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～ご家庭でもご覧ください～

NO.158

←講演「血圧と脳の健康」

↑整体講座
↑アロマスプレー作り体験

平成26年度　夏季講座の様子



職場で健康づくり講座を開催してみませんか？職場で健康づくり講座を開催してみませんか？職場で健康づくり講座を開催してみませんか？

以下のような講座に活用されています！

　「会場が遠い」「日程が合わない」・・・などの理由で福利課主催の健康講座へ参加が出来ない、という方！職場
で健康作り講座を開催してみませんか？福利課では職場単位の研修会や各種研修・講習会を開催する際に講
師謝礼等の支援事業を行っています。組合員の皆様の健康保持や増進にぜひご活用ください。
　詳しくは共済支部ホームページ「福利厚生ガイド→講座・健康づくり」をご覧下さい。

・管理栄養士による食生活習慣の講義
・医師による高血圧と合併症の講義
・うつ病や生活習慣病の実態とその予防
　についての講義

座学では・・・
・エアロビクス
・ヨガ
・自分でできるリンパマッサージ

実践では・・・

　県内３会場において、メンタルヘルス・ライフプランに関する講座を開催します。ぜひご参加ください！
　☆日程・会場
　　県北地区　平成27年１月９日（金）　能代キャッスルホテル　
　　中央地区　平成27年１月６日（火）　アキタパークホテル
　　県南地区　平成27年１月８日（木）　大曲エンパイヤホテル
　☆対象者
　　公立学校共済組合秋田支部組合員及びその被扶養者
　　秋田県教育関係職員互助会会員（ライフプランセミナー部分のみ）

　☆講座内容・日程

各地区定員４０名
※応募多数の場合は
抽選となります

各地区定員3０名
※応募多数の場合は
抽選となります

講座は終日に
わたりますので、

昼食が準備されます。

受
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開
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式
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対象

× 互　助　会　員
共　済　組　合　員　（　扶　養　者　含　む　）

教職員の
メンタルヘルス
について

ライフプラン①
豊かな暮らしづくり・
生活の充実について

ライフプラン②
余暇活動の充実について
～そば打ち体験～

　☆講座　HIP HOP ダンス ～初級編～（変更になる場合があります）

　☆日程・会場
　　県北地区（大館市）　平成27年１月８日（木）　大館市樹海体育館
　　中央地区（秋田市）　平成27年１月７日（水）　遊学舎
　　県南地区（横手市）　平成27年１月６日（火）　横手体育館
　☆対象者
　　公立学校共済組合秋田支部組合員（任意継続組合員除く）
　　その被扶養者及び被扶養者でない子供（未就学児童は除く）

担当：調整・企画班　０１８－８６０－５２２５

　今、子供達にも人気のヒップホップダンス。今回は初心者用のプログラムになっていますので、ダンスを
したことがない人でも楽しんでカラダを動かすことができます。
　扶養の有無にかかわらず、お子様連れでもＯＫですので、冬休みの思い出づくりも兼ねてふるってご参
加ください。

第2回「元気力パワーアップ講座」開催のお知らせ第2回「元気力パワーアップ講座」開催のお知らせ

第２回「健康づくりチャレンジ講座」開催について第２回「健康づくりチャレンジ講座」開催について

9：20 9：40 9：50 10：50 11：00 12：30 13：30 15：50 16：00
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特定健診は、40歳以上75歳未満の組合員と
その被扶養者が対象です。

６月上旬に、特定健康診査の受診券を発送しています。
被扶養者の方は、必ず受診しましょう。

※現職組合員は、定期健康診断や人間ドックを受診することで特定健診を受診したことになります。
※被扶養者の方で、パート先や市町村で実施する健康診断を受診された方は健診結果を提出するこ
とで特定健診を受診した事になりますので、忘れずに提出してください。
※特定健康診査の受診券を紛失された方は、再発行します。早めにお問い合わせください。

特定健康診査を受診した結果、特定保健指導が
必要な方に「特定保健指導利用券」を発送して
います。

　◎生活習慣病の多くは自覚症状がないまま悪化していきます。
　◎生活習慣病を防ぐための支援（下記参照）が行われます。

自分の体を過信せず客観的に健康状態を把握することが健康維持の秘訣
です。必ず、受診してください。

動機付け支援
メタボリックシンドロームになる

危険性がある方
個別面談、電話やメールによる保健指導

積極的支援
メタボリックシンドロームになる

危険性が高い方
個別面談、電話やメールによる保健指導

特定健診を受けましょう特定健診を受けましょう

特定保健指導の利用券が届いたら・・・特定保健指導の利用券が届いたら・・・

☆教職員の福利厚生の一環として行っているマジックキングダムクラブのメンバ－になるとテ－マパ－クや
ホテル等を特別料金で利用できます。入会金や年間費は一切ありません。
　加入を希望される方は互助会管理・業務班までご連絡ください。

東京ディズニ－リゾ－ト

メンバーシップカード

担当：調整・企画班　０１８－８６０－５２２５
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障害共済年金について障害共済年金について

担当：給付班　０１８－８６０－５２２６

　「障害共済年金」は、在職中に初診日のある傷病により一定の障害状態になったときに、組合員
からの請求により支給される年金です。

① その傷病の初診日（初めて医師の診療を受けた日）に組合員であること
② 障害認定日(注1)に、障害等級１級～３級（注2）に該当する障害の状態にあるとき　

（注１）　「障害認定日」とは、初診日から原則１年６月を経過した日、又は症状が固定した日をいいます。
　　次の場合は、１年６月を経過する前でもそれぞれ定められた日が障害認定日となります。(特定７症例）

（注２）　障害が重度なものから１級、２級、３級と定められます。身体障害者手帳等の等級とは異なります。
　　　　　障害の状態とは・・・（概ね次の状態をさします）
　　　　　　　　１級　　常時介護を必要とするもの
　　　　　　　　２級　　日常生活に著しい制限を受けるもの
　　　　　　　　３級　　労働等に著しい制限を受けるもの

　また、障害認定日に障害等級に該当する程度になくても、６５歳に達する日の前日までに、障害等級に該
当する障害状態になり、その期間内に請求があったときは、受給することができます。（この制度を「事後重
症制度」といいます）        

受給要件

○ 障害給付の改正ポイント

被用者年金一元化後

採用 初診日 障害認定日 退職

１年６月（注1） 障害等級に該当・年金受給権発生

症　　例
上肢・下肢を離断又は切断

人工骨頭、人工関節を挿入、置換
心臓ペースメーカー、人工弁を装着

人工肛門又は人工膀胱造設、尿路変更術施行
喉頭全摘出
在宅酸素療法
人工透析療法施行

障　害　認　定　日

そ　の　日

在宅酸素療法を開始した日
透析開始から３ヵ月を経過した日

《現行制度》　平成27年9月まで 《一元化後》　平成27年10月から
障害共済年金

在職中は原則　支給停止

保険料納付要件　なし

障害厚生年金

在職中の支給停止がなくなり　全額支給
※既裁定の「障害共済年金」も全額支給

保険料納付要件　あり
初診日の前々月までの保険料納付済期間及び保険料免除期間を
合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上必要

※障害等級が１級又は２級に該当する場合は、障害共済年金と併せて、障害基礎年金も支給されます。
　障害共済年金は在職中は原則支給停止となりますが、障害基礎年金は在職中でも支給されます。　　

障害共済年金を請求するためには、事前に障害等級の認定請求が必要です。詳しくは、
福利課給付班年金担当（℡018-860-5226）までご連絡ください。
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被扶養者（特別認定者）の資格確認について被扶養者（特別認定者）の資格確認について
　共済組合では、組合員の被扶養者のうち、扶養手当の扶養親族以外の方（「特別認定者」と呼んでいます）につ
いて、毎年、被扶養者の「認定要件」に該当するかどうかの確認を行っています。
　今年度の資格確認は終了しましたが、「認定要件」に該当しないため遡って取消となるケースがありました。
　遡って取消となった場合、共済組合が負担した医療費全額を返還していただくことになりますし、他の医療保険
制度に加入するために多額の保険料が生じるなど経済的に大きな負担となる場合があります。
　組合員の皆様には日頃から被扶養者の状況を把握していただき、認定取消の事実が生じたときには速やかに手続
きをされるようお願いします。

こんなとき

就職したとき

給与・アルバイト収入
があるとき

年金収入があるとき

雇用保険の失業給付が
あるとき

取消となる例 取消日

医療保険の加入日就職先の医療保険（協会けんぽ等）に加入した

収入の見込みが立った
日（給与改定日等）

年間収入（通勤費・ボーナス等を含む）が１３０万円（年金受
給者は１８０万円）を超えた

３か月目の給料日の翌
日

年間収入は１３０万円未満だが、月々の収入が１０８，３３４
円（＝１３０万円÷１２月）を３か月連続で超えた
（３か月連続で超えて取消となった場合でも、その後３か月連
続で超えなかったときは、再度認定申請できます）

就職日
就職時点で、この先１年間の収入見込み（通勤費・ボーナス等
を含む）が１３０万円（障害年金又は６０歳以上の公的年金受
給者は１８０万円）を超えた

年金改定通知受領日や
就職日年金の改定や就職により、年間収入が１８０万円を超えた

年金支給開始日等
所得税法上非課税とされている遺族年金や障害年金を受給して
いたため、又は、個人年金や企業年金を受給していたため、合
計すると年間収入が１８０万円を超えていた

失業給付の支給開始日失業給付が日額３，６１２円（＝１３０万円÷３６０日）以上
支給された

事業収入や不動産収入
があるとき 確定申告を行った日

年間の収入金額から、事業実施のため必要不可欠な経費（所得
税法上認められている経費とは異なります）を除いた額が、１
３０万円（年金受給者は１８０万円）を超えた

父母又はどちらかを被
扶養者としているとき

収入の見込みが立った
日（就職日等）

父母の年間収入合計額が、２６０万円（父母ともに年金受給者
のときは３６０万円、父母のどちらかが年金受給者のときは３
１０万円）を超えた

別居しているとき
送金不足となった日

被扶養者への送金額が、被扶養者の全収入額（＝被扶養者の収
入額＋組合員の送金額＋組合員以外の送金額）の１／３未満
だった、又は、被扶養者への送金の事実が確認できなかった

別居した日兄・姉・叔父・叔母・甥・姪・配偶者の子・配偶者の父母など、
同居が認定要件となっている被扶養者と別居した

担当：給付班　０１８－８６０－５２３２

○「収入」は、所得税法上の所得額のことではなく、課税・非課税を問わず、実際に
得る収入の総額です。退職金のような一時的な収入は含みません。
　給料（通勤費・ボーナス等を含む）、事業収入（事業実施のため必要不可欠な経
費を除く）、退職年金・障害年金・遺族年金等の公的年金、個人年金、企業年金、
恩給、扶助料、雇用保険の失業給付、傷病手当金、株等の譲渡収入、配当金、司法
修習生の修習資金などがあります。
○別居で被扶養者の収入を把握しにくいときでも、組合員が扶養している場合
は、アルバイトなどの収入を毎月把握しておくことが必要です。

★この点もご注意ください★

タンキちゃん
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　平成27年１月より互助会貸付金の利率を次のとおり引き下げますので、ご活用ください。
年利 2.32％ → 1.8％（非常災害による住宅貸付けは年利1.42％）

　なお、貸付申込締切日と送金日は次のとおりです。（受付日＝当会到着日）
　　◇生活・奨学・自動車資金貸付け
　　　１日から10日まで受付　 →　その月の20日に送金
　　　11日から20日まで受付　→　その月の末日に送金
　　　21日から月末まで受付　 →　翌月10日に送金
　　◇住宅資金貸付け
　　　月末まで受け付けたものについて、翌月20日に送金
　※他のローンの借替えはできません。
　また、既に当会から貸付けを受けている方についても、平成27年１月償還分より上記利率に引き下げます。
（該当者には別途通知します）

貸付利率を引き下げます

　会員が教育職員免許法に基づく免許状更新講習の課程を修了し、更新講習修了確認を受けたときは、更新講習受講料の一部
（10,000円）を補助します。該当者は早めの申請をお願いします。

提出書類　　①教員免許状更新講習受講補助金申請書
　　　　　　②更新講習修了確認証明書（秋田県教育委員会発行）の写し

※講座開設者により発行される講座修了証明書等の写しでは受付できません。更新講習受講者が秋田県教育委員会へ申請し
発行される「更新講習修了確認証明書」の写しを提出してください。   

教員免許状更新講習補助金

　今年も署名活動にご協力いただきありがとうございました。署名者総数は9，022人でした。
　この署名簿は、全国の教職員互助団体から集約された署名簿と共に、政府・政党・関係議員への陳情に活用されます。

陳情署名簿の集計報告

　調剤合算した医療費について、共済組合の一部負担金払戻金及び家族療養附加金が給付される場合、その調剤合算データ
を基に、互助会の本人及び家族の医療補助金が給付されることになりました。

　　調剤合算とは　……　同一の診療とみなされる医療機関等と処方調剤薬局分の医療費を合算することを言います。

※共済組合の基礎控除額（自己負担限度額）は、25，000円となっており、この例の場合、共済組合からの給付金は1，000円とな
ります。

医療補助金（家族医療補助金）の調剤合算実施について

（合算例）

＋ ＝ 26，000円（Ｃ）
窓口負担額
3，000円（B）

窓口負担額
23，000円（A）

医療機関 調剤薬局 窓口負担額合計

現　　　行
平成26年10月まで

変　更　後
平成26年11月から

医療機関・調剤薬局それぞれの窓口負担額から共済組合の給付金を差し引きし、その額
から基礎控除額4，000円を控除した額を給付します。

同上の窓口負担の合計額から共済組合の給付金を差し引きし、その額から基礎控除額
4，000円を控除した額を給付します。
同上の窓口負担の合計額から共済組合の給付金を差し引きし、その額から基礎控除額
4，000円を控除した額を給付します。

医療機関・調剤薬局分　共済組合給付金　　　基礎控除額　　　　互助会給付額
２３，０００円（Ａ）　－　１，０００円　－　４，０００円　＝　１８，０００円
　３，０００円（Ｂ）　－　　　　　０円　－　４，０００円　＝　　　　　　０円

医療機関・調剤薬局分　　共済組合給付金　　　基礎控除額　　　　互助会給付額
２６，０００円（Ｃ）　－　１，０００円　－　４，０００円　＝　２１，０００円

互助会からのお知らせ互助会からのお知らせ

担当：互助会　管理・業務班　０１８－８６０－５２２４
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見本 見本
公立学校共済組合秋田支部
【申込先】TEL：018-896-5599※予約専用

自　平成２６年　４月　１日
至　平成２７年　３月３１日

生　活　相　談
利　　用　　券

自　平成２６年　４月　１日
至　平成２７年　３月３１日
公立学校共済組合秋田支部

生　活　相　談
利　　用　　券

【申込先】TEL：018-896-5599※予約専用

※生活相談利用時に組合員証を掲示

担当：調整・企画班　　　　　　　　　
０１８－８６０－５２２１

担当：調整・企画班　０１８－８６０－５２２５

【利用方法】

生活相談をご利用ください！生活相談をご利用ください！

●相談申込 相談利用者は、秋田弁護士会法律相談センター（TEL:018-896-5599：法律相談の予約受付専用）に
電話し、生活相談事業を利用する旨申込をして面談日等の日時を打ち合わせする。

●相談当日 下記の生活相談利用券を切り取って持参し、弁護士に提出する。
本人確認のため組合員証（または組合員被扶養者証）を弁護士に提示して相談する。

☆相談費用は共済組合が負担します（事件の依頼は自己負担となります）
☆相談者の秘密は守られます（相談者の情報は、本人と弁護士のみ扱います）

法律のこと
で、

何か困った
ことが

あったら・・
・

次回の利用券発行は３月中旬の
はぴぃらいふ159号となります。

秋田弁護士会法律相談センタ―
弁　護　士

相談者

教職員と家族のための
ココロとカラダの相談案内
教職員と家族のための

ココロとカラダの相談案内

◯職員ストレス相談
仕事や人間関係、家庭の悩み、身体の不調、不眠など・・・仕事や人間関係、家庭の悩み、身体の不調、不眠など・・・

まずは、相談窓口にお電話を！ 窓口担当者が対応します。
臨床心理士や精神科医師との面談を希望する場合は、その旨をお伝えください。

フリーダイヤル ０１２０－１５５６－１８
窓口開設時間 月・火・金曜日  ９：３０～１２：３０

いい　こ　こ　ろ いいわ

☆プライバシーは堅く保護されます。（相談者・窓口担当者・相談員の３者だけの関わりです。）
☆相談は無料です。（ただし治療行為が必要となった場合は、医療保険の適用となります。）
☆相談場所　秋田大学教育文化学部内の相談室　　さとう心療内科（大館市）　　稲庭クリニック（秋田市）
　　　　　　長信田の森心療クリニック（三種町）　湊クリニック（横手市）

○面談によるメンタルヘルス相談　フリーダイヤル　0120－783－269
　（教職員のためのメンタルヘルス相談事業です。臨床心理士や心理学専門の先生が相談者に合ったカウンセ
リングを行います。）
　【受付時間】　平日9：00～ 21：00（日・祝日・12/31～1/3を除く）土曜9：00～ 16：00
　【相談時間】　1回50分程度（5回まで無料）
　【面談場所】　秋田市・由利本荘市・横手市
○心の健康相談　フリーダイヤル　0120－81－4898
　（完全予約制です）
　（「心の悩み」を解決するため、公立学校共済組合東北中央病院（山形市）で、健康相談を実施します。）
　【相談日時】　第1・3木曜日　第1・2・4土曜日（13：00～ 17：00）
　【相　談　員】　精神科医師・臨床心理士
　【相　談　料】　無料　＊相談のため来院された場合は、交通費相当額が支給されます。
○教職員健康相談　フリーダイヤル　0120－24－8349
　（全国の教職員のために、心とからだのさまざまな相談に公立学校共済組合の専門医と保健師が相談に応じ
ます。被扶養者の方も相談できます。）
　【受付時間】　24時間　年中無休　＊相談者のプライバシーには、十分考慮しております。
　【相　談　員】　精神科医師・臨床心理士

☆その他の相談窓口は・・・
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『身体活動』の不足がある方は
暮らしに『＋10』を取り入れてみませんか

（プラス・テン）

●『身体活動』は生活習慣病やメンタルヘルス改善、高齢期の寝たきり予防や認知症予防にも効
果があると言われています。 
●『身体活動』は、スポーツなどの『運動』と、暮らしの中で体を動かす『生活活動』に分けられます。
●『＋10（プラス・テン）』とは、健康づくりのための運動の指標として提唱され
　今よりも１日10分以上体を動かす、10分以上『生活活動』を増やすことです。
～生活活動：買い物、犬の散歩、通勤、床掃除、庭掃除、洗車、荷物運搬、子供と遊ぶ、階段昇降、雪かき等～

健康づくりのための身体活動量の1日の目標量

１日の中で（＋10）の機会が増えれば、目標の60分に近づけます。

身体活動 (＝生活活動＋運動） 運　　　動
65歳以上
(じっとして
いない)

身体活動を毎日40分以上

18歳～ 64歳
（きびきびと
体を動かす）

歩行またはそれと同等以上の
身体活動を毎日60分以上

・運動習慣を持つようにする
・30分以上の運動を週２回以上
　（息が弾み汗をかく程度の運動）
　例：ウォーキングによる運動

プラス・テン

歩数は身体活動の指標になります (体重と同様に歩数も毎日チェックするようにしましょう。)

第１位
第44位
第47位

男　性
兵庫県
秋田県

全　国

平均値(歩/日)
8,859
6,788

7,791

女　性
千葉県

秋田県
全　国

平均値(歩/日)
7,427

6,028
6,894

都道府県別・性別歩数の平均値 (20歳～ 64歳)  平成24年国民健康・栄養調査結果

　・　1000歩の差は、１日約10分の身体活動の減少に相当します。
　・　歩数は今より毎日1,000歩増やすよう心がけましょう（1,000歩＝歩行時間10分）

体を動かすことは、どんな効果があるでしょう
・筋肉が鍛えられ、太らない体　　　　・消費エネルギーを増やし、脂肪の燃焼
・中性脂肪やコレステロール値の改善　・インスリンの働きが良くなり、血糖値の改善
・緊張を緩和し、ストレスの改善　　　・疲れにくい　　・気分爽快等があります

（＋10）をいつ、どこで増やしますか（気軽に出来ることから始めましょう）

　　朝　　：庭の手入れ、草むしり、散歩、ジョギング、ラジオ体操、雪かき等
通　勤　時：速歩、歩幅を広くする、自転車通勤、階段を使う等　
仕　事　中：こまめに動く、階段を使う、遠くのトイレを使う、軽い体操、椅子でストレッチ等
昼・休憩：食事に出かける、遠くへ歩く、歩いて買い物等
　　夜　　：ウォーキング、スポーツジム、テレビを見ながら筋トレ・ストレッチ、寝る前の体操等

プラス・テン

★はじめから無理をせず、自分のペースで安全に行いましょう。
（＋10）を３か月は続けましょう ⇒ 体の変化が少しづつ現れます ⇒ もっと続けたくなります。

（18歳～ 64歳の場合）

歯磨きしながら：片足立ち、踵やつま先あげ、腰盤まわし、脇伸ばし等
仕事の合間に：肩まわし、胸のストレッチ、背中伸ばし、ふくらはぎ伸ばし等

（ちょこっと運動しませんか）

プラス・テン
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