
2 0 1 7

平成平成２８年度決算報告書年度決算報告書�
短期経理の状況について�
『平成２９年度 健康セミナー』スケジュールのお知らせ！�
データヘルス事業実施事業実施のお知らせ！！�
野菜野菜をしっかり食べてメタボ脱出　一脱出　一日350ｇの野菜野菜を！！�
超簡単超簡単・ちょっぴりおしゃれに…ヘルシー夏ごはん�
特定健診特定健診・特定保健指導特定保健指導について�
特定保健指導を終了した方へのクオカード特典について�
特定保健指導特定保健指導の利用について（お願い）�
ちょっと待って！適正受診適正受診していますか？�
ジェネリック医薬品差額通知による切替状況について�
宿泊利宿泊利用助成契約施設用助成契約施設の休館休館について�
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�
年金課年金課からのお知らせ�
標準報酬標準報酬の決定決定・改定改定について�
交通事故などにあったときの届出交通事故などにあったときの届出�
積立貯金積立貯金のご案内案内�
ぜひ普通貸付普通貸付をご利用ください！�
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！�

…………………………………………………………2～8�
……………………………………………………9～10�

…11�
……………………………………12�

…13～14�
………………15�

…………………………………………16�
………………17�

…………………………17�
……………………18～19�

…20～21�
…………………………21�

…………………………22～23�
…………………………………………………………24～25�

……………………………………26～27�
……………………………………28�

…………………………………………………………………………29�
………………………………………………30�

……………………31�
�

平成２８年度決算報告書�
短期経理の状況について�
『平成２９年度 健康セミナー』スケジュールのお知らせ！�
データヘルス事業実施のお知らせ！！�
野菜をしっかり食べてメタボ脱出　一日350ｇの野菜を！！�
超簡単・ちょっぴりおしゃれに…ヘルシー夏ごはん�
特定健診・特定保健指導について�
特定保健指導を終了した方へのクオカード特典について�
特定保健指導の利用について（お願い）�
ちょっと待って！適正受診していますか？�
ジェネリック医薬品差額通知による切替状況について�
宿泊利用助成契約施設の休館について�
被扶養者の資格確認調査を行います�
年金課からのお知らせ�
標準報酬の決定・改定について�
交通事故などにあったときの届出�
積立貯金のご案内�
ぜひ普通貸付をご利用ください！�
共済組合の指定店でお買い物をしませんか！�
�

……………………………2～8�
…………………………9～10�

…11�
…………………12�

…13～14�
………15�

……………………16�
………17�

……………17�
…………18～19�

…20～21�
……………21�

……………22～23�
……………………………24～25�

…………………26～27�
…………………28�

……………………………………29�
………………………30�

…………31



（2）

平成28年度 決 算 報 告平成28年度 決 算 報 告平成28年度 決 算 報 告平成28年度 決 算 報 告平成28年度 決 算 報 告平成28年度 決 算 報 告平成28年度 決 算 報 告平成28年度 決 算 報 告平成28年度 決 算 報 告平成28年度 決 算 報 告平成28年度 決 算 報 告平成28年度 決 算 報 告平成28年度 決 算 報 告平成28年度 決 算 報 告平成28年度 決 算 報 告平成28年度 決 算 報 告平成28年度 決 算 報 告



（3）

その他��
80,877円��
12.80％�

給   付   金��
295,859円  ��
46.82％�

老人保健拠出金��
退職者給付拠出金��
6,685円  1.06％�

　　　　　　　　　　　　　　　平成28年度は、前年に比べ医療費がわずかながら減少し、加え�

　　　　　　　　　　　　　　て補助金（高齢者医療支援金等負担助成金）として 182,007,000�

　　　　　　　　　　　　　　円、財政調整事業の適用を受けたことによる交付金として�

106,486,000円（この交付金は平成29年度に全額返還の予定）の収入もあり、 本年度の収支決算を�

行った結果、351,492,053円の利益金を計上しましたが、前年度からの繰越欠損金 33,165,303円に�

充当し、残額を欠損金補てん積立金281,124,863円、積立金37,201,887円として繰り越しました。�

　組合員・被扶養者の皆様には、疾病の予防・早期発見・早期治療あるいはジェネリック医薬品の�

活用など、引き続き医療費の増嵩対策にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。�

　なお、介護保険につきましては利益金 1,151,406円を計上しましたが、前年度からの繰越欠損金�

2,995,787円に充当し、翌年度へ繰り越す欠損金は1,844,381円となっています。          



（4）



（5）



（6）



（7）



（8）



（9）

当組合における短期経理の平成28年度決算の状況については、P3においてご報告させていただ

いているところですが、補助金、交付金等の収入もあり、3億5千万円余りの利益金を計上してい

ますが、前期高齢者納付金・後期高齢者支援金等の特定保険料増加の影響や医療費の推移等の近

況を鑑みれば、今後の収支は悪化する可能性があります。

このため、毎年度、収支状況について分析を行い、的確な対応を実践していくことが短期給付

の財政安定化を図ることにおいて非常に重要となってきます。以下に平成27年度と比較した、平

成28年度の短期経理の収支別分析を行いましたのでご参照ください。

□　収入

平成28年度は、前年度より財源率を1.10‰引き上げさせていただき、102.06‰でした。

組合員のみなさまの掛金率は、全国市町村職員共済組合連合会が実施する、財政調整事業並び

に特別財政調整事業の適用も受けることとなり、前年度より1.29‰減少しました。

さらに当組合は、厚生労働省が実施する高齢者医療運営円滑化等補助金の対象になり、平成27

年度と比較し186,324千万円余りの増収となりました。(表1)

短短短短期期期期経経経経理理理理のののの状状状状況況況況ににににつつつついいいいてててて

区分 平成28年度決算額 平成27年度決算額 比較増△減

短 期 負 担 金 2,927,501,481円 2,925,810,194円 1,691,287円

短 期 掛 金 2,821,716,787円 2,925,576,723円 △103,859,936円

調 整 交 付 金 57,852,000円 0円 57,852,000円

特 別 調 整 交 付 金 48,634,000円 0円 48,634,000円

補 助 金 182,007,000円 0円 182,007,000円

合　　　計 6,037,711,268円 5,851,386,917円 186,324,351円

【表1】
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□　医療費支出

平成28年度においては、本人・家族とも入院にかかる医療費が大幅に減少し、さらに、高額療

養費・家族療養費附加金・一部負担金払戻金についても減少しています。

一方、外来・歯科・薬剤支給については、本人・家族とも増加しており、特に薬剤支給に関し

てはジェネリック医薬品の使用割合（平成29年2月末実績：全国平均69.6％、高知県52.7％）が低

く、普及促進に向けて、積極的に取り組まなければなりません。（表2）

なお、入院の原因となっている上位3位の病類（件数、日数、医療費総額順）は表3のとおりと

なります。

区分 平成28年度決算額 平成27年度決算額 比較増△減

入院（本人・家族） 690,850,717円 730,956,301円 △40,105,584円

外来（本人・家族） 980,870,499円 963,511,863円 17,358,636円

歯科（本人・家族） 228,724,679円 223,073,166円 5,651,513円

高 額 療 養 費 217,756,582円 220,831,235円 △3,074,653円

薬剤（本人・家族） 477,922,975円 461,360,238円 16,562,737円

家族療養費附加金 18,379,500円 19,446,900円 △1,067,400円

一部負担金払戻金 32,106,700円 32,490,470円 △383,770円

【表2】

上表においては、悪性新生物が件数並びに医療費総額においてやはり上位を占めており、その

主原因となる生活習慣病の予防事業の充実が急務となります。

その対応策として、平成28年度の事業において、特定健診・特定保健指導にあわせて各種デー

タヘルス事業等を実施しました。

組合員・被扶養者のみなさまにおかれましても、当組合の事業をご活用いただくことで生活習

慣病の重症化予防を心掛けていただき、平成28年度は、結果として当期短期利益金を生じること

となりましたが、引き続き短期給付が財政安定化するよう、対応策を一層推進し、取り組んでま

いりますので、ご協力をいただきますようよろしくお願いします。

順位 件数 日数 医療費総額

1 流産等を除く妊娠、分娩及び産褥 精神及び行動の障害 高血圧性疾患等の循環器系疾患

2 悪性新生物 関節症等、筋骨格系疾患 悪性新生物

3 骨折・熱傷等を除く損傷等 貧血等、血液及び造血器の疾患 関節症等、筋骨格系疾患

【表3】
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8月29日（火） 女性セミナー
10:00 開講（オリエンテーション）
10:10 栄養セミナー

11:10
バレトン
＊バレトンとは、バレエ・フィットネス・ヨガの動きをバランスよく組
み合わせたボディメイクエクササイズです。

12:00 昼食（ヘルシーランチ）

13:00

健康機器測定体験
1) 血管年齢測定
2) 骨密度測定
3) 肌水分測定
4) フードモデルパネル展示

14:30 心のリラクゼーション
15:15 閉講・アンケート記入

8月30日（水） ヘルスアップセミナー
10:00 開講（オリエンテーション）
10:10 ダイエットセミナー
11:50 栄養セミナー
12:20 昼食（ヘルシーランチ）
13:25 効果的なウォーキング

14:30
ボールエクササイズ
＊使用したボールはお土産としてお持ち帰りいただけます。

15:15 閉講・アンケート記入

『『『『平平平平成成成成22229999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ののののおおおお知知知知ららららせせせせ！！！！

◎　女性セミナーへの参加申込書につきましては、すでに所属所へ送付しております。

皆様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4日（金）です。参加決定通知書につきましては、8月10日

（木）に発送いたします。

◎　ヘルスアップセミナーにつきましては、直接ご本人様に参加依頼の文書を送付させて

いただいております。

◎　いずれのセミナーも高知家健康パスポート事業にかかるポイント付与の対象となります。

（女性セミナー3ポイント、ヘルスアップセミナー2ポイント）
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共済組合では、平成29年度に行うデータヘルス事業として、①歯科系疾患予防事業（お口ケア
30daysトライアル）②ヘルスアップセミナー ③受診勧奨の3つの事業を実施することを予定して
います。今号においては、歯科系疾患予防事業とヘルスアップセミナーの2つについて、実施内容
や対象となる方など今後の予定をお知らせします。

①　歯科系疾患予防事業
歯の健康を保つためには、現在の口腔状態を把握すること、十分な予防行動を実践することが

重要となります。
ただし、予算の関係上、一年度に実施する人数は全組合員数の1/6とし、昨年度より6年をかけ

て全組合員に対し実施していくこととしています。このため、平成29年度に実施する対象組合員
は、生まれ月が6月及び7月の方とさせていただいています。8月以降の生まれ月の方については、
来年度以降随時実施していく予定です。
具体的な事業の流れについては、以下をご参照ください。

②　ヘルスアップセミナー
例年、健康セミナーとして、メンタルヘルスセミナー及び女性セミナーを実施していたところ

ですが、昨年度からメンタルヘルスセミナーをデータヘルス事業化し、ヘルスアップセミナーと
して開催させていただいております。
従来の健康セミナーは、参加希望者を募集の上開催をしていましたが、ヘルスアップセミナー

は、共済組合においてデータ分析を行い、特定の条件（※）に合致する組合員について、コラボ
ヘルスによる参加依頼を所属所に対し行い実施することとなります。
このため、対象となった組合員には、直接参加依頼の文書を送付させていただいておりますの

で、事業の主旨をご理解の上、ご協力をお願いします。
なお、女性セミナーは従来どおり開催します。詳細についてはＰ11をご参照ください。

※　過去2年間の体重増加が1年につき1.0kg以上かつ2年合計で4kg以上及び前年度のBMIが25以上
の条件を同時に満たす方で前年度の検査結果が以下のいずれか1つに該当

□　収縮期血圧が130以上140未満　　□　拡張期血圧が85以上90未満
□　空腹時血糖が100以上126未満　　□　HbA1cが5.6以上6.5未満
□　中性脂肪が150以上250未満　　　□　喫煙歴があり

【事業の流れ】
A 5月：参加対象者への事業参加依頼及び確定
C 6月下旬：参加者へ問診表の発送

※　問診表を記入いただくことにより、現在の口腔状態を把握します。
D 7月上旬：共済組合へ問診表を返送
E 8月上旬：問診表を分析し参加者へアドバイスシート及び口腔ケアセットを送付

※　問診表の分析結果に応じて、各参加者にアドバイスシートを送付します。
また、口腔状態に応じた口腔ケアセットもあわせて送付します。

F 9月上旬：アドバイスシートに基づき30daysトライアルを開始
※　アドバイスシートにより自己の目標を策定し、口腔ケアセットを活用しな
がら30日間のトライアルを実践していただきます。

G 10月中旬：トライアル終了後アンケートを共済組合へ返送

デデデデーーーータタタタヘヘヘヘルルルルスススス事事事事業業業業実実実実施施施施ののののおおおお知知知知ららららせせせせ！！！！！！！！
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野菜をしっかり食べてメタボ脱出　一日350gの野菜を！！

公益社団法人高知県栄養士会　　徳広　千惠

夏野菜がおいしい季節になりました。高知の野菜は、太陽の恵みを受けて、水分たっ
ぷり、暑さで食欲が無いときも口に入れるとほっとします。
野菜は、ビタミンやミネラル、食物繊維が豊富で、エネルギー（カロリー）が低く、
抗酸化物質を多く含み、生活習慣病の予防のためには、積極的に食べたい食品です。さ
て今回は、野菜の機能についてご紹介します。

【野菜の機能】

ビタミン：ニンジンやピーマンやニラ、オクラやシシトウなど赤や黄色
や緑などの色の濃い野菜である「緑黄色野菜」とキュウリやナスなどの色
の薄い野菜の仲間である「その他の野菜」に大きく分かれます。「緑黄色野
菜」は、ビタミンAの素になるカロテンを多く含み、「その他の野菜」はビ
タミンCを多く含みます。野菜によっては若返りのビタミンといわれるビタ
ミンEや栄養素の代謝に必要なビタミンB1、B2、葉酸などを含むものもあ
ります。

ミネラル：野菜は太陽の恵みとともに土の栄養を十分に吸収して生育しますので、カルシウ
ムやカリウム、マグネシウムなどを多く含みます。ミネラルもビタミンと同様に生きていくう
えで大変重要なものですが、不足はもちろん、摂りすぎや偏りに注意が必要です。
食物繊維：食物繊維は、摂りすぎた栄養成分を体外に排出する働きがあり、便秘予防や生活

習慣病予防に役立つということで注目されてきました。海藻類やこんにゃく、果物などに多く
含まれる水溶性繊維と、タケノコ、ゴボウ、いも類、きのこなどに多く含まれる不溶性繊維が
あります。水溶性繊維は腸内で水分を吸収して、便のかさを増やし、腸を刺激します。不溶性
繊維は、野菜のすじなどの消化吸収されない繊維で腸を通過するときに物理的な刺激を与え、
腸のぜん動運動を促すとともにいろいろな不要物を繊維に絡めて体外に排出します。ただ、不
溶性繊維を多く摂り過ぎると、かえって便秘を促進することがありますので注意が必要です。
抗酸化物質：赤ワインのポリフェノール、トマトのリコピンや緑茶のカテキン、ゴマのセサ

ミン、ブロッコリーやトウモロコシのルテイン、緑黄色野菜のカロテン、果物やその他の野菜
に含まれるビタミンCなどは抗酸化物質と呼ばれています。抗酸化物質は細
胞の活性化や過酸化脂質の生成を抑制し、がん予防にも効果があることが
分かってきました。

【高知県民が食べている野菜の量】

それでは今、高知県の皆様はどれくらい、野菜を摂っているのか知っていますか。高知県が
平成28年10月から11月にかけて「県民健康・栄養調査」を実施しました。高知県栄養士会も各
家庭を訪問して、食事の聞き取りを行うなど調査の協力をしました。その結果を高知県がまと
めたものを見てみますと、県民1人一日当たりの野菜摂取量は男性282.0g、女性282.4gであり、
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目標量の350gに届いていない状況があります。特に、20～29歳代の男性では176.8ｇと最も摂り
方が少ないことがわかりました。また、食物繊維の摂取量の平均は男性14.3g、女性14.4gであ
り、目標量の1日当たり18g未満の人は男性で80.8%、女性で71.1%でした。こ
のように野菜の摂取が目標の350gの約８割しかとれていないことや、食物繊
維も十分に摂れていないこともわかりました。

【食物から摂っていく】

食べ物が口から食道を通って胃へ達し、小腸、大腸へと送られる過程で食物は小さくこなれ
ていきますが、固形物が通過するときの物理的な刺激が消化器を刺激し、絨毛などの組織を活
性化させ、消化吸収機能が高められます。だから、いろいろな栄養素が含まれているからと言
ってサプリメントなどの錠剤や野菜ジュースなどの液体にばかり頼るのは消化器の機能維持の
面からもお勧めできません。まず、毎日の食事を大切にし、その上で必要なものを補っていく
ということにしてほしいと思います。

高知県栄養士会特定保健指導スタッフです。よろしくお願いします。

これから順番にご紹介します。

岩�通子（いわさき みちこ）

2年前までは栄養教諭でした。今
は子どもたちのご両親世代に関
わらせていただいています。働き
盛りの方の健康度がアップするよ
うに、一緒に考え、サポートさせて
いただきたいと思っています。

高橋由美（たかはし　ゆみ）

この春、町役場を退職し、
管理栄養士として活動して
います。最近自転車を購入
しました。私も皆様と一緒
に生活改善目指します。

津野美保（つの　みほ）

栄養士会が行う特定保健指
導のコーディネーターをし
ています。ご意見やご要望
はいつでもお気軽におっし
ゃってください。

下村　瞳（しもむら ひとみ）

西部地区を担当しています。
6か月が終了した時には“受
けて良かった”と思っても
らえるような支援を目指し
ています。よろしくお願い
いたします。
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夏は食生活が乱れがちになる季節。また、料理にも手間を掛け
たくないもの。ついつい麺類やご飯物だけで簡単に済ませて
しまうことはありませんか？健康で夏を乗り切るためには、
必要な栄養素を過不足なく摂取することです。
時短で超簡単な料理でもバランスよく美味しい夏ごはんを工夫してみましょう。おかずにはもちろん、酒の
肴にも合う、魚や肉にたっぷりの野菜を組み合わせたヘルシーメニューをご紹介します

○材料（１人分）
シイラ80g 玉葱50g ミニトマト40g グリンアスパラ30g（2本）
青じそ2枚　白ワイン10ml 塩コショー1g オリーブ油8g
はちみつ10g バルサミコ酢8ml

○作り方
①シイラは3切れ位にそぎ切りにし、塩コショーを降っておく。玉葱、アス
パラは乱切り、ミニトマトは半分に、青じそは1枚をせん切に切る。
②バルサミコ酢とはちみつはよく混ぜ合わせてソースを作る。
③フライパンを中火にかけ、オリーブ油を敷き、シイラ、アスパラ、玉葱を

焼く。ほぼ火が通ったらトマトを加え、塩コショーで味をととのえてさっと炒める。
④器に青じそと③を盛り、せん切の青じそをのせ。バルサミコソースをかけて出来上がり。

レンジで蒸ししゃぶ　ポン酢添え

○材料（1人分）
牛肉肩スライス60g キャベツ80g 玉葱50g えのき茸40g
ブロッコリー30g おろし大根20g きざみ葱5g ポン酢15ml

○作り方
①野菜は大きい1口大に切り、シリコンスチーマに見た目よく並べ、蓋
をして3分30秒加熱し1分そのまま蒸らす。
②おろし大根ときざみ葱を添えてポン酢でいただく。
※野菜は冷蔵庫に残っているものやあり合わせでOK。肉は豚肉、
鶏肉や、鮭など魚に替えてもよいでしょう。

○材料（1人分）
茹で枝豆むき身30g 牛乳50ml 白ごはん10g
コンソメ（固形）1/3個　コショー少々　湯50ml

○作り方
①50mlの湯でコンソメを溶き、枝豆、牛乳、白ごはんを加えてミキサーにかけ
る。（滑らかになるように充分ミキサーにかける）コショーで味を調える。
②氷水で冷やして出来上がり。（ペットボトルに移して冷凍庫に入れると短
時間で冷える） コーヒーフレッシュを加えるとコクが増します。
※牛乳を豆乳に替えてもよいでしょう。

超時短・冷たい枝豆スープ

101kcal たんぱく質9.8g 食塩相当量0.7g

201kcal たんぱく質15.4g 食塩相当量1.3g

シイラのソテー・バルサミコソース

242kcal たんぱく質18.9g 食塩相当量1.1g

細川公子…高知県栄養士会

管理栄養士

今年はこの広報誌の料理のペ
ージを担当します。趣味は野生
植物の観察・研究と、５４歳から
始めたマラソンです。（龍馬マラ
ソンはもちろん出場しました）

超超超超簡簡簡簡単単単単・・・・ちちちちょょょょっっっっぴぴぴぴりりりりおおおおししししゃゃゃゃれれれれにににに
…………ヘヘヘヘルルルルシシシシーーーー夏夏夏夏ごごごごははははんんんん
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今年度から特定保健指導終了率の向上を目的として、特定保健指導終了者に対しクオカード

1,000円分を配付します。ただし、平成29年4月1日以降の健診受診者（平成28年度に保健指導を開

始し、平成29年度に終了する者は含まない。）とし、特定保健指導終了を確認できた方を対象とし

ます。

通常、保健指導開始から保健指導終了まで６ｹ月間かかりますので、最初の配布時期は10月頃を

予定しています。健診機関からの終了報告のタイミングによっては、終了日から数ヶ月かかるこ

とも想定されますのでご了承ください。

特特特特定定定定保保保保健健健健指指指指導導導導をををを終終終終了了了了ししししたたたた方方方方へへへへのののの

ククククオオオオカカカカーーーードドドド特特特特典典典典ににににつつつついいいいてててて

短期人間ドック助成事業は特定健診対応となっていることから、健診結果の内容によって実施

される特定保健指導についてはセット事業となっています。このため、人間ドックの受診後、対

象となった方については、必ず特定保健指導をご利用ください。

なお、「忙しくてできない」「自分で行う」等の理由で、特定保健指導を利用できない旨申し出

られる方もいますが、当該理由は厚生労働省の定める対象外者とはならないため、その点ご理解

の上、特定保健指導をご利用いただきますようお願いします。

以下の健診機関では、人間ドック受診当日から特定保健指導を利用できますので

ご活用ください。

○高知検診クリニック　○いずみの病院　○高知県総合保健協会　○高知西病院

○須崎くろしお病院　○JA高知健診センター（保健指導は高南メディカルが行います）

※　高知家健康パスポート事業にかかるポイント付与

について、従来は初回面談後に共済組合よりヘルシ

ーポイントを付与しておりましたが、特定保健指導

利用者の利便性向上のため、７月より、特定保健指

導機関より初回面談終了時に付与できることとなり

ましたのでお知らせします。

これを機会に健康パスポートを取得しましょう！

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利利利利用用用用ににににつつつついいいいてててて（（（（おおおお願願願願いいいい））））
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1,879人�

共済組合から年2回、処方されている医薬品をジェネリック医薬品に切り替えることで、自己負担額
が一定程度軽減できる組合員及び被扶養者の方を対象に、「ジェネリック医薬品差額通知書」を送付し、
ジェネリック医薬品の普及・促進に取り組んでおります。
このたび、平成29年3月にジェネリック医薬品差額通知書を送付した2,397人を対象として、ジェネリ
ック医薬品への切替状況等の効果測定を行いましたのでお知らせします。

ジェネリック医薬品に切り替えた方の割合は、発送人数の19.52％となり、年代別でみると0歳～9歳
の方が最も多く121人が切り替えています。

※「切り替えたジェネリックの薬剤費と切り替えたジェネリックが先発品だった場合の薬剤費」の差額
平成28年4月診療分から平成29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、毎月少しず
つ増加し、累計削減額は2,603,886円となっています。



（21）

※切替不可額＋ジェネリック利用額＋切替可能額＝総薬剤費となります

ジェネリック医薬品の差額通知を開始して4年となり、ジェネリック医薬品の利用率も少しずつではあり
ますが年々増加しています。
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
していきますので、ジェネリック医薬品への切り替えの検討をお願いします。

当組合の県外契約宿泊施設「黒潮荘（千葉県）」につきまして、改修工事により、下記のと

おり休館となりますのでお知らせします。

１．休館期間

平成29年9月1日から平成30年4月30日まで

２．営業開始予定日

平成30年5月1日

宿宿宿宿泊泊泊泊利利利利用用用用助助助助成成成成契契契契約約約約施施施施設設設設のののの休休休休館館館館ににににつつつついいいいてててて
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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①②は調査対象から除きます。

①平成２９年１月以降に認定された者

②平成２９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２９年４月１日

◆調査方法

該当する組合員に対し、８月上旬に共済組合から「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ヶ月連続で基準額を超えたとき

は取消しになります。

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

※ 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９月１５日

（金）といたします。
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～退職等年金給付に係る給付算定基礎額残高通知書を送付しました～
平成２９年５月下旬に、平成２８年４月から平成２９年３月までの「給付算定基礎額」に関

する情報を圧着ハガキで所属所を通じてお知らせしています。

年金課からのお知らせ
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標標標標準準準準報報報報酬酬酬酬のののの決決決決定定定定・・・・改改改改定定定定ににににつつつついいいいてててて
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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％。（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29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。

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。

※届出印と副印に同じ
印で押印してください。

半年複利で

有 利!!

新規加入者には
高知共済会館利用券
（1,000円分）
をプレゼント！

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 4日 18日 5日 15日 3日 18日 6日 16日 5日 15日
送金日 17日 30日 15日 28日 16日 30日 16日 29日 15日 27日
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ぜひ普通貸付をご利用ください！

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対象外です。
自動車や家電製品等、基本的に物品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会社の社印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３０％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】

普通貸付のほか、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２９年７月現在のものです。
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取扱物資名 指定店名 代表者名 住所・TEL

電気製品 有限会社丸栄ストアー 吉岡　求 高知市桜井町1－5－13
（088）883－3700

洋服 はるやま商事株式会社 治山正史 高知市高須1－16－28
（088）884－4129

貴金属・寝具・その他 有限会社ジュエリーさかい 境　泰雅 高知市稲荷町5－10
（088）883－1487

貴金属 ジュエリーモリタ 森田哲夫 香美市土佐山田町杉田601－2
（0887）52－3033

貴金属 ジュエリー田内 田内　章 高知市大川筋1－3－34
（088）823－1117

貴金属･時計･メガネ
メガネ
宝　石 大塚　天神橋店
時　計

大塚　守 四万十市中村天神橋39
（0880）34－3180

貴金属･宝石･時計 植田十字堂 植田詩郎 高知市山ノ端町64－2
（088）872－4938

貴金属･宝石･時計 ビュープラス高知 吉村彰介 高知市南川添8番10号
（088）861－2700

メガネ 有限会社クロイワメガネ 谷村昌紀 高知市本町5－4－1
（088）872－3305

靴 有限会社ミリオン 岡田一晃 高知市はりまや町1－2－1
（088）823－5592

寝具 東洋羽毛中四国販売株式会社 柳場　弘 愛媛県松山市井門町21－1
（089）958－2331

旅行 一般社団法人 高知県勤労者旅行会 山�秀一 高知市本町4－1－32
（088）824－3100

葬式 株式会社日本セレモニー 市村伊佐雄 高知市東城山町104－3
（088）832－4646

浄水器 株式会社日本トリム 森澤紳勝 高知市本町4－1－16
高知電気ビル8Ｆ（088）856－6220

その他 有限会社ティーカンパニー
「マザーズキッチン」 豊永俊雄 高知市一ツ橋町1－180

（088）872－9277

平成29年7月1日現在（15店舗）

共共共共済済済済組組組組合合合合指指指指定定定定店店店店一一一一覧覧覧覧表表表表

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。

【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。
※ボーナス併用も可能です。
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