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　 共済組合の組織

　私たち共済組合には、その業務を運営するた
めに、議決機関として「組合会」、執行機関と
して「理事長・理事」、監査機関として「監事」
が設けられ、共済組合の事業が円滑かつ適正に
行われるようになっています。
　組合会は、共済組合の民主的な運営に資する
ため設置され、事業計画、予算及び決算等の重
要事項の審議、議決を行います。

　 議員の任期

　議員の任期は２年で、現在の議員は、平成24
年11月30日をもって任期満了となります。

　 選挙の方法

　市町長が選挙する議員（長側議員）は、【表１】
の選挙区ごとに市町長の互選により選出されま
す。
　市町長以外の組合員が選挙する議員（職員側
議員）は、【表２】の選挙区ごとに選出された
代議員の投票又は代議員の過半数の者に異議が
ない場合には代議員の指名推薦により選出され
ます。
　なお、代議員は、所属所ごとに原則組合員
100人に１人選出されます。

平成24年11月中旬予定

組合会議員選挙

　長崎県自治会館は、昭和36年９月に長崎県町村職員恩給組合の事務所兼宿泊所として開業し、昭和
49年３月からは共済組合が所有しておりますが、施設の老朽化及び宿泊所経営の悪化に伴い、平成17
年３月をもって営業を廃止し、現在は当組合の事務所として利用しております。
　このような中、施設全体の老朽化が著しいことや現在の耐震基準を満たしていないことから、長崎県
自治会館運営検討委員会において、自治会館の今後について検討されてきました。
　委員会では、土地・建物は売却し、共済組合事務局は長崎市内外を含めテナントなどに入ることも検
討されましたが、当組合が入居できるスペースを持つテナントビルが少ないこと、入居できるテナント
ビルの賃料が高額であること、組合員及び年金受給者の利便性を考慮すると、現在地に建て替えるべき
との結論となり、去る平成24年９月24日開催の第156回組合会にて建て替えが承認され、不動産の取
得に係る承認を受けるため、総務大臣へ申請したところです。
　今後は建て替えに向け、入札・工事を進めていくことになりますが、共済組合事務局については、平
成24年11月上旬に仮事務所として、長崎西彼農協興善町ビル４階（長崎市興善町６番７号）に移転す
る予定です。
　なお、移転後の電話番号及びファックス番号は変更ありません。

長崎県自治会館の改築についてのお知らせ
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選挙区 議員の数

第１区 島原市、諫早市、大村市、雲仙市、南島原市、東彼杵郡の区域内の町 ４

第２区 長崎市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、西彼杵郡の区域内の町、新上五島町 ３

第３区 佐世保市、平戸市、松浦市、北松浦郡の区域内の町 ３

選挙区 議員の数

第１区

島原市、諫早市、大村市、雲仙市、南島原市、東彼杵郡の区域内の町、東彼地区保

健福祉組合、南高北部環境衛生組合、島原地域広域市町村圏組合、県央地域広域市

町村圏組合、雲仙・南島原保健組合、県央県南広域環境組合

３

第２区

長崎市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、西彼杵郡の区域内の町、新上五島町、

長崎県市町村総合事務組合、地方独立行政法人長崎市立病院機構、長崎県市町村職

員共済組合

４

第３区
佐世保市、平戸市、松浦市、北松浦郡の区域内の町、松浦地区火葬場組合、北松南

部清掃一部事務組合、北松北部環境組合
３

長側議員

組合会議員10人

互選により選出

21市町長

職員側議員

組合会議員10人

代議員
所属所ごとに組合員
100 人に１人選出

組合員

投票又は指名推薦
により選出　　　

【表２】市町長以外の組合員が選挙する議員の選挙区

【表１】市町長が選挙する議員の選挙区

監事

長側議員から　　１人

職員側議員から　１人

学識経験者から　１人

組合会

長側から　　10人

職員側から　10人

各所属所

理事

長側議員から　　３人

職員側議員から　３人

理事長

長側の　　　　　

理事の中から選出

事務局

議決機関　　　　　執行機関　　　　　監査機関
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　退職共済年金の請求漏れの防止及び請求手続きの簡素化を図るため、退職共済年金請求書等に請求者
のカナ氏名、住所等をあらかじめ印字のうえ60歳の誕生月の前月末頃に皆様が勤務されている市役所
等（以下「所属所」といいます。）へ退職共済年金のご案内を送付していますが、60歳を迎えられた方
で退職共済年金を未請求の方につきましては、以下の点をご留意のうえ、退職共済年金請求書に必要事
項を記入、押印のうえ添付書類と併せて所属所の共済組合事務担当課にご提出ください。

　特例による退職共済年金の受給権発生要件
　　１　60歳以上であること
　　２　１年以上の組合員期間（※１①の期間）があること
　　３　組合員期間等（※１①～③の期間）が25年以上（※２）あること
　　※１　組合員期間等とは、次の期間を合算した期間をいいます。
　　　　①　地方公務員または国家公務員の組合員期間
　　　　②　 厚生年金（旧農林共済）の被保険者期間、または日本私立学校振興・共済事業団の加入者

期間
　　　　③　国民年金の保険料納付済期間（第３号被保険者期間、保険料免除期間を含む。）
　　※２　25年に満たない場合でも生年月日に応じ特例により25年とみなされる場合があります。

【年金請求にあたっての留意事項】
　退職共済年金請求の際には、基礎年金番号通知書の写し等が必要です。基礎年金番号（通知書）
が不明の場合は早めに年金事務所へ再交付の手続きを行い、請求時まで大切に保管してください。
　また、厚生年金（みなされる期間を含みます。）の期間、日本私立学校振興・共済事業団の期間、
国民年金の期間がある方は、退職共済年金請求時にその制度の「年金加入期間確認通知書」が必要
です。年金加入期間確認通知書の交付には1ヶ月程度かかりますので、早めに年金事務所等へ年金
加入期間確認通知書を請求してください。

　年金見込額や加入履歴などの年金個人情報については、各地方公務員共済組合が共同設置したホーム
ページにより、いつでも閲覧できます。（原則365日、６時から24時まで）
　○　ホームページアドレス　https://www.chikyonenkin.jp/

　○　Webサイト利用者専用ダイヤル
　　　03‒5210‒4607（全国市町村職員共済組合連合会・年金部年金企画課）
　　　【利用時間　９時から17時まで（土・日・祝日を除く）】

在職中の退職共済年金の請求はお済ですか？

『地共済年金情報ホームページ』について
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　組合員が在職中の病気やケガによって、地方公務員等共済組合法に規定する障害等級（１級、２級ま
たは３級）となったときに、共済組合から「障害共済年金」が支給され、障害等級が１級又は２級のと
きは日本年金機構から「障害基礎年金」が支給されます。
　なお、障害共済年金は在職中に受給権が発生しても、原則として退職するまでは支給停止となります
ので、在職中は障害基礎年金のみ支給されます。

 

 障害共済年金の支給要件
　①　障害認定日において障害の状態にあるとき
　　 　組合員である間に初診日があり、かつ障害認定日（初診日から１年６月を経過した日またはその
期間内に傷病が治った日または、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日）に
おいて、障害等級が１級から３級に該当する程度の状態（地方公務員等共済組合法施行令別表第1
に定められています。）にあるとき。

　②　障害認定日後に障害の状態になったとき（事後重症制度）
　　 　組合員である間に初診日があり、かつ障害認定日において、障害等級が１級から３級に該当する
程度の状態になかった人が、その後65歳に達する前日までの間に、その傷病により３級以上に該
当する程度の障害の状態になったとき。

　③　他の障害と併合して初めて該当するとき（基準障害制度）
　　 　組合員である間に初診日のある傷病による障害「基準傷病」と、その他の傷病（基準傷病の初診
日以前の傷病に限ります。）による障害と併合して、障害認定日以後65歳に達する日の前日までの
間に、障害等級が１級また２級に該当する程度の障害の状態となったとき。

　上記のいずれかの支給要件に該当した場合は障害共済年金の受給権が発生します。
　ご不明な点等ございましたら、所属所の共済組合担当課または共済組合年金課までお問い合わせくだ
さい。

障害共済年金についてご存知ですか？

障 害 共 済 年 金

障害等級1、２級の場合

障 害 基 礎 年 金

共済組合から支給

日本年金機構から支給

障 害 共 済 年 金

障害等級３級の場合
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１）“イビキ”について
　友人同士の旅行や夫婦生活などで、「昨夜、“イビキ”をかいていたよ」と言われたことはありません
か？イビキとは、何らかの原因で咽喉部（のど）が狭くなり、空気が通るときにのどが振動して生じる
音のことです。主な原因としては、鼻やのどの病気・肥満・顔面骨の骨格・年齢などが挙げられ、特に
飲酒後に悪化します。睡眠中にイビキをかく場合、それはもしかすると、体の異常を訴える危険信号か
も知れません。イビキが途中で途切れ呼吸停止を伴うような不規則な呼吸（例えば、グーグー、グッグ
ッ、、、、グー）が朝まで繰り返し続いたり、周囲に迷惑をかけるような非常に大きなイビキをかく、あ
るいは自分のイビキで目が覚めてしまうような場合は、睡眠時無呼吸症候群（Sleep Apnea Syndrome：
SAS）や上気道抵抗症候群などの病気の可能性があります。

２）睡眠時無呼吸症候群（SAS）とは
　睡眠時無呼吸症候群（SAS）は、10 秒以上の呼吸が止まった状態（無呼吸）が１晩に 30 回以上繰り
返される、あるいは１時間に５回以上の無呼吸を言います。睡眠中に１時間あたりの無呼吸低呼吸の数
（無呼吸低呼吸指数：Apnea hypopnea index; AHI）で SASの重症度が決まります。AHI が 5 以上 15
未満は軽症、15 以上 30 未満は中等症、30 以上は重症の SAS です。日本人での調査では習慣性のイビ
キ（毎晩イビキをかくか、イビキがひどいといわれている人）は男性で 20％、女性で 5％であったと報
告されています。このうちの１～２割の人が SASであると考えられます。

３）SASの症状
　睡眠中に呼吸停止を何度も繰り返すと熟睡できず、日中の眠気・頭痛・集中力低下・うつ・高血圧・
狭心症・心筋梗塞など、さまざまな症状や病気を引き起こします。（表１参照）

睡眠時無呼吸症候群の診断と治療

長崎県諫早市多良見町化屋 986-2
TEL　0957-43-2111（代）
日本赤十字社　長崎原爆諫早病院
副院長　福島喜代康（呼吸器科）
日本呼吸器学会指導医　日本感染症学会指導医
日本睡眠学会認定医　米国睡眠ポリグラフ検査認定技師

あなたの“イビキ”は止まっていませんか？　
起床時に熟睡感はありますか？　疲れやすい
とか昼間の眠気はありませんか？
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　睡眠には、体は眠っていても脳が目覚めている状態（レム睡眠）と、
脳も体も眠っているノンレム睡眠があり、ノンレム睡眠は４段階あ
り、段階３や段階４では、体も脳も深い眠りに入り、疲れも回復し
ます。ところが、SAS の場合、ノンレム睡眠の段階３や４の深い
睡眠はほとんどありません。そのため、睡眠時間は足りているはず
なのに、熟睡感がないのです。昼間猛烈に眠くなり、脳が十分休養
をとれないため、集中力や判断力の低下・イライラ感・うつ症状な
どの精神的な症状も現れます。
　高所作業や運転など、仕事によっては命に関わることもあるので
す。実際に、SASの人は交通事故を起こす危険が、健康な人に比べ
て７倍も高いといわれています。SASは決して珍しい病気ではあり
ません。欧米では男性の約４%、女性の２%が、日本では、1.7%、
実に約200万人が SASと推測されています。男女を問わず、大きな
イビキをかく人はSASの可能性があります。特に、閉経後で肥満傾向の女性は要注意で、SASになる人
が増えます。SASの大多数は閉塞型、つまり睡眠中に舌の沈下によりのどが塞がって呼吸ができなくな
って起こります。（図１参照）
　実際に、当院に１泊入院で PSG 検査を行った 791 名の自症状を調べたところ、イビキ、肥満、呼吸
がとまるが多い症状で約 60 ～ 90%にみられました。日中の眠気、窒息感で目覚めるのは、意外に少なく、
高血圧が約半数にみられました。倦怠感、寝汗、熟睡感がない、夜間頻尿も約 30 ～ 50％にみられました。
注意すべき点は、かなり重症でも、自覚がほとんどないことが多いということです。

４）SASの診断
　SAS は、正しい診断のもとに適切な治療を行えば、正常な人とほぼ同じ状態を維持できます。この
病気の問題点は、寝ている間のことなので、自分ではなかなか気付かないということです。友人や夫婦
間で睡眠中のイビキや無呼吸状態について聞き、疑わしければ積極的に検査を受けることをお勧めしま
す。当院では、SAS 疑いの方に自宅で小型の検査器具を自分で装着していただき、簡単に検査ができ
る SAS のスクリーニング検査を行っています。その結果、SAS の疑いがあると判定された場合は、1
泊入院して睡眠状態の評価を含めた精密な検査（終夜睡眠ポリグラフ検査：PSG検査）が必要です。
自宅で行う簡易検査では、睡眠の質までは評価できません。PSG検査は、当院では、午後２時に来院し、
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夜に PSG検査を受け、翌朝 10 時には退院できます。
（図２、図３参照）
　当院での PSG 検査では重症、中等症が約 1/3 ず
つで、正常は約 1割です。（図４参照）

５）SASの治療
　SAS 治療の基本は、生活習慣の改善です。SAS
を予防するためには、まず肥満を防ぎ、寝る時は
横向きに寝る、喫煙や寝酒はやめる、精紳安定剤
の服用制限をするなどの生活指導が必要です。次に、SAS 治療の第一選択肢は、圧力をかけた空気を
鼻マスクから持続的に気道（特にのど）に送り込み、気道を広げるCPAP（シーパップ）という器械を
使った経鼻的持続陽圧呼吸療法（ｎCPAP）です。この治療で、初
めて爽快な目覚めや熟睡感が得られたという人がたくさんいます。
SAS の方は、口呼吸のため、朝起床時に口の渇きがある人が多い
のですが、ｎCPAPで治療すれば、口呼吸が鼻呼吸になるので朝の
口の渇きもなくなります。また CPAP 治療によって、高血圧など
の合併症の予防や改善効果もあり、日中の活動性も上がるため、健
康になり若返ることもあります。SAS が疑われる場合、入院して
行う PSG検査を受けて、AHI が 20 以上であれば、医療保険を使っ
て CPAP治療をすることができます。また、軽症の SAS の方には、
医療保険を使って無呼吸治療用のマウスピースを歯科で作ってもら
い、睡眠時にマウスピースを装着して下顎を前に移動させて、空気
が通るように、気道（のどの奥）を広げる方法も有効です。（図５、
図６参照）

６）最後に
　2003 年 2 月に発覚した山陽新幹線居眠り運転を初めとして、近年、睡眠障害が原因となった様々な
事故についても多々報道されるようになり、SAS のことが徐々に認知されるようになってきました。
しかし、まだまだ 85%以上の SASの方々が、診断もされていないのが現状です。
　SAS の方は、無呼吸のため酸欠状態になり、心臓や血管系に負担がかかり、高血圧、心筋梗塞、脳
卒中などになりやすくなります。肥満によるメタボリックシンドロームとも関連しています。AHI が
20 以上の場合、無治療で放置すると７年後には 37％の人がこれらの合併症で死亡しているというデー
タがあります。
　当院では、県立病院時代の 2001 年より SAS 診療を行なっております。2006 年に睡眠学会認定施設
となり、2012 年 7 月で累積 3,000 件の PSG 検査を行ないました。当院の睡眠センターでは、個室での
１泊入院の PSG 検査を行っており、自宅でのCPAP治療を介して、重大な合併症（肥満、高血圧や糖
尿病）を予防し、良い睡眠と健康の維持のために努力しております。気になる方は、どうか遠慮なくご
連絡下さい。
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お口の健康アドバイス

　生活習慣病の予防には、お口の健康づくりが大切
です。そこで、長崎県歯科医師会のご協力により 
「お口の健康アドバイス」と題し、口腔衛生につい
て掲載します。

長崎県歯科医師会
地域保健委員会　副委員長

松永　敏浩　先生

先生から一言

長崎県歯科医師会地域保健委員会、副委員長の松永敏浩
です。
長崎市小江原で開業しています。

　日本は未曽有の長寿社会となりましたが、一方では寝たきり率も世界一です。
　単なる延命ではなく心身ともに健康で、心豊かな老後を送ることへの希求が一段と高まっています。
　咀嚼機能（よく噛むこと、顎を動かすこと）が口の中の健康のみならず全身の健康にも影響を及ぼす
ことが指摘されています。
　例えば、咀嚼は脳を活性化し、記憶の中枢である海馬の細胞の働きをよくして、痴呆や老化防止に役
立つことが科学的に実証されつつあります。
　また、咀嚼により脳内の神経ヒスタミンが増加し、満腹中枢を刺激して過食を防ぎ、また体熱産生に
より脂肪の消費を促して結果として肥満の防止に役立つと考えられています。さらには、唾液の分泌を
促し、免疫力増強や活性酸素の抑制に効果があることが知られています。このような咀嚼の効用を引き
出すためにも、口の中に痛みや不具合があってはなりません。
　具体的には歯周病、むし歯、顎関節症の症状などがあってはいけませんし、合わない入れ歯や不良な
詰め物も障害になります。
　一方では、歯周病やむし歯の存在はさまざまな全身疾患のリスク因子になり得ることが解っています。
　しかし、これらの口の中の病気の多くが生活習慣病の側面をもっていますので、早期にその不具合を
見い出して、早期に治療することが大切です。
　また、いつもご自分の歯や口の中に関心を持って、一年に１度か２度は歯科医院を訪れて健康チェッ
クを受けるのがよいでしょう。日常、忙しさにかまけてとかく忘れがちですが、たまには歯とお口の健
康のチェックは如何でしょうか。
　さあ、一歩前に踏み出しましょう。
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※１つでも当てはまる方は要注意！すぐに歯医者さんに行きましょう！

　高齢になると、虫歯や歯周病だけでなく、唾液の分泌が減少したり飲み込む力が低下するなど、口の
働きにもトラブルが生じやすくなります。　
　唾液の分泌が減少すると口が渇きやすくなり、食べ物が飲み込みにくくなったり、発音がしにくくな
ります。さらに、唾液による抗菌・殺菌作用が弱まるため、この状態が続くと病気に対する抵抗力も低
下してしまいます。
　飲み込む力が低下すると、口の中の細菌などに汚染された唾液や食物が誤って気管に入りやすく、誤
嚥（ごえん）性肺炎を引き起こす原因にもなります。肺炎は、高齢者の死亡原因の第４位になっている
ことから注意が必要です。
　誤嚥性肺炎を予防するためには次のことが大切です。日ごろから実践するよう心掛けてください。

　①歯みがきや義歯の手入れなど、口の清掃を行い口の中の細菌を減らす
　② 舌を出したり引っ込めたり上下左右に動かす、口を大きく開け「イー」「ウー」と繰り返し言うなど、

口の体操で、口や周りの筋力低下を防ぐ
　③体力や病気に対する抵抗力を高める

歯の健康セルフチェック
歯を磨くと歯茎から血が出る。
歯磨きは自己流だ。
歯を磨く時間は３分以内だ。
詰め物がとれたままの歯がある。
最近、歯が長くなってきた。
歯の色が黒くなってきた。
疲れてくると歯が痛くなる。
歯茎にプツッとしたイボができる。
奥歯が揺れている気がする。
カチッと噛んだ時に、奥歯がしっかりかみ合わない。
痛くならないと歯医者さんにはいかない。
３ヶ月以上歯石をとっていない。
口を開けると顎がカクカクする。
歯の先が、削れて平らになっている。
歯と歯の間に物がつまりやすい。
朝起きると口の中がネバネバする。
口臭が気になることがある。
抜けっぱなしの歯がある。
頭の筋肉を押すと痛む。
顔が曲がってきた気がする。
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出産費及び家族出産費の差額請求手続きを忘れずに
～直接支払制度利用時の差額相当分の支給には請求手続きが必要です～

　直接支払制度を活用し出産された場合に、出産に要した費用が42万円（産科医療補償制度対象分娩
でない場合は39万円）に満たない場合は、共済組合へ出産費及び家族出産費の差額相当分の請求手続
きが必要です。請求手続きがない場合は、差額相当分は支給されませんのでご注意ください。
　なお、請求手続きの方法は、各所属所の共済組合事務担当課へお問い合せください。

お口のチェックは受診しましたか
～積極的に受診し、お口の健康づくりに取り組みましょう～

　共済組合では、長崎県歯科医師会のご協力により、歯・歯組織疾患の予防、生活習慣病予防の意識啓
発を目的として、組合員及び被扶養者（平成24年度に13歳以上（中学生以上）となる方）を対象にお
口のチェックを実施しています。
　長崎県内の共済組合が契約した歯科医院において受診が可能であり、歯の状況等を確認する口腔診査
及び実際に歯ブラシを使用したブラッシング指導等の口腔衛生指導を受けることができます。
　この機会に積極的に受診し、生活習慣病とも関わりのある虫歯や歯周病の予防、早期発見に役立てま
しょう。
　なお、受診の申し込み等詳細については所属所の共済組合事務担当課へお問い合わせください。

インフルエンザ予防接種費用の一部助成を行います
　共済組合では、インフルエンザ発症予防や重症化を防ぐことを目的として、インフルエンザ予防接種
費用の一部を助成します。
　助成を希望される場合は、次の項目にご注意いただき、請求を行ってください。
　なお、請求手続き等詳細については所属所の共済組合事務担当課へお問い合わせください。

１．助成対象者
　 　平成24年10月１日から平成25年１月31日までにインフルエ
ンザ予防接種を受けた組合員及び被扶養者（地方公共団体から
の助成を受ける者を除きます。）。

２．助成額及び回数
　 　年度内において1,000円を限度として１人につき１回の助成と
します。ただし、インフルエンザ予防接種費用が1,000円に満た
ない場合は当該費用を助成します。

保 健 課 か ら の お 知 ら せ
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３．助成金請求時の必要書類
　 　助成金請求の際はインフルエンザ予防接種費用助成金請求書のほか、領収書（医療機関名、予防接
種対象者の氏名、予防接種名（インフルエンザ予防接種と記入）、予防接種額及び領収日が明記され
ているもの。）が必要です。
　　なお、領収書のコピーでは受付けできませんのでご注意願います。

ドック・特定健康診査は早めに受診しましょう
　ドック受診助成券や特定健康診査受診券の交付を受けている方で、ま
だ受診をされていない方は、ご自身の健康状態把握のためにも早期に受
診しましょう。
　受診結果によっては、保健指導（医師・保健師・管理栄養士などの専
門家から個人の健康レベルに合わせた指導を実施）を受けることとなり
ますが、６ヶ月程度の期間を要しますので、ドック、特定健康診査は早
めの受診を心がけましょう。
　また、特定健康診査等の受診結果によっては、皆様が支払う掛金の引
き上げにつながる場合もありますので、積極的な受診にご協力願います。

特定健康診査実施機関のお知らせ（追加）
　今年度、特定健康診査を実施する医療機関等については、特定健康審査受診券を送付した際にお知ら
せしたところですが、以下の医療機関においても健診を受けることができますのでご利用願います。

実施機関名 郵便番号 所在地 電話番号
日本赤十字社長崎原爆病院 852-8104 長崎市茂里町3-15 095-841-9612
長崎市立病院成人病センター 852-8012 長崎市淵町20-5 095-861-1111
大浦診療所 850-0918 長崎市大浦町9-30 095-821-1367
長崎市立市民病院 850-0842 長崎市新地町6-39 095-822-3251
日本海員掖済会長崎病院 850-0034 長崎市樺島町5-16 095-824-0610
上戸町病院 850-0953 長崎市上戸町4-2-20 095-879-0705
花丘診療所 852-8153 長崎市花丘町13-25 095-848-9171
長崎労災病院 857-0134 佐世保市瀬戸越2-12-5 0956-49-2191
日本健康倶楽部長崎支部 859-0405 諫早市多良見町中里129-9 0957-43-6103
市立大村市民病院 856-0817 大村市古賀島町133-22 0957-52-2161
新上五島町新魚目国民健康保険診療所 857-4601 南松浦郡新上五島町小串郷1480-1 0959-55-3161
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　平成24年度の組合員証等の検認にご協力いただき、お礼申し上げます。
　当組合では、平成24年10月１日から新たに被扶養者認定事務取扱要領を定めました。
　今回は、新しい要領で定めた、認定対象者に配偶者がいる場合と認定対象者が組合員と別居している
場合の取扱いについて解説します。

１　認定対象者に配偶者がいる場合の取扱い（父母等）
　 　認定対象者に配偶者（配偶者が組合員である場合を除く。）がいる場合は、夫婦の扶助義務の観点
から、その夫婦の所得を合算額で取扱います。一方の所得が認定基準収入額未満であっても、夫婦の
所得の合算額が以下の金額以上の場合は認定できません。
　　（１）夫婦が共に60歳未満の場合は、182万円とします。
　　　　　　　　（130万円×２×70％）
　　（２）夫婦の一方が60歳以上で公的年金等の受給者の場合は、217万円とします。
　　　　　　　｛（130万円＋180万円）×70％ }
　　（３）夫婦が共に60歳以上で公的年金等の受給者の場合は、252万円とします。
　　　　　　　　（180万円×２×70％）

２　認定対象者が組合員と別居している場合の取扱い
　　（１）配偶者がいない者
　　　 　認定対象者に配偶者がなく、組合員と別居している場合は、認定対象者の収入額以上の援助を

継続的に行っている場合に被扶養者（主として組合員の収入により生計を維持する者）とします。
　　（２）配偶者がいる者（父母等）
　　　　認定対象者に配偶者があり、組合員と別居している場合は、以下のとおりとします。
　　　　Ａ 　夫婦合算の収入額以上の援助をしている場合は、夫婦共に被扶養者とします。
　　　　Ｂ 　夫婦合算の収入額の２分の１以上の援助をしている場合は、収入が少ない方を被扶養者と

します。
　　　　Ｃ 　夫婦合算の収入額の２分の１以上の援助をしていない場合は、夫婦共に被扶養者としませ

ん。
  　なお、継続的とは、３ヶ月に１回（年４回）以上の援助を行っていることとし、二世帯住宅で生活し
ている場合、同一敷地内に別棟で生活している場合については別居しているものとして取扱います。
 　また、認定対象者の収入と援助額の合計額が月に６万円（年間72万円）未満の場合は、「主として組
合員の収入により生計を維持する者」としません。援助方法については、送金等の客観的に確認ができ
る方法とし、現金の手渡し等は認めないものとします。この場合の確認書類として、通帳の写し（口座
名義人の箇所を含む。）や金融機関からの振込受領書、銀行ＡＴＭの利用明細書の写し等の添付が必要
です。

～10月から被扶養者の認定基準が変わります～
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～10月は積立額変更の募集月となっており、現在受付中です～

給料及びボーナスからの天引きですので、知らず知らずのうちに増えていきます！

　　◇変更締切日は、平成24年10月31日（共済組合必着）
　　◇12月天引き分から変更になります。

『共済の積立貯金』で安心の暮らし
○共済貯金の特徴
　☆給料及びボーナスからの天引きで確実に増やせます！
　☆年利0.40％（半年複利）
　　・金融情勢により変更されることがあります。
　　・３月及び９月の末日に計算し、翌日に元金に繰り入れる半年複利方式。
　☆積立額は1,000円以上、1,000円単位とお手軽です！
　☆共済貯金に加入してから１年を経過しないと払戻しができませんので、ご注意ください。
　☆払戻しは月２回（15日・末日に送金します。）
　☆解約は月１回（末日に送金します。）
　☆途中で払戻しや解約をしても利率は下がりません。払戻しや解約の手数料も不要です。

新規加入はいつでもできますので、未加入の方はぜひご加入ください。
各種手続きは、各所属所の共済組合事務担当課へお願いします！！ 　

《積立貯金払戻・解約請求書提出及び送金スケジュール》

貯金事業のお知らせ

  送　金　年　月
払　　　　戻 解　　　　約

締切日 送金日 締切日 送金日

平成24年11月送金
10月31日 11月15日

11月 5日 11月30日
11月15日 11月30日

平成24年12月送金
11月30日 12月14日

12月 5日 12月25日
12月14日 12月25日

平成25年 1月送金
12月28日 1月15日

1月 4日 1月31日
1月15日 1月31日

※　締切日までに共済組合へ必着するよう手続きしてください。
※　払戻・解約については、共済組合に登録している登録印での請求となります。
※　共済貯金に加入してから１年未満の方は払戻できません。
※　払戻限度額は、払戻しを行う月の前月末の貯金残高です。
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平成25年度から、制度内容を変更します

１　保険種類を「団体定期保険」から「新・団体定期保険」に移行します
　 　現在の遺族附加年金事業の保険種類は、「団体定期保険」ですが、「新・団体定期保険」に移行する
ことで、剰余金が生じたときに発生しておりました、配当金の配当率が下がります。
　　ただし、保険料率も下がりますので、今までよりも保険料のご負担が少なくなります。

２　加入コースを増設します
　 　今までのコース（Ａ・Ａ１型、Ｂ・Ｂ１型）に加えて、新たに「Ｓ・Ｓ１型」を増設しました。
　 　今までの保障額では物足りなく考えられていた方は、ぜひ来年度からコースの変更及び新規加入を
ご検討ください。

平成25年度の新規加入と更新について
　 　平成25年度の新規加入及び更新の申込募集については、11月から12月にかけて、募集の受付を行
う予定です。

　　　・ 既に加入されている方には、更新手続きのため「パンフレット及び申込書」を後日お渡
ししますので、その際に加入コース等をご検討ください。

　　　・ 未加入者の方にも「パンフレット及び申込書」を後日お渡ししますので、ぜひ新規加入
をご検討ください。　　

遺族附加年金事業のお知らせ

保障額の比較（ボーナス時の支給総額）

年　齢 現在の上限（A１型） 増設するS１型

18歳～ 35歳 3,591万円 4,516万円

36歳～ 40歳 3,427万円 4,315万円

41歳～ 45歳 2,957万円 3,580万円

46歳～ 50歳 1,803万円 2,385万円

51歳～ 55歳 1,269万円 1,670万円

56歳～ 60歳 768万円 1,070万円
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