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新 年のご 挨 拶を申し上げます。
新潟県市町村職員共済組合
理事長
あけましておめでとうございます。
組合員の皆様におかれましては、ご家族そろって健やかに
新年を迎えられたこととお喜び申し上げます。
安倍政権は、デフレ経済脱却を図るためのアベノミクス政
策を進めているところですが、更に「一億総活躍社会の実現」

小林

則幸

併せて当共済組合は、データヘルス計画により皆様の職場
の労働安 全 衛生委員会等と連携しながら、特定健康診査と
特定保健指導をしっかり取組み組合員とご家族の皆様の健康
増進を図ってまいります。ご協力をお願いします。
また、福祉事業において、特に「市町村共済グループ保険」

を掲げ 平成32年（2020 年）に向けて「新三 本 の 矢」を放 つと

では保障内容を改善したことにより、組合員の皆様からご支

し、第三の矢に「安心につながる社会保障」を掲げており注目

持を頂戴し順調に推移しております。今後も共済組合制度の

したいと思っております。

補完事業として充実してまいります。

また、日本銀行が掲げた「 2 ％のインフレ目標」による徹底

地球温暖化が問題になっておりますが、保養所「瀬波はま

した金融緩和で、ようやく景気の先行きにも明るさが見え始

なす荘」、保健施設「アクアーレ長岡」では、地球温暖化防止

めているようでありますが、まだまだ地方においてはその実感

のCO 2削減活動を行っております。両施設とも「温泉利用のエ

が伴っていないのも事実であります。

コでいやしの施設」として運営しておりますので、是非ご利用

このような状況の中で、地方創生と地方自治の発展にご尽力
されている組合員の皆様に対し、敬意を表するものであります。
今 年も新潟県市町村職員共済組合は、組合員とご家族の
皆様をしっかりサポートしてまいる所存であります。
社会保障制度の大きな曲がり角にある中で、共済組合の課

頂きますようお願いします。
共済制度を取り巻く情勢は厳しさが増すばかりですが、組
合員の皆様が安心して職務が遂行できるよう、またご家族の
皆様が安心して生活ができるよう、役職員一同共済制度の運
営と発展に努力する所存であります。

題の第一は、昨年10月に共済年金が厚生年金に統合したこと

本年も皆様の一層のご理解とご協力を賜りますようお願い

から厚生年金業務を確実に行うことにより、厚生年金の実施

申し上げるとともに、皆々様方のご健勝とご多幸を心よりお祈

機関として組合員、国民の皆様に認めてもらうことでありま

り申し上げ、年頭のご挨拶とします。

す。併せて新たな 3 階部分の「退職等年金給付制度」を間違
いのないよう進めなければなりません。そのためにも全国市
町村職員共済組合連合会としっかり連携を図ってまいります。
第 二 は、
「健康 寿命の延伸」のための取り組みを積極的に
行うことであります。
日本は、長寿大国と言われておりますが、健康寿命（健康
上で制約をされず活動できる年齢）は、男女とも平均70 〜 73
歳であり、10年以上寝たきりになる方が多く存在すると言わ
れており、手放しで喜べないのが現状です。組合員の皆様が、

新潟県市町村職員共済組合
〒950-8551

新潟市中央区新光町4-1 新潟県自治会館内

◆総務課 025-285-5411
◆保険課 025-285-5412
◆年金課 025-285-5413
◆福祉課 025-285-5414

soumu@kyousai-niigata.jp
hoken@kyousai-niigata.jp
fukushi@kyousai-niigata.jp

FAX 025-285-5400

将来寝たきりにならないためにも、現役の時から自身の健康
づくりに努力していただくことが重要であります。

URL … http://www.kyousai-niigata.jp

退 職を控えた皆 様 へ
年度末に退職を予定されている組合員の皆様は多忙な日々をお過ごしのことと思います。
共済組合の各種事業についても、退職という節目にあたり様々な手続きが必要です。退職後の制度・手続
きについてご案内します。

１．退職後の医療保険制度への加入について
組合員の皆様が退職すると、組合員とその被扶養者は、その翌日に共済組合の資格が喪失となることから、退
職後の再就職等の生活状況に応じて、下表により医療保険制度に加入することになります。

退 職
再就職する。

退職後、再任用フルタイム職員と

再就職しない。

なる場合は、当共済組合の組合員
となります。

再就職先で医療保険
の被保険者になれる。

いいえ

年間収入130万円
未満である
（注1）。

いいえ

はい

家族の被扶養者に
なれる。

はい

はい

いいえ

選択！
（注2）

区分

再就職先の医療保険
（協会けんぽなど）

新潟県市町村職員共済組合
（任意継続組合員）
※3ページ参照

国民健康保険

①退職の日の前日まで引き続く組合員期間 市町村又は特
別区の区域内
再就職先へお問
が１年以上あること。
加入要件
い合わせください。 ②退職日から２０日以内に手続きをすること。 に住所を所有
＊加入可能期間は、
最長で退職の翌日から2年間
していること。
自己負担
割合

3割

附加給付

各医療保険者に
より異なります。

3割
２５，
０００円（基礎控除額）
を差し引いた
金額（注３）

家族の被扶養者
各医療保険者の被
扶養者の認定要件
を満たしていること。
被扶養者の認定要件につい
ては、各医療保険者にお問
い合わせください。

3割

3割

なし

各医療保険者によ
り異なります。

注１ 障害年金の受給者又は60歳以上の年金受給者の場合は180万円以上となります。
注２ 当共済組合の任意継続組合員制度と市町村の国民健康保険のいずれかを選択することとなります。任意継続掛金と国民健康保険
の保険料の負担額等を事前に確認し、加入を決定するときの参考にしてください。
注３ 任意継続組合員制度の附加給付は、任意継続組合員又はその被扶養者の医療費の自己負担額が１件（１ヵ月単位。
また、医療機関
から交付された処方せんに基づく薬剤の支給があるときは診療報酬明細書及び調剤報酬明細書を併せて１件）につき、自己負担額−
25,000円=支給額（1,000円未満は支給されません。1,000円以上から支給されることになり、その場合、支給額の100円未満の端数は切
捨てとなります。）
となります。
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２. 任意継続組合員制度について
共済組合の医療保険制度には、退職後も在職中と同様の短期(医療)給付を受けることができる
「任意継続組
合員制度」があります。任意継続組合員制度の概要等は下表のとおりです。
なお、平成27年10月に被用者年金制度の一元化に伴い、標準報酬制が導入されたことから、任意継続掛金等
は退職時の標準報酬月額等を基に算定することになります。

加入要件
及び手続き

退職の日の前日まで引き続き１年以上組合員であった方が、退職の日から２０日以内に申出ることにより、任
意継続組合員制度に加入できます。
なお、
任意継続組合員制度に加入する場合は、
次の書類を退職時の所属所を経由して、
共済組合に提出い
ただくことになります。
●「任意継続組合員資格取得申出書兼退職時被扶養者申告書」 ●「任意継続掛金預金口座振替依頼書」

※３月末退職者については、
３月中に書類を提出いただく予定としておりますので、
ご協力をお願いします。
退職日の翌日から２年間。
ただし、
任意継続組合員が次表の資格喪失事由に該当の場合は、
任意継続組合員の資格が喪失となります。
加入可能
期
間

資格喪失事由

資格喪失日

任意継続組合員が死亡したとき

死亡日の翌日

再就職先の医療保険に加入したとき

医療保険に加入した日

任意継続組合員でなくなることを希望する申出をしたとき 任意継続組合員でなくなることを希望する申出を当共済組合が受理した日の属する月の末日の翌日
後期高齢者医療制度に加入したとき

後期高齢者医療制度に加入した日

（１）任意継続掛金等を算定する標準報酬月額はア〜ウのうちの最も低い標準報酬月額となります。
ア 退職時の標準報酬月額
イ 15年以上の組合員期間があり、退職時の年齢が55歳以上で初めての退職の方はアの標準報酬
月額の8割の額を標準報酬等級表（※）
にあてはめた額
ウ 組合員全員の平成28年1月1日現在における標準報酬月額の平均を標準報酬等級表（※）にあて
はめた額（千円未満切捨て）→380,000円（第22級）
となる見込みです。
※標準報酬等級表は４ページを参照してください。

掛 金 額

（２）任意継続掛金等月額
① 任意継続掛金
（１）
の任意継続掛金等の算定基礎となる標準報酬月額×89.28/1,000（平成27年度）
② 介護掛金
（１）
の任意継続掛金等の算定基礎となる標準報酬月額×11.6/1,000（平成27年度）
注…①介護掛金は任意継続組合員である期間が40歳到達月から満65歳到達の前月まで該当する場
合に納付いただくことになります。
②平成28年度の掛金率は、現在、算定中であり、変更になる場合があります。

指定する取扱金融機関からの口座振替となります。
ただし、資格を取得する月の10日以後に申請があっ
た場合、初回の掛金は振込用紙による払込みになります。
納付方法は月払い、半年払い、年払いのいずれかによります。
なお、半年払い又は年払いを選択した方は、掛金の割引を受けることができます。
掛 金 の
納 付 等
取扱金融機関…第四銀行、北越銀行、大光銀行、新潟県労働金庫、
新潟県信用農業協同組合連合会及び新潟県内の農業協同組合、新潟県信用組合、
新潟県信用漁業協同組合連合会
（本店のみ）
＊上記以外の金融機関は取扱いできません。
給付内容

育児休業手当金、介護休業手当金及び休業手当金を除き、在職中と同様の短期給付を受けることがで
きます
（傷病手当金及び出産手当金は、退職の際に受給していることが条件となります。）。
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標準報酬等級表（一部抜粋）
標準報酬

報酬月額の範囲（円）

等級

月額（円）

〜

101,000 未満

1

98,000

101,000 以上

〜

107,000 未満

2

104,000

107,000 以上

〜

114,000 未満

3

110,000

114,000 以上

〜

122,000 未満

4

118,000

122,000 以上

〜

130,000 未満

5

126,000

130,000 以上

〜

138,000 未満

6

134,000

138,000 以上

〜

146,000 未満

7

142,000

146,000 以上

〜

155,000 未満

8

150,000

155,000 以上

〜

165,000 未満

9

160,000

165,000 以上

〜

175,000 未満

10

170,000

175,000 以上

〜

185,000 未満

11

180,000

185,000 以上

〜

195,000 未満

12

190,000

195,000 以上

〜

210,000 未満

13

200,000

210,000 以上

〜

230,000 未満

14

220,000

230,000 以上

〜

250,000 未満

15

240,000

250,000 以上

〜

270,000 未満

16

260,000

270,000 以上

〜

290,000 未満

17

280,000

290,000 以上

〜

310,000 未満

18

300,000

310,000 以上

〜

330,000 未満

19

320,000

330,000 以上

〜

350,000 未満

20

340,000

350,000 以上

〜

370,000 未満

21

360,000

370,000 以上

〜

395,000 未満

22

380,000

395,000 以上

〜

425,000 未満

23

410,000

425,000 以上

〜

455,000 未満

24

440,000

455,000 以上

〜

485,000 未満

25

470,000

＊任意継続掛金の算定基礎となる最高の標準報酬月額は、第22級380,000円が限度額となる見込みです。

任意継続組合員と国民健康保険、どっちが有利？（平成28年3月末退職者のケース）
国民健康保険（以下「国保」
という。）の当年度の保険料の算定基礎額は前年の所得額となっています。
よって、退職した年の
平成28年度の国保保険料は平成27年1月〜12月の間における所得により算定されますので、国保保険料額は高額になること
が多いと考えられます。
退職後2年目（平成29年度）は、無職等の理由により、年間（平成28年1月〜12月の間における）所得が減少する場合、国保保
険料は、低減することになると思われます。
このことから、一般的に、退職した年は、国保よりも任意継続組合員制度へ加入するほうが、給付（附加給付）
と保険料の両
方の面で有利になると思われます。
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３. 退職後に受けられる短期給付について
退職後も請求により受けることができる短期給付については、次のとおりです。ただし、退職後に加入することに
なった他の健康保険組合などから同一の事由に対して給付を受ける場合には重複して受けることはできません。
出 産
埋

費

葬 料

１年以上組合員であった方が、退職後６月以内に出産したとき。
組合員であった方が、退職後３月以内に亡くなったとき。

傷病手当金

１年以上組合員であった方が、退職の際に傷病手当金を受けているとき。

出産手当金

１年以上組合員であった方が、退職の際に出産手当金を受けているとき。

4. 国民年金の手続きについて
20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入する必要があります。
よって、60歳未満で退職された方は国民年金（第1
号被保険者）への加入が必要です。
また、組合員に扶養されていた60歳未満の配偶者についても、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への切
替え手続きをする必要があります。
国民年金第1号被保険者への切替えの手続きが必要な方は、次の❶から❸までの書類等を持参して、居住する市区町
村の国民年金担当窓口にて、手続きをお願いします。
❶ 当共済組合が交付した資格喪失証明書（交付については、所属所の事務担当者にお申出ください。）
❷ 年金手帳
❸ 印鑑

5. 組合員証等の返納について
退職した場合（退職後、再任用フルタイム職員となる場合は除く。）は、組合員の資格を喪失しますので、❶から❻まで
の組合員証等は、
ご自身で破棄せずに、すみやかに所属所の共済組合事務担当者を経由して、共済組合に返納してくだ
さい。
❶ 組合員証
❷ 組合員被扶養者証（被扶養者がいるとき）
❸ 高齢受給者証（該当者がいるとき）
❹ 限度額適用認定証（交付されているとき）
❺ 特定疾病療養受療証（交付されているとき）
❻ 組合員等保養所瀬波はまなす荘・保健施設アクアーレ長岡利用証（浅黄色）

【注意事項】
資格喪失後に❶組合員証又は❷組合員被扶養者証を使用して病院等で受診した場合は、
当共済組合が負担した医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。

お問い合わせ先：保険課／TEL:025-285-5412
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6. 退職に伴う手続き（年金関係）
・下表の区分により、あなたが該当する請求手続きに必要な書類を所属所の共済組合事務担当者の指導に
従って記入し、所属所を経由して共済組合に提出してください。
（ 必要な届書は、予め共済組合事務担当課(人
事担当課）に備え付けてあります。）
区分

退職時点の請求手続き等

27.9.30までに退職共済年金の ・退職共済年金の決定請求
受給権が発生しているが、未請 （在職中）
求の場合
・受給権発生日の属する月〜27.9.30
（特定消防組合員等）
までの期間に対する退職共済年金
の退職改定請求

①

提出書類
ア） 退職共済年金決定請求書（A-1）
〔ご自宅又は所属所へ送付済み〕

イ） 退職共済年金退職改定請求書（A-2）

・ 27.10.1〜退職までの期間に対す
る老齢厚生年金の決定請求

ウ） 老齢厚生年金請求書（A-9）
〔退職日が受給権発生日となります。加給年金額対象
者の資格要件調査は、65歳時点で行ないます。〕

・退職及び組合員期間等の証明

エ） 退職届書
オ） 組合員期間等証明書
〔老齢厚生年金、退職共済年金（経過的職域加算額）及
び65歳から受給権が発生する退職等年金給付（退職年
金）の請求に係る添付書類を兼ねる〕

27.9.30までに退職共済年金の ・ 受給権発生日の属する月〜27.9.30
受給権が発生し、既に請求手続
までの期間に対する退職共済年金
きが済んでいる場合
の退職改定請求
（特定消防組合員等）
・ 27.10.1〜退職までの期間に対す
る老齢厚生年金の決定請求

②
・退職及び組合員期間等の証明

27.10.1以降に老齢厚生年金の ・老齢厚生年金の決定請求
受給権が発生しているが、未請 （在職中）
求の場合（特定消防組合員等）

ア） 退職共済年金退職改定請求書（A-2）

イ） 老齢厚生年金請求書（A-9）
〔退職日が受給権発生日となります。加給年金額対象
者の資格要件調査は、65歳時点で行ないます。〕
ウ） 退職届書
エ） 組合員期間等証明書
〔老齢厚生年金、退職共済年金（経過的職域加算額）及
び65歳から受給権が発生する退職等年金給付（退職年
金）の請求に係る添付書類を兼ねる〕
ア） 年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢老齢給付）
〔ご自宅へ送付済み〕

〔退職改定請求は不要です。退職を確認し、職権改定と
なります。〕

③

・退職及び組合員期間等の証明

イ） 退職届書
ウ） 組合員期間等証明書
〔老齢厚生年金、退職共済年金（経過的職域加算額）及
び65歳から受給権が発生する退職等年金給付（退職年
金）の請求に係る添付書類を兼ねる〕

老齢厚生年金の受給権が発生
し、既に請求手続きが済んでい
④ る場合
（特定消防組合員等）

・退職及び組合員期間等の証明
※退職までの期間に対する老齢厚
生年金の退職改定請求については
職権改定となり、請求書は不要。

ア） 退職届書
イ） 組合員期間等証明書
〔老齢厚生年金、退職共済年金（経過的職域加算額）及
び65歳から受給権が発生する退職等年金給付（退職年
金）の請求に係る添付書類を兼ねる〕

老齢厚生年金の受給権が発生 ・退職及び組合員期間等の証明
していない場合
⑤ (①〜④以外の方)※

ア） 退職届書
イ） 組合員期間等証明書
〔老齢厚生年金、退職共済年金（経過的職域加算額）及
び65歳から受給権が発生する退職等年金給付（退職年
金）の請求に係る添付書類を兼ねる〕

※年金受給権が発生していない方の退職後の手続きについて
【住所・氏名を変更したときは？】
・退職届に記入した「住所」や「氏名」を変更したときは、必ず共済組合までご連絡ください。折り返し、
「 年金待
機者等異動報告書」を送付いたします。
【年金請求の手続きはどうすれば良い？】
・支給開始年齢に達する月の2〜3ヶ月前に、ご自宅に請求書類が郵送されます。
・ 60歳〜支給開始年齢に達するまでの間に、年金の繰上げ支給を受けたい場合は、事前に共済組合又は最寄り
の年金事務所にご相談ください。

退職後に、もしも、障害状態になったら？
・65歳までの間に一定の障害状態にある方は、
障害厚生年金や障害基礎年金、
老齢厚生年金の障害者特例の適用を受
けられる場合がありますので、
人事担当課又は共済組合年金課又は最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ先：年金課／TEL：025-285-5413
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7. 退職後の共済貯金の継続加入について

任意継続組合員は退職後も

共 済 貯 金に 継 続 加 入できます！
任意継続組合員に加入した方は、退職時に共済貯金に加入している方に限り、継続加入できます。現在の利率は
年0.9％。市中銀行に比べ有利な共済貯金に引き続きご加入くださるようお願いします。

解

加入資格
任意継続組合員。退職時に共済貯金に加入していることが条
件。なお、任意継続組合員を脱退するときは解約となります。

約

解約は任意です。
また、任意継続組合員を脱退したときは解約申込書を提出して
ください。締切は脱退する日の翌月15日。翌月の25日に送金します。

振込先

継続加入の申込み
平成28年3月15日までに「任意継続組合員・積立貯金継続
加入申込書」を所属所経由でご提出ください。

一部払戻し・解約の振込先は任意継続掛金振替口座となり
ます。

利率等

預け入れ
退職手当や例月・臨時等の積立はできません。
「退職時の貯
金残高」を継続した預け入れとなります。

利率及び課税方法は現職と同じです。なお、利息は毎年9月
末及び3月末で区切って計算し、同日これを元本に組み入れま
す（半年複利）
。

決

一部払戻し

算

9月末及び3月末に決算を行い、10月、4月に「貯金現在残
高通知書」を自宅に郵送します。

毎月15日締切、25日送金（銀行休業日の場合翌営業日）
。
申込書は直接、共済組合へ送付してください。

8. 退職後の「市町村共済グループ保険」について

「市町村共済グループ保険」は退職後も

加 入することが できます！
退職後も継続加入できる制度
（現在加入中の保険に限ります。）

制度の名称

主な保障内容

共済保険※１

退職後終身保険・退職後定期保険

死亡・高度障害

医療給付制度
（基本部分）

退職後医療給付制度

入院等
※２

三大疾病保障制度

退職後三大疾病保障制度

三大疾病

退職後継続制度

退職後継続制度

死亡・高度障害

退職後ガン保険継続制度

がん

※１

がん保険

※１ 退職日直前まで継続して２年以上加入していることが必要です。
※２ 「七大疾病保障特約」及び「がん・上皮内新生物保障特約」を希望により付加することができます。但し、当該特約に在職中からご加入の場合に限ります。

「意思確認用紙」について 「意思確認用紙」は「継続を希望する・しない」にかかわらず全員ご提出ください！
○「意思確認用紙」は退職後の本保険について、継続加入の希望を確認するための用紙です。
○ 平成27年度退職予定者セミナー参加者のうち、グループ保険ご加入の皆様全員に配付します。
（1月上旬を予定しており
ます。）
「意思確認用紙」及び同封のパンフレットにより退職後の保障内容をご確認ください。
○「退職後ガン保険継続制度」については、別途ご案内する場合がございます。予めご承知おきください。

お問い合わせ先：福祉課／TEL：025-285-5414
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9. 任意継続組合員に係る保健事業について
在職中とは異なり、保健事業の大部分が対象外となります。
事業内容

退職後

在職中
（組合員）

事業内容

（任意継続
組合員）

◆疾病予防事業

退職後
（任意継続
組合員）

○

×

○

○

○

×

◆体力づくり事業

人間ドック利用助成 脳ドック利用助成 各
種検診等利用助成 健康電話相談 メンタル
ヘルス相談

○

海の家・プール・山の家・アクアーレ長岡利
用助成

×

◆図書配布事業

◆特定健康診査・特定保健指導
生活習慣病のリスクに着目した健康診査とそ
の結果に基づく保健指導。40歳以上75歳未
満の組合員及びその被扶養者が対象。
◆保養事業
直営施設・契約施設等の宿泊利用助成
◆厚生事業
グループエクササイズ

リフレッシュ教室等

○

出産費・家族出産費請求者に対する育児支援
冊子の配布

○

○

×

○

×

○

×

◆その他
ゴルフ場利用助成 バカンスクーポン 旅行
割引 レクリエーション施設等利用割引

特定健康診査・特定保健指導の詳細については、平成
28 年 4 月下旬にお送りする「特定健康診査受診券」に
同封の文書をご覧ください。

◆薬品事業
救急薬品等の配布
せん

在職中
（組合員）

家庭用常備薬の有償あっ

10. 貸付けをご利用中の皆様へ

組合員資格を喪失すると貸付金は一括償還となります
退職に伴う組合員貸付金の未償還元利金の償還方法は次のとおりです。

● 償還方法 ●
⑴退職後、地方公共団体から支給
される退職手当により全額償還す
る場合

⑵退職後、新潟県市町村総合事務
組合から支給される退職手当に
より全額償還する場合

在 職 中に「償 還 金 払 込書」
（様 式 第6号）
を共済事務担当者を通じ共済組合にご提
出ください。
退職金から貸付金未償還元金と償還月ま
での利息が控除され、共済組合に償還さ
れます。

在職中に「組合員貸付金の未償還元利金
の 徴 収について（依 頼）」
（細 則 様 式 第7
号）を共済事務担当者を通じ共済組合に
ご提出ください。退職金から貸付金未償
還元金と償還月までの利息が控除され、
共済組合に償還されます。

⑶退職前、自己資金により全額償
還する場合
「償還金払込書」を共済事務担当者を通じ
償還を希望する月の25日（共済組合必着）
までにご提出ください。
貸付金未償還元金と償還月までの利息を
金融機関の月末営業日の前日までに共済
組合指定口座に送金してください。

※共済組合は、償還が終了した月の翌月に、貸付金償還終了通知書を発行します。あわせて、貸付時提出いただいた借用証書を退
職された所属所を経由して送付します。

○団体信用生命保険事業に加入している皆様へ○
住宅貸付等を借受け、団体信用生命保険事業（債務返済支援保険を含む）に加入している方が全額償還すると、団体信用生命
保険事業は自動的に脱退となります。
（脱退の届出は不要です。
）
未経過の保証期間がある場合は、償還終了後２〜３ヵ月ほどで未経過分の特約保証料の返還があります。
それまで届出口座を
解約しないようお願いします。

○再任用職員になられる皆様へ○
定年退職後、再任用職員となられる方は、退職に伴い退職手当が支給されます。組合員貸付金は退職手当を担保としている
ため、退職手当支給の際に未償還元利金を一括で償還いただくことになります。
なお、償還方法は上記の⑴又は⑵と同じ取扱いになります。

お問い合わせ先：福祉課／TEL：025-285-5414
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11. 長期勤続者宿泊招待について
（１）目的
退職者のうち当共済組合における引き続く組合員期間が25年以上である方を対象として、瀬波はまなす荘又はアクアーレ長岡へ
宿泊招待をすることにより、長期間にわたる勤務の労をねぎらうことを目的としています。

（２）宿泊招待の内容
当共済組合が発行する「長期勤続者宿泊招待券」を持参することにより、組合員本人とその配偶者等の2名分について1泊2日
の宿泊料が無料となります。ただし、飲み物や追加料理の料金、露天風呂付き宿泊室の割増料金は各自でお支払いください。

（３）宿泊招待券の有効期間等
宿泊招待券の有効期間は、退職した日から起算して2年間です。また、紛失しても再発行は行いません。

お問い合わせ先：福祉課／TEL：025-285-5414

●

E-mail：fukushi@kyousai-niigata.jp

年 金 者 連 盟 か ら の ご 案 内

●

退職したら年金者連盟にご加入を！!
年金者連盟の目的

支部組織と支部長連絡先

新潟県市町村職員年金者連盟は、新潟県市町村職員共済組合の年
金受給者によって、退職後における年金受給権の擁護と会員相互の
親睦を図ることを目的に昭和48年に設立された団体です。
県内を18支部（支部の下に旧市町村ごとなどによる分会等がある）
に分け、県外については連盟事務局による直轄としています。

主な活動と事業
①年金受給者などの処遇改善の国会議員等への要請活動
②「連盟だより」の年２回の発行と年金制度等に関する啓発
③会員相互の親睦を図るための囲碁大会や支部による親睦旅行など
④会員に対する長寿祝金（満70歳、77歳、80歳、88歳、99歳）及び弔慰
金の給付
⑤瀬波はまなす荘・アクアーレ長岡の宿泊等への利用助成
⑥家庭用常備薬等の安価による斡旋
⑦団体扱いによる傷害・疾病保険・アフラックがん保険の割引保険料
での斡旋
⑧介護・健康などの相談サービス

加入の範囲と加入方法
①共済組合の組合員であった方で、全国市町村職員共済組合連合会
（以下「全国連合会」
という。
）
より年金の給付を受けている方。
②58歳以上で全国連合会より年金の給付を受ける権利（市町村役場
に努めた期間がある）がある方。
③本連盟と団体契約をしているアフラックがん保険に加入する方（年
齢問わず）
で本連盟の目的に賛同する方。
「年金者連盟加入申込書」に住所等必要事項を記入して、各支部又
は連盟事務局に提出ください。

会費と納付方法
会費は、年3,000円。6月支給期の年金からの天引きによる納付。
年金をまだ受給になっていない方は、受給開始後の6月支給期から
となります。

支部名

ご不明な点や詳細については、各支部又は連盟事務局にご照会く
ださい。
連盟事務局
新潟市中央区新光町4番地1 新潟県自治会館
電話 025−284−3838
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平成27年12月1日現在

支部長

連絡先
電話番号

新潟支部

新潟市

喜嶋英輔 025-278-3756

長岡支部

長岡市

竹日純一 0258-33-8310

上越支部

上越市

金津光雄 025-524-5322

三条支部

三条市

廣瀬秀雄 0256-34-1638

柏崎支部

柏崎市・刈羽村

安達公司 0257-23-2786

新発田支部

新発田市・胎内市・聖
籠町

諏方道男 0254-23-1409

阿賀野支部

阿賀野市

中村征士 0250-62-7038

五泉阿賀支部 五泉市・阿賀町

下越西支部

中越支部

三古支部

山田

明 0250-42-5508

燕市・弥彦村・旧岩室
村・旧西川町・旧味方
村・旧潟東村・旧月潟 野水謹治 0256-62-3860
村・旧中之口村・旧巻
町・旧黒埼町
加茂市・見附市・田上
町・旧下田村・旧中之 吉田泰一 0256-57-3306
島町
出雲崎町・旧越路町・
旧三島町・旧与板町・
旧和島村・旧寺泊町・ 奈良場一 0258-46-5933
旧山古志村

小千谷魚沼支部 小千谷市・魚沼市・旧
川口町

荒井弘康 025-792-3681

十日町津南支部 十日町市・津南町

根津正昭 025-752-2207

南魚沼支部
妙高支部

お問い合わせ

対象地域

糸魚川支部

南魚沼市・湯沢町

戸田統一 025-773-6183

妙高市

瀬戸満雄 0255-73-8345

糸魚川市

沼屋正男 0255-55-2534

村上岩船支部 村上市・関川村・粟島 吉田千代治 0254-52-3257
浦村
佐渡支部

佐渡市

長嶋哲治 0259-52-3647

被扶養者の異動手続きはお早めにお願いします。
卒業・就職・進学など、
ご家族に異動が生じたときは、被扶養者の認定・取消等の手続きが必要となりますの
で、該当となる組合員の方は速やかに手続きをお願いします。

就職などにより取消しが必要な場合
被扶養者が就職したことのわかる書類を添付して、次の書類を提出してください。
・ 被扶養者申告書
・ 組合員被扶養者証

平成２８年４月から扶養手当の支給がなくなる被扶養者である子等に係る継続認定の申請等
被扶養者が卒業後、傷病のため就労できない場合や就労の意思がありながら就職が決まらなかった場
合など、引き続き組合員との扶養の事実があり、継続して扶養認定を受ける必要があるときには、3月上旬
に所属所を通じ、調査を行いますので、
「 被扶養者継続認定に関する調書及び申立書」
と下図の確認書類を
提出してください。
はい

はい

就 職 が 決 まっている
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就職したことの分かる書類を添付し
て取消しの申告が必要です。
【確認書類】
①傷病のため
就労できない
場合

いいえ

診断書又は障害者手帳の写し
障害年金等、収入がある方は収入額が確
認できる書類

②引き続いて
在学中の場合
（大学（院）、
専門学校等）

在学証明書又は
学生証（有効期限明記）の写し

③ ①、②に
該当しない
場合

・公共職業安定所の求職をした受付票
（写し）又は採用試験等に関する受験票
（写し）、若しくはその案内通知
・収入がある方は収入額が確認できる書
類

就職活動中であることが客観的に
確認できる書類

※別居している方の場合には振込用紙
の控え等送金額が確認できる書類が
必要となります。

※継続認定…３月上旬、
所属所を通じ調査を行います。
平成28年4月1日以降も①〜③のいずれかに該当し、
引き続き組合員と扶養の事実があり、
継
続して扶養認定を受ける必要がある場合は、
上記の証明書類と
「被扶養者継続認定に関する調
書及び申立書」
を提出願います。
申告内容を調査・確認したうえで継続認定の可否を判断します。
いいえ

速 や か に「 被
扶養者申告書」
に
「組合員被扶
養者証」
を添付
して提出してく
ださい。
満たして
いない

継続認定
※

平成 年４月に 歳の年度末を迎え︑扶養手当の支給対象とならない被扶養者
︵子︶
の方はいますか？

28

引き続き組合員
との扶養の事実
が あり、継 続し
て被 扶 養 者 の
要件を満たして
いますか。
満たして
いる
引き続き認定
を 受 けられま
す。

届出は不要です。

住所異動の届出が必要な場合
組合員が転居した場合や、被扶養者が進学等により別居することとなった場合は、以下の書類を提出して
ください。
・ 組合員住所 ・被扶養者住所

変更申出書

お問い合わせ先：保険課／TEL：025-285-5412 E-mail：hoken@kyousai-niigata.jp
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被扶養者認定 Ｑ＆Ａ
〜就 職・退 職したとき〜
共済組合に被扶養者認定・取消しについて相談を受ける事例をＱ＆Ａ方式でご案内します。

Ｑ

現在、23歳の同居している子（障害を給付事由とする年金の受給なし。）が4月1日から就職しまし
たが、雇用契約は6ヵ月の期限付採用であり、給料月額が12万円です。引き続き被扶養者の要件に
該当しますか？

Ａ

この事例において、雇用契約に基づく年間収入の見込み額は、72万円（12万円×6ヵ月）ですが、雇用され
ている間は、年収144万円（12万円×12ヵ月）
あるものとみなすことになります。
年収144万円は、被扶養者として認定できる者の収入要件である年額130万円（障害年金受給者である場
合にあっては年額180万円）以上となるため、4月1日から就労している間は、被扶養者の資格を喪失すること
になります。
なお、雇用契約満了前や契約終了による退職等により、収入が減少し、主に組合員の収入で生計を維持す
ることになり、公共職業安定所で積極的に求職の活動をしている場合は、被扶養者の申告をすることができ
ます。
ただし、求職活動を行い雇用保険の基本手当（日額3,612円以上）を受給している間は、年収130万円以上
（3,612円×30日×12ヵ月=1,300,320円）が見込めることになるので、被扶養者の要件を備えないことになり
ます。

Ｑ

私の妻（58歳）は4月1日付けで正社員から
引き続きパート雇用へと身分が切り替わり、
収入が月15万円から月7万円となります。
これ
により、4月1日から厚生年金と健康保険の資
格を喪失し、主に組合員である私の収入で生
計を維持していますが被扶養者として認定で
きますか？

Ａ

この事例の場合、妻（58歳）は、主に組合員の収入で生計を維持しており、年収84万円（年収130万円未満）
となることから、被扶養者の要件を備えることになります。
ただし、喪失前の保険先で、任意継続の制度があり、その任意継続の被保険者となっている間は、被扶養
者になることができませんのでご留意ください。

お問い合わせ先：保険課／TEL：025-285-5412 E-mail：hoken@kyousai-niigata.jp
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柔 道 整 復 師（ 整 骨 院・接 骨 院 ）の 施 術を受 け るとき
柔道整復師（整骨院・接骨院）の施術のうち、療養費の支給対象となるのは急性の外傷です。

整骨院や接骨院で施術を行っている人を柔道整復師といいます。柔道整復師は整形外科のような医師で
はないため、組合員証を使える範囲は制限されています。整骨院や接骨院が「保険診療取扱」
と看板を掲げて
いても、すべての施術において組合員証が使用できる（保険適用を受けられる）わけではありません。
当共済組合では柔道整復師と
「療養費等の受領委任」の協定を結んでいます。
このことにより、組合員及び被
扶養者が療養費等の受領を柔道整復師に委任することで、組合員証又は組合員被扶養者証（以下「組合員証
等」
という。）を使用し、治療費は一部負担金のみを支払うことで施術を受けることができるようになっています。
なお、柔道整復師（整骨院・接骨院）の施術で組合員証等が使用できる場合・使用できない場合については
次の通りですので、
ご理解のうえ、適正な受診にご協力をお願いします。

組合員証等が
使用できる場合

共済

平成

花子

組合員証等が
使用できない場合

◯年

◯月 123
◯日

共済

平成

花子

◯年

◯月 123
◯日

骨折、ひび、脱臼（応急処置以外の場合は、医師の同意

単なる肩こり、筋肉疲労

が必要です。）

慰安目的のあん摩、マッサージ代わりの利用

打撲、捻挫、挫傷（肉離れ等）

病気（神経痛、
リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニア等）か
らくる痛みや凝り
脳疾患後遺症等の慢性病
症状の改善の見られない長期の治療
医師の同意のない骨折や脱臼の治療（応急処置を除く）
負傷原因が、公務災害や第三者の行為によるもの

注意！

療養費支給申請書の内容をよく確認してから、必ず自分で署名してください

組合員証を使用して施術を受けたら、柔道整復師が作成した「療養費支給申請書」に書かれている施術内
容（傷病名、負傷原因、施術回数、自己負担額）をよく確認したあとで、自署願います。
また、施術の都度、領収書をもらって保管しておきましょう。
注意

柔道整復師の施術と、
はり、きゅう、あん摩及びマッサージの施術は、取扱いが異なります。

はり、きゅう、あん摩及びマッサージの施術を受けるときは、医師の同意がある場合に限り、いったん施術に係
る費用を全額支払った後、当共済組合に療養費又は家族療養費の請求を行い、一部負担金を除いた額の払い戻
しを受けることになります。柔道整復師のように「受領委任」による一部負担金払いはできませんので、
ご注意願
います。
○はり・きゅうの施術において、療養費の対象となるのは、神経痛、
リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸
椎ねんざ後遺症などの慢性病であって、医師による適当な治療手段がなく、はり・きゅうの施術を受けることを
認める医師の同意がある場合となります。
○あん摩・マッサージの施術において、療養費の対象となるのは、筋麻痺や関節拘縮などの症状が認められ、そ
の制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として、あん摩・マッサージの施
術が必要と医師が同意している場合となります。

お問い合わせ先：保険課／TEL:025-285-5412
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「ジェネリック医薬品差額通知」を配付したことによる切替効果の状況をお知らせします。
共済組合では、医療費増高対策の一環として、またジェネリック医薬品の普及・促進に取り組むため、
「ジェ
ネリック医薬品差額通知」を次の該当する組合員に配付し、ジェネリック医薬品への切り替えをご検討いただ
いているところですが、
「ジェネリック医薬品差額通知」を配付したことによる切替効果の状況等を取り纏めま
したので、お知らせします。
◆対象者について
慢性疾患により薬剤を服用している組合員で、ジェネリック医薬品に切り替えることで、切り替え前と比べて1ヶ月の差
額が400円以上を見込める方
平成26年11月に配付した組合員数…1,735名
うち、切替効果の測定期間中に新たにジェネリック医薬品の使用が確認できた者407名（切替率:23.46%）
切替効果の測定期間：平成26年12月診療分から平成27年5月診療分まで
平成27年 5月に配付した組合員数・・・1,230名
うち、切替効果の測定期間中に新たにジェネリック医薬品の使用が確認できた者195名（切替率:15.85%）
切替効果の測定期間：平成27年6月診療分から平成27年8月診療分まで

◆削減額の推移について
※削減額の定義：
「切り替えたジェネリック医薬品の薬剤費」と「切り替えたジェネリック医薬品が先発医薬品だった場合の
薬剤費」の差額
◆削減額の推移
700,000
600,000

累計削減額 約４２０万円
ご協力ありがとうございました。

650,656

（円）
4,500,000
4,203,807

562,406

548,271

527,637

498,034

500,000

3,876,527

3,500,000

3,543,803

3,000,000

3,196,787

409,783
400,000

2,669,150

300,000

4,000,000

347,016

2,500,000
332,724

327,280
2,000,000

2,106,744

1,500,000
200,000

1,456,088
1,000,000
958,054

100,000

500,000

548,271
0

0
平成26年12月

平成27年１月

２月

３月

４月

５月

削減額

６月

７月

８月

累計削減額

（参考）平成27年6月〜8月診療分における全組合員の世代別のジェネリック医薬品の使用状況について

45.69%

10〜19歳

40.99%

20〜29歳
30〜39歳

37.15%

50〜59歳

38.27%

60〜64歳

39.05%

65〜74歳
10%

20%

30.90%

29.03%

32.19%

28.84%

32.90%

32.89%

28.06%

26.43%
30%

40%

50%

切替可能対象薬品率…先発医薬品からジェネ
リック医薬品へ切り替えることができる薬品の
割合（切替可能）

34.01%

28.83%

35.43%

現利用薬品率…先発医薬品からジェネリック
医薬品へ切り替えたジェネリック医薬品の割
合（切替済）

23.18%

28.11%

38.78%

40〜49歳

0%

31.13%

38.14%
60%

70%

80%

90%

100%

不可薬品率…先発医薬品からジェネリック医
薬品へ切り替えることができない薬品の割合
（切替不可）

●ジェネリック医薬品のお知らせに関する注意など
・ジェネリック医薬品に切り替える際は、
ジェネリック医薬品を処方することができない、あるいはジェネリック医薬品がふさわしくない場合
もありますので必ず医師・薬剤師と十分にご相談いただきますようお願いします。
・ジェネリック医薬品の詳しい情報については、下記HPなどで紹介されておりますのでそちらをご参照ください。
患者さんの薬箱
http://www.generic.gr.jp
日本ジェネリック医薬品学会

お問い合わせ先：保険課／TEL:025-285-5412
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〜ねんきん定期便の発送について〜
平成27年10月1日に「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」が施行
され被用者年金制度は一元化されました。
この被用者年金制度の一元化後は、現に加入している（または最後に加入していた）公的年金制度とその被保
険者種別に応じて、各実施機関から「ねんきん定期便」を送ることとなりました。
この「ねんきん定期便」は毎年誕生月に送付されます。初回は、平成27年12月に12月生まれの方に送付します。
＜公的年金制度と被保険者種別と送付する実施機関＞
公的年金制度と被保険者種別

「ねんきん定期便」を送付する実施機関

国民年金の第1号被保険者および第3号被保険者

日本年金機構（厚生労働大臣から受託）

厚生年金保険の一般厚生年金被保険者
厚生年金保険の国共済厚生年金被保険者
（国家公務員共済組合の組合員）

厚生年金保険の地共済厚生年金被保険者
（地方公務員共済組合の組合員）

国家公務員共済組合連合会
地方職員共済組合（地方共済事務局・団体共済部）
公立学校共済組合
警察共済組合
東京都職員共済組合
全国市町村職員共済組合連合会
（指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合、都市職員共済組合）

厚生年金保険の私学共済厚生年金被保険者
（私立学校教職員共済制度の加入者）

1

日本私立学校振興・共済事業団

通知内容
50歳未満
の者※

50歳以上
の者

35歳、
45歳の者

59歳の者

①これまでの年金加入期間

○

○

○

○

②これまでの加入実績に応じた年金額

○

③老齢年金の種類と見込額（1年間の受取見込額）

○
○

④（参考）これまでの保険料納付額（累計額）

○

○

⑤最近の国民年金（第1号・第3号）納付状況・厚
生年金保険の月別状況

○

○

○
○

○

⑥これまでの年金加入履歴

○

○

⑦これまでの厚生年金保険における標準報酬月額
などの月別状況

○

○

⑧これまでの国民年金保険料の納付状況

○

○

※12月生誕者のねんきん定期便（50歳未満）に係る送付延期について
平成27年10月1日の被用者年金制度一元化後の「ねんきん定期便」については、平成27年12月から12月生誕者
分を送付することとしていたところですが、今般、システムの不具合により50歳未満の組合員に係るねんきん定
期便について年金見込額が実際よりも高く算定されてしまうことが判明しました。
これを受け、誤った年金見込額が表示されたねんきん定期便を送付することはできないことから、12月生誕者
で50歳未満の者に係るねんきん定期便（以下「50歳未満定期便」という。
）の送付を延期することとなりました。
なお、正しく年金見込額が算定された50歳未満定期便については、1月に日本年金機構との情報交換を行った上
で作成することとなることから、2月に送付することとなる予定です。
14

また、1月生誕者については、地方公務員共済組合連合会に確認したところ、正しい計算プログラムが適用され
ていることからすべての対象者について予定どおり平成28年1月18日（月）に発送を予定しておりますことを申し
添えます。

2

送付物・送付方法・スケジュール

（1）送付物
①50歳未満の者
圧着ハガキ
②50歳以上の者
圧着ハガキ
③35歳、45歳の者
封書（通知・パンフレットを同封しています。
）
④59歳の者
封書（通知・パンフレットを同封しています。
）
（2）送付方法とスケジュール
①平成27年12月〜平成28年3月
毎年、誕生月の16日頃（16日が休日の場合は翌営業日）に（1）の①から④の区分ごとに、全国市町村職員共
済組合連合会からご自宅に直送されます。
②平成28年4月以降
退職等年金給付（年金払い退職給付）に係る「給付算定基礎額残高」の通知方法と合わせて改めて検討し、
通知します。
＜イメージ＞
○50歳未満の者、50歳以上の者
圧着葉書を送付します。

○35歳、45歳の者、59歳の者
封筒（角2）に通知とパンフレットを
同封して送付します。

3

相談について

通知された内容について相談がある場合は、通知に記載されている相談窓口か、次の相談窓口までお問い合わ
せください。
＜相談窓口＞
新潟県市町村職員共済組合

年金課

025-285-5413（平日9：00〜17：00）
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インフルエンザ予防接種助成金の請求はお早めに
当共済組合では、下記の方を対象として、インフルエンザ予防接種
費用の一部について助成を行っています。
この助成金の申請の締切りは、平成28年2月12日（金）共済組合必着
となっています。助成の対象となる方で助成金の請求をしていない方
や、予防接種をしていない方は、お早目に！
！

1．助成の対象となる方
①組合員本人
②組合員の被扶養者のうち、平成9年4月2日から平成27年4月1日までに生まれた方（予防接種をした
日において被扶養者として認定されている方に限ります。）

2．助成金額
対象者1人につき、1,000円。ただし、接種に要した金額（消費税含む。）が1,000円未満の場合は、助
成対象外。

3．請求方法
インフルエンザ予防接種助成金請求書に予防接種費用に係る領収書を添付し、所属所の共済組合事
務担当者を通じて請求をしてください。

4．助成対象外のワクチンについて
鼻腔に噴霧するタイプの生ワクチン「フルミスト」については、厚生労働省未承認のワクチンであるた
め、助成対象外。

受けていますか？
特定保健指導

ファミリー健康相談
電話による無料健康相談です。
（携帯電話からも無料です）

当共済組合では、特
定 健 康 診 査（ 特 定 健

▲ 年中無休24時間相談を受け付けます。
▲ 健康に関する相談であれば何でも相談可。
メンタルヘルス相談にも対応します。
▲ ヘルスカウンセラー（保健師・看護師・助産師
等）が親切に回答します。
▲ プライバシーは厳守します。

診）を受けた方のうち、
その結果が「積極的指
導 」又 は「 動 機 付 け 支
援 」と診 断され た 方を
対象に「特定保健指導
利用券」を発行して、生
活習慣の改善に取り組

電話での相談は…

んでいただけるよう支援を行っています。
特定保健指導は、医師、保健師又は管理栄養士
により一人ひとりに合わせた生活習慣改善プログ

フリーダイヤル

0120-911257

ラムが用意されるもので、共済組合からの「特定

ＷＥＢでの相談も受付します

保健指導利用券」を使用することにより、無料で受

https://www.
familycarenet.com/kenkou/

けることができます。
健康は何ごとにも代えがたい財産です。お手元
に「特定保健指導利用券」が届いた方は、特定保

へアクセスし、
フリーダイヤルの下６桁
「911257」を入力してください。

健指導を受けて、健康生活への第一歩を踏み出し
ましょう！

お問い合わせ先：福祉課／TEL：025-285-5414
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E-mail：fukushi@kyousai-niigata.jp

「山の家」宿泊利用助成
の
冬場 健 康づくりに！スキー場リフト券等割引
冬の健康増進や体力づくりにお役立ていただけるよう、当共済組合では今シーズンも
「山の家」
宿泊利用助成と
「スキー場リフト券等割引」をご用意しました。
利用方法については、平成27年12月に配布したチラシ「平成27年度 山の家開設・スキー場リ
フト券等割引」をご覧ください。

「山の家」
宿泊利用助成

スキー場リフト券等割引

● 開設期間：平成28年3月13日まで

● 割引期間：

平成28年春シーズンオフまで

・新潟県市町村職員共済組合「山の家」に指定
された宿泊所に宿泊する際に、１人１泊につ
き1,500円を助成します。
・あらかじめ「山の家宿泊利用助成券」の交付
を受け、宿泊所にチェックインをする際に提
出してください。
・
「山の家宿泊利用助成券」は、所属所の共済組
合事務担当者から交付を受けてください。

・平成27年12月配布のチラシに添付された割引
券により、県内所定のスキー場を利用する際に
リフト券等の割引を受けることができます。

● 対象者

組合員
組合員の配偶者
組合員と同居の子
組合員の実父母
組合員の養父母
組合員と同居の義父母
組合員の被扶養者

● 対象者

組合員
組合員の配偶者
組合員と同居の子
組合員の実父母
組合員の養父母
組合員と同居の義父母
組合員の被扶養者

＜注意＞

＜注意＞

上記対象者以外の方は、
スキー場リフト券等割
引を受けることはできません。

上記対象者以外の方は、山の家宿泊利用助成
を受けることはできません。

見本

お問い合わせ先：福祉課／TEL：025-285-5414
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E-mail：fukushi@kyousai-niigata.jp

教育費の借入れをお考えの方へ

入学貸付・修学貸付のご案内
新年を迎え、
進学・進級のシーズンが近づいてきました。
共済組合では、
「入学貸付」
・
「修学貸付」
として、
入学や在学中に
必要な資金を以下の条件で貸付けしています。
借入れをご希望の方は共済組合事務担当課を通じお申込みください。

入学貸付ここがポイント！
・入学初年度分の授業料等も入学貸付で貸付可能です。

修学貸付ここがポイント！
・年の利用限度額を180万円に引き上げました。
貸付の種類

修学貸付

入学貸付
年利2.66％
（変動金利制）

貸付利率
貸付の事由

組合員またはその被扶養者（被扶養者でない子を

組合員またはその被扶養者（被扶養者でない子を

含む。
）の入学費用等

含む。
）
が在学中修学に要する費用

・学校教育法に定める中等教育学校（後期課程に限る）、高等学校、高等専門学校、大学、大学院、専修学
対象となる学校

校、各種学校
・外国の教育機関で上記に準ずる学校

貸付金額

給料月額の6月分の範囲内 （最高限度額200万円）

1年につき180万円限度、
学年ごと借増しが可能

必要費用の範囲内で10万円を最低額とし、
1万円

必要費用の範囲内で10万円を最低額とし、10万円

単位

単位
元利均等償還

償還方法

・修学期間中は利息のみ支払い
償還期間

（申出により修学期間中でも元利均等償還可）

貸付金額により、
40月〜120月

・貸付金額により、
修学期間終了後45月〜150月

必要書類

・特別貸付申込書

・特別貸付申込書

・借用証書・印鑑登録証明書

・借用証書・印鑑登録証明書

・合格通知書の写し

・在学証明書の写し

・入学費用及び納付期限が確認できる書類の写し

・修学費用等及び納付期限が確認できる書類の写し

・入学者が被扶養者でない子の場合は、戸籍抄本

・修学者が被扶養者でない子の場合は、戸籍抄本
または住民票

または住民票
毎月

貸付月
申込締切日
貸付日

借入希望月の10日
（共済組合必着）
※学費を納付する前にお申込みください
借入希望月の28日
（金融機関が休業日の場合は前営業日）

・月々の返済額（他の金融機関等からの借入の返済も含む。）が基本給の30パーセントを超える場合、または年間の返済額が年収相
当額
（基本給に16を乗じた額）
の30パーセントを超える場合は、
貸付けを受けることができません。
・貸付事業の原資は、組合員の皆様からお預かりしている公的年金資金です。貸付申込書には正確に記入し、計画的に貸付けをご利
用ください。

お問い合わせ先：福祉課／TEL：025-285-5414 E-mail：fukushi@kyousai-niigata.jp
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管理監督者向けメンタルヘルス研修会を開催しました
平成27年10月1日・10月8日に、新潟県自治会館で「管理監督者向けメン
タルヘルス研修会」を開催しました。
（一社）日本産業カウンセラー協会の講師による講義のほか、グループ
ワークやロールプレイ（役割実演）による傾聴実習を行うなどして、職場に
おけるメンタルヘルスの重要性とその対策方法、復職支援の方法などに
ついて学びました。
参加された動機としては、
「職場に長期休職者がいる」
「メンタル不調者
が毎年発生しているので、なんとかしたい」
といった内容が目立ち、職場に
おけるメンタルヘルスの重要性の高さが伺えます。
この研修会は、来年度も引き続き実施する予定です。まだ参加したこと
がない方は、一度参加してみてはいかがでしょうか。

2人一組で傾聴の実習

参加された皆様からの
感想をご紹介します。

・事例等、色々考えさせられることがありました。
・他市町村の同業者以外の人の考え、意見は参考になった。
・研修内容をふりかえりながら、明るい職場環境づくりにしたい。
・職場環境の調整は、上司の仕事。不調者を出さない、不調に
気付くことが大切だという点を気をつけたい。
・部下の心を理解できる管理監督者でありたいと思います。

研修会2日目 グループワークの様子

勝負！交流！楽しみました！！

第8回新潟県町村職員親善ボウリング大会を開催
平成27年10月24日にグランドボウル黒埼において、第
8回新潟県町村職員親善ボウリング大会を開催しました。
6町村から56名が参加した今大会では、隣り合うレーン
同士で1フレームごとに投球レーンを替える「アメリカン
方式」を採用。参加者相互の交流をより深めることができ
たようです。
結果については、以下のとおりです。
団体戦女子優勝・男子3位を飾った阿賀町

個人戦でも大活躍

《個人戦》 3ゲームトータルスコア

《団体戦》 3名1チーム 3ゲームトータルスコア
男

子

女

男

子

勝

弥彦村Aチーム 1,401点
（田村・小出・坂爪）

阿賀町Aチーム 1,035点
（齋藤・八代・井田）

優

準優勝

刈羽村Aチーム 1,219点
（飯田・小林・入澤）

湯沢町Aチーム 1,012点
（酒井・南雲・高井）

準優勝

第３位

阿賀町Cチーム 1,186点
（杉山・安部・伊藤）

刈羽村Aチーム
915点
（柳・髙野・志田）

第３位

優

男子団体優勝の弥彦村
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勝

子

弥彦村
坂爪 明博 529点

女

子

阿賀町
齋藤由香理 434点

田村

弥彦村
孝穂 454点

高井

飯田

刈羽村
彰二 438点

柳

湯沢町
美雪 416点
刈羽村
沙佑美 374点

共済貯金

〜組合員の皆様へ〜

安全 確実 半年複利

0.9％
をご存知ですか？
年

銀行などの預貯金利息よりも利率が高く、毎月の給料やボーナスから天引きして殖やすことが
できる共済貯金。
共済組合では皆様からお預かりした資金を国債や地方債を中心に、安全性・確実性を基本に運用
しています。

①給料天引きで確実に積立できます。

共済貯金の
特徴

②安全で年 0.9％と高利回り、有利な半年複利です。
③積立額の変更・一部払出も可能です。
※貯金利率は金融情勢により変動しますので、予めご了承願います。

〜ご加入方法〜

●共済貯金の積立方法
毎月積立

各所属所の共済組合事務担当者へ

→毎月の給料から一定額を積み立てます。

お申し出ください。

賞与積立
※貯金利息に係る所得税率は、復興
特別所得税の適用により 20.315％
（国税＋地方税）となります。

→年 2 回の賞与 (6 月･12 月 ) から一定額を積み立てます。
※積立額は 1,000 円単位。
※ボーナスのみの積立ても可能です。

お問い合わせ先：福祉課／TEL：025-285-5414 E-mail：fukushi@kyousai-niigata.jp

面談による

メンタルヘルス相談室

新潟心理相談システム

長岡カウンセリングルーム

新潟市

025-246-9344

長岡市

0258-39-9634

【面談予約】金曜日 17：00〜19：00

【面談予約】月〜土曜日 12：30〜13：30

相談費用は無料です

年度あたり5回まで無料

6回目以降１時間6,000円

専 門 の 臨 床 心 理 士や相 談 員が、直 接 相 談に応じます。
ひとりで悩まず、まずはお電 話を・
・
・

上越教育大学 心理教育相談室

上越市

真野みずほ病院 梅川春樹氏

025-521-3667

0259-55-1122

【面談予約】月〜金曜日 10：00〜15：00
年度あたり5回まで無料

【面談予約】月〜金曜日 8：30〜16：30

6回目以降50分1,000円

年度あたり5回まで無料

【事務局】
（氏名）

平成28年1月1日付け

山﨑

新潟県市町村職員共済組合職員人事異動

野本

佐渡市

6回目以降１時間6,000円

（異動後）

（異動前）

一夫

年金課長

保険課長

宗孝

保険課長

苅部具理子

20

資格認定係長 事務取扱

健康増進対策室 参事

保険課
年金課長

資格認定係長

21

もんちゃんの
健康運動指導士

門谷 誠

けんこう通信

žǆƒǆ

2 0 1 6 . 1 月号

12

Vol.

今回のテーマは良好な姿勢を保つために必要な
「体幹」
エクササイズです。
体幹の筋力が劣っていれば良好な姿勢を維持することが難しくなりますし、凝り固まった
筋肉の状態で安定させる筋力を高めたとしても良好な姿勢を維持することはできません。
そこで、今回は体幹（特に背骨）
のモビリティ
（動き・柔軟性）
を改善し良好な姿勢を維持する
ためのトレーニングを行い、良好な姿勢を手に入れていただきたいと思います。

エクササイズ！
やってみよう！

（動き）
を改善する！
エクササイズ❶ キャットドッグ…体幹のモビリティ
体幹の動作チェック
10回往復×１セット

・背骨を下から順番に丸めていく
ように行います。
・骨盤から動かしていきましょう

左右3回ずつ
行います

※丸まりづらい方（右）、
反りづらい方（左）を意識 ・背骨を下から順番に反っていく
して行ってください
ように行います。
・骨盤から動かしていきましょう
※特に肩甲骨周辺

エクササイズ❷ プランク…体幹のスタビリティ
（安定性）
を向上する！

左右の脚
8回×1セット

・体を一直線に保つように姿勢を
保持します。
・お尻が 下がりすぎないように注
意してください。

ポイント
エクササイズ①キャットドッグでは背骨が動くのを感じる
ことが で きましたでしょうか？外 部 指 導やパーソナルト
レーニングでも必ず取り入れているエクササイズです。私
の場合は、体をそらすことに集中しています。体をそらすこ
とができなければ胸を張る姿勢が困難となり猫背の姿勢
に近づきます。また洗濯物を干す時や高いところに物を上

ス タッフ 紹 介

炭水化物の話題
その2
管理栄養士

間野

僚

こんにちは！アクアーレ長岡の間野です！最近炭水化
物(糖質)抜きダイエットが話題になっていますが今回は
そのメリット、デメリットなどについて説明したいと思い
ます。まずダイエットにおいて重 要なことは摂取カロ
リーより消費カロリーが上回っている状態であるという

げる時などに使われる上肢の動きは、胸を張る（胸椎
伸展）ことによって、動作がスムーズになります。姿勢
を維持するためにも日常の動作の中でも胸を張れると
いうことは重要になります。デスクワークが多い方は
そらす 動きを中心に背骨をしっかり動 かしてくださ
い。良好な姿勢をつくることで肩こりや腰痛を予防し
健康な体を作ってください。

ことです。その事を考えると炭水化物を抜く、栄養素の
主な成分が炭水化物である主食(ごはん、めん、パンな
ど)や甘いお菓子を食べないようにするということはそ
れだけで大幅なカロリー制限になりますので、面倒なカ
ロリー計算などをしなくてもカロリー制限ができるのは
単純でわかりやすいですね。また、食事としての糖質の
供給が無くなる事で生命維持のため脂肪と体たんぱくを
分解して糖を作りだす働きが人間の体に備わっていま
す。これにより体脂肪が減りやすくなるというメリットも
あります。しかし長期にわたる臨床試験によるデータが
ないので、糖質を長期間全く食べないようにした場合は
確実に人体に影響がないと言いきれないのです。また炭
水化物を食べないようになると体たんぱくの分解も起こ

ダイエットパーソナル
好評受付中「筋トレでダイエット」

・姿勢を保ちながら、片脚の上げ
下げを行います。
・下肢の動きに対して体幹が 動か
ないようにしていきましょう
※特に肩甲骨周辺

るので、筋肉量が減少する可能性もあります。それによ
り基礎代謝(消費カロリー)が少なくなりリバウンドしやす
くなるということもあります。僕はラーメンも白いご飯も
大好きですが、それらを全く食べないようにするという
のは精神的にかなりつらく、そもそも長続きしないので
は？という疑問もあります。糖質制限のダイエットに関し
て僕は大賛成でも大反対でもありません。糖質を全く食
べないやり方はおすすめしませんが、ダイエットしたい方
が主食やおかしの量をちょっと減らしてみる、というや
り方はありだと思います。食べ過ぎていなければ炭水化
物を取っていても太ることはないので、主食を全く食べ
ないようにするよりは、全体的な食事の量をへらしてみ
てはいかがでしょうか。

5回コース6,000円（税込）
組合員とそのご家族だけの特別企画となっております。
●詳しくは、
アクアーレ長岡

22

担当：門谷
（もんや）
まで
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平成26年度地球温暖化防止活動環境大臣賞受賞
活動環境大臣賞受賞
賞
〜温泉熱利用でCO２削減に取り組んでいます〜
取り組んで
取り組んでいま
り組
り組んで
組んでいます〜
んで
ん
でいま
で
いま
ます
す
す〜

覚
冬の味

2日間限定!!
2
2日間限定
2日
日間限
間限定
限定!!!!

寒ブリ祭り

平成28年1月29日
（金）
・2月5日
（金）
１泊２食付大人9,500円（サ・税込み）
子供6,000円（サ・税込み）5歳〜
＊ご予約の際は「寒ブリ祭りで」とお伝えください。
＊上記の2日間は、
「寒ブリ祭り」
のみのご宿泊とさせていただきます
ので、
他の宿泊プランのご利用はできません。
ご了承ください。

〈期間限定

特別メニュー〉

１・２月

3・4 月

ハラコ丼

鯛茶漬

宿泊料金に
宿泊料金に
（サ・
・税込み）
税込み）
で
+350円
で
+350円（サ
食べられる
食べられる！
食べ
！
＊お茶碗１杯分となります
＊お茶碗

〜イベントも好評受付中〜

町屋の歴史を感じる

ボウリング（3 ゲーム）で
ウォーキング 80 分と同じカロリー消費 !?

〜人形さま巡り〜

運動不足解消に！！

平成28年

３月13日（日）〜14日（月）

〜ボウリング大会〜

参加費

平成28年

11,000円
募集人数 25 名
1泊3食付
（サ・税込）

２月12日（金）〜13日（土）
参加費
（3ゲーム料金含む）

11,000円
募集人数 25 名
1泊2食付

会

（サ・税込）

会

場 村上市内

お問い合わせ・お申込みは直接「瀬波はまなす荘」へ

場 新発田JOYTOWN

＊ 各イベントとも、
お申込みは開催日の2週間前締め切りになります。
また、
申込多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。

エコでいやしの温泉 施設

瀬波温泉

◎上記の料金は利用助成後のお1人様の料金です。利用助成が適用されな
い場合は、
大人3,500円、
子供2,000円増しになります。
◎村上駅からの送迎も承ります。
ご予約の際にお申し付けください。
なお他のグ
ループの方と同乗となる場合や、
時間調整のためお待ちいただく場合がござ
います。
あらかじめご了承ください。

〒958-0037 新潟県村上市瀬波温泉1丁目2-17
http://www.kyousai-niigata.jp
☎
（0254）
52-5291
（代） FAX（0254）
53-6751
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