱時間　　入金 ： 8:30 ～ 15:00 出金 ： 9:30 ～ 15:00        

※12:00 ～ 13:00はお昼休みをいただいております。

税引前利率　年1.3％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

まとまったお金を有利にふやす定期貯金のご案内

据置プラン例
1年 2年 3年 5年 10年

100,000 101,036 102,083 103,141 105,289 110,859
300,000 303,108 306,248 309,421 315,866 332,573
500,000 505,180 510,414 515,702 526,443 554,284
700,000 707,252 714,579 721,982 737,017 775,991
1,000,000 1,010,360 1,020,827 1,031,402 1,052,883 1,108,562

※年複利・20.315％分離課税扱

年利　1.3％
（平成27年10月現在）
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〈 キ　リ　ト　リ　セ　ン　〉

　� 　�　�　�　�　�　�　�　�
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　�　　�

※1 ※2 ※2 ※2

　　�　　�

       

　�　�

※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。

～ 積 立 貯 金 の ご 案 内 ～

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
11月 12月

1回目 2回目 1回目 2回目
締切日 5日 18日 4日 16日
送金日 16日 27日 15日 25日

※締切日は当日必着完備（ＦＡＸ不可）の取扱いとなります。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。

○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27年10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

クオカードクオカード�
（1,0001,000円分）円分）�

進呈中進呈中�
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本組合の住宅貸付を償還中で、所定の要件を満たすと思われる方には、１１月（１３日頃発
送予定）に年末調整用の残高証明書を送付いたします。
なお、平成２７年１１月及び１２月貸付者については、来年１月に送付いたします。

＊住宅借入金等特別控除の制度についての詳しいことは、所轄の税務署にお問い合わせく
ださい。
＊交付された残高証明書を使用しない場合は、理由を付して共済組合にお返しください。
次年より証明書の送付をしないようにいたします。

住住住住宅宅宅宅貸貸貸貸付付付付のののの年年年年末末末末残残残残高高高高証証証証明明明明書書書書をををを送送送送付付付付ししししまままますすすす

平成27年10月からマイナンバーが付番され、順次通知カードが届けられます。平成28年1月

からは個人番号の取扱が開始されます。

マイナンバーは、国民ひとりひとりが持つ１２桁の番号です。

非課税枠をお持ちの方は、変更･廃止等の手続きをするためには、マイナンバーが必要とな

ります。手続きの際に、マイナンバーの提示にご協力をお願いいたします。

共共共共済済済済貯貯貯貯金金金金にににに非非非非課課課課税税税税枠枠枠枠ををををおおおお持持持持ちちちちのののの方方方方へへへへ

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240,000円の家電を購入し、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】10,000円×24回払＝240,000円　　　　　　　　　　　　　　　
※返済回数は金額により変わります。
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今回も物資の特別斡旋品として、健康なカラダ作りをお手伝いするワコールの『スーパーエクサウ
ォーカーロングタイプ・エクサウォーカートップス』新発想サポーター『腰＆ひざサポーター』今回
は、更に『背中おしもみトップス』特別価格で斡旋いたします。
価格はすべて、送料・消費税込みの価格となっておりますので、ぜひこの機会にご利用ください。
申込みは所定の申込用紙にご記入のうえ、共済組合福祉企画課あてFAXまたは郵送でお願いします。

特別販売価格
エクサウォーカー７,０００円（３枚１セット、送料・消費税込） 背中おしもみトップス４,０００円
トップス３,５００円 サポーター（腰）５,０００円（ひざ）１,７００円（１枚、送料・消費税込）
★平成27年11月6日(金)必着　　★平成27年12月より給料控除　　★支払い回数：1～3回

～特別斡旋品のお知らせ～
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今年も、お歳暮用としまして、種類も豊富で格安で手続きも簡単な、２０１５丸大の冬ギフトを年
末特別斡旋しますので、是非、この機会をご利用ください。
なお、１０月中旬に所属所共済担当者あてに、丸大食品株式会社からパンフレット、申込書を送付

しますので、所定の申込用紙にご記入のうえ、共済組合福祉企画課あて、ＦＡＸでお願いします。
【申込み期間】 平成２７年１１月４日（水曜日）～１２月１１日（金曜日）

【支払い方法】 平成２８年１月の給料より天引きとなります。（１回払い）

※　商品はパンフレットの一部です。（表示価格より20％～35％引きとなります。）

年末特別斡旋品のお知らせ
2015年　丸大の冬ギフト
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