
【掛金及び負担金】 

費用負担の原則と負担割合 （法第113条） 

共済組合の事業に要する費用は、組合員の掛金と地方公共団体からの負担金で賄うことになっています。 

共済組合秋田支部における経費は、短期・長期・業務・保健・貸付の５経理があり、収入・支出は各経理ごとに独立

した会計経理を行っています。 

主な経理の事業内容及び費用負担割合は次のとおりです。 

経理名 事業内容 

費用負担者 

組合員 地方公共団体 

名 称 負担割合 名 称 負担割合 

短期経理 

健康保険事業にかかる医療給付のほ

か、出産費、埋葬料、傷病手当金、出

産手当金、休業手当金、育児休業手当

金、介護休業手当金、弔慰金、災害見

舞金、結婚手当金などの法定給付及び

附加給付を行う。 

短期掛金 

％

50 短期負担金 

％

50 

短期任意 

継続掛金 
100 ―――― ―――― 

介護保険事業を実施する市町村に対

し交付される介護給付費交付金に要す

る費用を※介護保険第 2 号被保険者の

組合員から徴収し、納付する。 

介護掛金 50 介護負担金 50 

介護任意 

継続掛金 
100 ―――― ―――― 

長期経理 

 掛金、負担金及び積立金の運用収入

などにより、退職共済年金、障害共済

年金、障害一時金及び遺族共済年金の

給付を行う。 

長期掛金 50 長期負担金 50 

保健経理 

 組合員の福祉増進に資するため、人

間ドックなどの検診事業、厚生施設、

スポーツ、レジャー施設等の利用補助、

教養講座などの事業を行う。 

短期掛金 

（福祉財源）
50 

短期負担金 

（福祉財源） 
50 

貸付経理 

 組合員が臨時に資金を必要とする場

合に、住宅貸付、教育貸付、災害貸付

など各種貸付を行う。 

―――― ―――― ―――― ―――― 

※介護保険第 2号被保険者（以下、「第 2号被保険者」という。）とは、市町村の区域内に住所を有する 40 歳以上 65 歳 

未満の方をいいます。 
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(3) 毎月の初日（月の中途に組合員資格を取得した場合は、資格取得日）における給料額が算定の基礎になります。

　　［注］欠勤、休職等の理由により給料の全額又は一部が支給されない場合でも、減額前の給料額が算定の基礎になり

　　　　ます。（掛金は減額されません）

(4) 組合員資格及び第 2 号被保険者資格（介護保険料）の特質と掛金の徴収

　① 月の中途に組合員資格及び第 2 号被保険者の資格を取得した場合

　　　　その月の掛金は必要

　② 月の中途に組合員資格及び第 2 号被保険者の資格を喪失した場合

　　　　その月の掛金は不要

　※ 40 歳に達し第 2 号被保険者の資格を取得した場合

　　　　誕生日の前日が属する月から納付

　　　　例）誕生日が月の初日　　　誕生日５月 １日　資格取得日４月３０日　介護保険料は４月分から納付

　　　　例）誕生日が月の中途　　　誕生日５月１５日 資格取得日５月１４日　介護保険料は５月分から納付

(5) 掛金算定の基礎となる最高限度額

　　　　短期・介護　　（一般職等）968,000 円　（特別職）　1,210,000 円

　　　　長　　　期　　（一般職等）496,000 円　（特別職）　　620,000 円

(6) 任意継続掛金の算定は、組合員資格喪失等「任意継続組合員について」の項目を参照してください。

２ 期末手当等の掛金及び負担金

(1) 掛金及び負担金の算定

　① 掛　金（組合員）

　　　短期掛金：掛金の標準となる期末手当等額（千円未満切り捨て）× 41.92 ／ 1000＝ Ａ円（円未満切り捨て）　　

　    介護掛金：掛金の標準となる期末手当等額 (千円未満切り捨て ) × 4.89 ／ 1000＝ Ｂ円（円未満切り捨て）

　　　長期掛金：掛金の標準となる期末手当等額 (千円未満切り捨て ) × 84.62 ／1000＝ Ｃ円（円未満切り捨て）　　　

　    Ａ円＋Ｂ円＋Ｃ円＝掛金｛ただし、Ｂは第 2 号保険者のみ｝

　② 負担金（地方公共団体）

　　　短期負担金：負担金の標準となる期末手当等額（千円未満切り捨て）× 42.25 ／ 1000＝ Ｄ円（円未満切り捨て）　

　　  介護負担金：負担金の標準となる期末手当等額 ( 千円未満切り捨て ) × 4.89／ 1000＝ Ｅ円（円未満切り捨て）　

　　  長期負担金：負担金の標準となる期末手当等額 ( 千円未満切り捨て ) ×125.083／ 1000＝Ｆ円（円未満切り捨て）　

　　　  Ｄ円＋Ｅ円＋Ｆ円＝負担金｛ただし、Ｅは第2 号保険者のみ｝

(2) 支給日に組合員である者について徴収します。したがって、期末手当等が支給されても、支給日に退職しているも　　  

    のについては徴収しません。

(3) 掛金算定の基礎となる最高限度額

　　　　短期・介護　　5,400,000円（年間累計）

　　　　長　　　期　　1,500,000円（一回の支給につき）

(4) 無給休職中の組合員についても、期末手当等が支給される場合、掛金は必要です。

　　差額支給日に退職等により組合員でない場合は、差額は徴収しませんが、返戻等の差額がある場合は還付します。

３ 産前産後休業及び育児休業中の組合員の掛金及び負担金

【産前産後休業】

(1) 掛 金（組合員）

　　本人の申し出により全ての掛金（短期、介護、長期）が免除となります。

　　免除期間……産前産後休業期間中

　　必要書類……「産前産後休業掛金免除申出書」　※年次・特別休暇請求書の写し、及び母子手帳等（出産したことが

　　　　　　　　確認できる書類）の写しを添付すること

(2) 負担金（地方公共団体）

　　掛金と同率分のみ免除になります。

　　給　与　等：短期負担金（52.4 ／ 1000 のみ)、介護負担金（6.12 ／ 1000)、長期負担金（105.7750 ／ 1000 のみ）　

　  期末手当等：短期負担金（41.92 ／ 1000 のみ)、介護負担金（4.89 ／ 1000)、長期負担金（84.62 ／ 1000 のみ）　　

　    ※ 期末手当等の負担金は期末手当等が支給される場合のみ次頁［注］部分の負担金が必要です。



【育児休業】

(1) 掛 金（組合員）

　　本人の申し出により全ての掛金（短期、介護、長期）が免除となります。

　　免除期間……子が３歳に達する日の翌日の属する月の前月まで

　　必要書類……「育児休業掛金免除申出書」　※人事異動通知書等の写しを添付すること

　　　　　　　　なお、申し出後に育児休業の期間に変更があった場合は、「育児休業掛金免除変更申出書」

　　　　　　　　※申出年月日等は育児休業等にかかる人事異動通知書等の発令年月日以降となります。

(2) 負担金（地方公共団体）

　　掛金と同率分のみ免除になります。

　　給　与　等：短期負担金（52.4 ／ 1000 のみ)、介護負担金（6.12 ／ 1000)、長期負担金（105.7750 ／ 1000 のみ）

　　期末手当等：短期負担金（41.92 ／ 1000 のみ)、介護負担金（4.89 ／ 1000)、長期負担金（84.62 ／ 1000 のみ）　

　　  ※ 期末手当等の負担金は期末手当等が支給される場合のみ次頁［注］部分の負担金が必要です。

　　 ［注］短期負担金については、「育児休業手当金及び介護休業手当金にかかる公的負担金」

　　　　　　月：0.4 ／ 1000 期末手当等：0.33 ／ 1000

　　　　　長期負担金については、「基礎年金拠出金にかかる公的負担金」

　　　　　　月：50.25 ／ 1000 期末手当等：40.2 ／ 1000

　　　　　及び「公務等による障害・遺族共済年金に要する費用」

　　　　　　月：0.3288 ／ 1000 期末手当等：0.263 ／ 1000

　　　　　部分は免除になりません。

【育児部分休業・育児短時間勤務】

(1) 掛 金（組合員）

　　本人の申し出により長期掛金の一部が免除となります。

　　免除期間……子が 3 歳に達する日の翌日の属する月の前月まで

　　必要書類……「育児部分休業掛金免除申出書」※人事異動通知書等を添付すること

　　　　　　　　なお、申し出後に育児休業の期間に変更があった場合は、「育児部分休業掛金免除変更申出書」

　　　　　　　　※申出年月日等は育児休業等にかかる人事異動通知書等の発令年月日以降となります。

(2) 負担金（地方公共団体）

　　掛金と同様の免除となります。



掛金率、負担金の払い込み 

１ 掛金の払い込み（法第 48 条、法第 115 条、施行令第 30 条） 

掛金は、給与支給機関が給与から控除し、速やかに共済組合へ払い込むことになっています。「払込用紙」により払い

込んでください。 

・必要書類…「掛金払込内訳書」、「掛金払込内訳書（期末手当等）」、（電算処理の場合はこれに代わるもの（個人別明

細表等））共済組合秋田支部 調整・企画班あて、郵送又は逓送等の方法により速やかに送付してください。 

◎ 給与支給機関が給料から控除できない場合の払込方法 

欠勤、休職その他の事由により、給料の全部又は一部が減額されている場合 

・組合員が「払込用紙」により、指定日までに最寄りの金融機関から共済組合へ払い込んでください。 

「払込用紙」は、共済組合から所属所へお送りします。 

２ 負担金の払い込み（法第 116 条） 

負担金は、地方公共団体が共済組合へ払い込むことになっています。 

① 短期・介護・長期負担金

払込期限 当月末日までに金融機関から「払込用紙」により払い込んでください。

期末手当等に係る負担金について、支給日が月末の場合でも原則として当月末日までに払い込んでください。

必要書類 「負担金納付書」（電算処理の場合はこれに代わるもの）

② 組合役職員の基礎年金拠出金に係る公的負担金

③ 追加費用負担金

④ 事務費負担金等

その都度、金額、払込方法について 

共済組合から通知します。 



秋田公立美術大学の教職員

平成26年９月１日現在です。




