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公立学校共済組合愛媛支部

健康と笑顔を守る
健康づくり・メンタルヘルス・介護・子育て・ライフプランに関する

各分野の専門家から実践的に学びオンラインで効率よく効果的に

知識を身に付け共に明るい

未来を作るためのイベントです！

オンラインセミナー
（動画配信）

動画なので、生活スタイルに
合わせていつでも見られる！
短時間で効率よく学ぶチャンス！
15分間のショートセミナー動画！

セミナー視聴後、アンケートに答えると抽選
でにぎたつ会館ギフト券を贈呈します。

ホームページリニューアル

ただいま企画中。
近日公開予定です。

リアルタイム講座（Zoomで参加）
リアルタイムなので、その場で疑問も解決！
より深く学びたい方におすすめ！

オンライン個別相談（1対1での個別支援）
セミナー視聴 or 講座参加で個別指導を受けられる
チャンス！自分にあったオーダーメイドの内容で効率
よく効果的に！

アンケートプレゼント

以下のアドレス、またはQRコードからアクセスしてください。
〈特設ウェブサイトアドレス〉
https://kouritu-ehime-online.jp/

公立学校共済組合愛媛支部×RIZAPコラボ

動画付き特別コラム

新企画

身体の調子を整える為の情報と、トレーナーに
よる解説動画を公開しています。
定期的に更新しますので、ぜひチェック！

まずは
ご参加
ください！

参加
方法

2ペー
ジを

ご覧く
ださい

。

総務・健康グループからのお知らせ
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マイナンバーカードの取得推進に取り組んでいます
当共済組合では、マイナンバーカードの取得推進の取り組みとして、共済フォーラムや公立学校共済組合本部ホームページ
により広報を行っています。ホームページの「マイナンバーカードコーナー」では、マイナンバーカード申請方法のご案内、安
全性や使い方など、組合員および被扶養者の皆さまのマイナンバーカード取得の一助となる情報を掲載して
いますので、ぜひ、ご覧ください。
使いみちが広がるマイナンバーカードの取得をお願いします。

マイナンバーカードの申請方法等の情報については、公立学校共済組合本部ホームページで
ご覧いただけます。 トップページ➡マイナンバーカードコーナー

「医療費のお知らせ」（医療費通知）について
組合員及び被扶養者の皆さまに、医療費の額を具体的に理解していただき、健康管理に寄与するため、「医療費のお知ら
せ」（医療費通知）を令和4年2月上旬に発送する予定です。
発送先は例年どおり組合員の所属所宛としておりますが、発行が不要な方や、やむを得ず被扶養者の発送先を変更したい
場合（単身赴任や育児等の休職中による変更は不可）は、申請書を送付いたしますので令和3年12月17日㈮までに医療・年
金グループ(089-941-5393)までご連絡ください。（毎年申出が必要となります）

医療・年金グループからのお知らせ

※本動画の視聴期日は2023年3月末です。コード読み取りまたはクリックしてご視聴いただけます。

公立学校共済組合愛媛支部×RIZAPコラボ
動画付き特別コラム
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被扶養者の認定と取消
毎年、「組合員証等調査表」として、組合員・被扶養者の登録情報及び被扶養者の生計維持状況の調査を行っています。今
年度も調査にご協力いただきありがとうございました。
今回の調査においても遡って取り消す事例が見受けられました。
被扶養者取消申告が遅れますと、それまでに当共済組合が給付した給付金（医療費の7割）等を返還していただくなど、多
大な負担が生じることもあります。
被扶養者の収入や就労条件等をご確認いただき、月毎の給料明細・雇用契約書等を保管してください。

被扶養者の所得限度額は、向こう1年間の収入の合計で130万円未満ですが、次の①又は
②の場合は、年額で180万円未満となります。
①所得の全部若しくは一部が障害を事由とする公的年金である場合
②60歳以上で、所得の全部若しくは一部が公的年金である場合
所得の推計に年度や年の区切りはありません。
パート・アルバイト等も雇用条件書等で所得の推計をしますが、収入が変動する場合は収入
の実績（※1）で所得超過がないことを確認します。
（※1）直近過去12か月で所得限度額を、直近過去3か月連続で月額限度額（所得限度額÷12）を超過していないこと。

子が雇用期間4か月の短期のアルバイトを始めた。労働条件上、1か月あたり20万円程度の収入が見込まれる。
⇒雇用期間が3か月を超え、労働条件上、当初から月額限度額を超過することが見込まれるため、雇用開始日で取消です。

組合員が『主として扶養している』3親等内親族等で、一定の認定要件があります。

《被扶養者とは》

所得限度額について

地方公務員等共済組合法の一部改正により、令和2年4月1日より、被扶養者の要件に国内居住要件が追加されました。
被扶養者は、住所（住民票）が日本国内であることが必要です。ただし、住民票上の住所が日本国内であっても、海外で就

労するなど、生活の拠点が海外で、明らかに日本での居住実態がない場合は、被扶養者には該当しません。
住民票上の住所が日本国内にない場合は、原則として取消となりますが、海外派遣組合員に同行する者、就労目的以外で
一時的に渡航する者等、国内居住要件の例外がありますので、詳細は医療・年金グループへ照会してください。

国内居住要件について

子が就労目的で海外へ渡航したが、就職先が見つからず、無職無収入状態。仕送りをし、生計を維持している。
⇒渡航目的が就労のため、渡航日で取消です。

こんなときは取消です！

こんなときは取消です！

こんなときは取消です！

給料、報酬、諸手当、非課税所得、事業等所得、資産運用収入（収益、配当、分配金等）、各種給付金、公的年金（老齢、障害、
遺族）、個人年金、財形年金、司法修習生の修習資金、研究奨励金等
【事業等所得】
　必要経費の控除は所得税法上とは異なりますので、確定申告時の書類で判定します。
　事業等収入総額から控除できる経費（※2）を差し引いて130万円以上となる場合は、医療・年金グループへご連絡ください。
（※2）控除できる経費例：売上原価、給料賃金、地代家賃（自宅兼用の場合を除く）、修繕

費、消耗品費。控除可能な必要経費の詳細は医療・年金グループへご確認ください。
【資産運用（株・投資信託等）収入】
　1月から12月の1年間の取引結果（年間取引報告書等）で判定します。
　所得税法上とは異なり、繰越損失は控除できず、分配金はすべての額を含みます。

夫に年金と不動産収入があり、収入合計は250万円あった。経費としては、減価償却費が60万円、修繕費が30万円ある。
⇒減価償却費は認定上は控除できないので、控除できる額は修繕費の30万円です。所得超過のため、確定申告日で取消
です。

所得税法上とは異なり、非課税所得も含みます
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子を扶養する場合、組合員の配偶者が被扶養者でない場合は、『夫婦共同扶養』となります。
毎年、夫婦の年間収入（過去の収入、現時点での収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの）を比較し、高
い方の1割を超える差がある場合は、収入の高い方が主たる扶養者となります。
夫婦の年間収入は、被扶養者認定時だけでなく、源泉徴収票の交付時や収入状況が変
わった時など、毎年、比較確認をしてください。

子の扶養：夫婦の収入を比較してください

夫婦共働きで子ども2人は私（組合員）の被扶養者。源泉徴収票で夫婦の収入を比較すると、配偶者の方が多く1割を超
える差があり、今後も夫婦の収入は前年と同程度で配偶者の方が多い見込み。
⇒夫婦の年間収入が逆転した場合は、配偶者へ扶養替えする必要があるため、速やかに医療・年金グループへご連絡く
ださい。
配偶者の保険者等が認定することを確認してから取消することとなります。

被扶養者が組合員と別居している場合は、次の送金額等を満たしたうえで、実生活上で
組合員が主として生計維持（生活費等の2分の1以上を負担）しているか確認してください。
①組合員からの仕送り等≧（被扶養者の収入＋組合員と他者からの仕送り等）の3分の1
②組合員からの仕送り等＞他者からの仕送り等

別居の場合：生計維持条件（送金額）を確認してください

別居の母のパート収入が月6万円ほどだったが、2か月前から、月9万円ほどに増えていた。仕送り額は毎月4万円。
⇒組合員の負担額が条件を満たさなくなっています。不定期の送金や物資での援助等、総合的に勘案したうえで条件を
満たさなければ取消です。
被扶養者の収入が所得限度額未満であっても、送金額が不足すれば取消となります。

平成28年10月に、短時間労働の方の被用者保険（健康保険と厚生年金）の適用が拡大されました。
被扶養者の方が勤務先で被用者保険の資格がある（健康保険証がある）場合、収入が
所得限度額未満であっても被扶養者にはなれません。

被用者保険の被保険者は被扶養者には該当しません

妻がパートで勤務条件が変わり（時間数が増え）、健康保険証ができた。
⇒健康保険の被保険者資格を取得しているため、健康保険証の資格取得日で取消です。

被扶養者の認定要件を備えた場合は、認定要件を備えた日から30日以内に届出をすることとなっています。
〇30日とは…認定要件を備えた翌日から30日です。
〇届出とは…被扶養者認定申告書及び必要書類を所属所へ提出することです。

認定要件を備えた翌日から30日以内に届出された場合は、認定要件を備えた日に遡及して認定できますが、30日を超え
て届出された場合は、届出日（所属所受付日）からの認定です。
なお、雇用保険関係書類は、後日提出可としています。

ご家族が新たに被扶養者として認定が必要となった場合は、速やかに所属所へ申し出
て、必要書類を所属所へ提出してください。

子が退職し、雇用保険は受給開始まで3か月ほどある。健康保険の任意継続はしていない。別居しているが、退職前に仕
送り（月6万円ほど）を始めた。
⇒健康保険の資格を喪失し、退職前に仕送りによる生計維持関係があるため、健康保険の資格喪失日（退職日の翌日）
で認定できます。
なお、別居で送金していない場合は、生計維持関係がないため認定できません。
また、認定後に雇用保険（日額3,612円以上）を受給した場合は、雇用保険の支給期間の初日で取消となります。

こんなときは取消です！

こんなときは取消です！

こんなときは取消です！

届出期限と認定日について

こんなときは認定を！

《新たに被扶養者の認定を届出するには》



3歳未満の子を養育する期間の標準報酬の特例について
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注）特例を適用できるのは申出日から遡って2年以内の期間になりますので、ご注意ください。

問い合わせ先：総務・健康グループ

※申出書は【愛媛支部トップページ→手続きナビ→短期給付の手続き→休業給付の手続き→3歳未満の子を養育している場
合の標準報酬月額の特例について】からダウンロードできます。

①子の3歳に到達した月の前月（手続き不要）
②（女性組合員）産前休業・育児休業等（掛金免除の特例の対象）を開始したとき
③（男性組合員）次の子が生まれ、その子を適用の対象にした場合
④養子縁組の解消、子の死亡、転勤等による別居など②～④の場合は、3歳未満の子を養育しない旨の届出が必要です。

3歳未満の子を養育している期間中に、標準報酬月額が下がった場合は「子を養育する前の標準報酬月額」により年金額を
計算する特例があります。
対象者は「3歳未満の子を養育する組合員」で男性・女性とも申出することができます。

年金制度改正法が公布され令和4年4月から年金制度が変わります
「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」（年金制度改正法）が令和2年6月5日に公布されま
した。主な改正の概要は以下のとおりです。
①在職中の年金受給の在り方の見直し
・65歳以上の人について、資格喪失時（退職時・70歳到達時）に老齢厚生年金の額を改定していましたが、在職中であって
も年金額の改定を定時に行うよう見直されます（毎年1回改定）。
・60～64歳の在職老齢年金制度（低在老）について、支給停止の基準額を28万円から47万円に引き上げられます。
②受給開始時期の選択肢の拡大
・繰下げ受給の上限年齢について、70歳から75歳に引き上げられます。
・繰上げ受給にかかる減額率が0.5％から0.4％に引き下げられます。
③国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
・国民年金の被保険者となった方に対する資格取得のお知らせとして「国民年金手帳」が交付されていましたが、「基礎年
金番号通知書」に切替えられます。

6月10日に子が出生し、翌年の3月31日に育児休業等が終了し、4月1日に復職した場合
・この出生前の標準報酬（子が出生した日の前月の標準報酬）：340,000円（5月の標準報酬月額）
・養育を開始した日：4月1日（育児休業等の終了日の翌日が属する月の初日）
・養育を終了した日：6月9日（養育している子が3歳に到達した日）

〇特例の適用例 ≪女性組合員≫

※特例の対象期間のうち、7月以後の期間は、標準報酬月額が「子の出生前の標準報酬月額」を下回るため、年金額の計算時に「子の出生前の標準報酬月
額」を使用して計算します。

掛金の計算

標準報酬月額

（340,000円　※掛金免除）

出生

産前産後休業・育児休業等

子の出生前の標準報酬月額

対象期間

復帰
育児休業等終了時改定 随時改定

3歳

340,000円 280,000円

4月 5月 6月 ～ 3月 4月 5月 6月 7月 ～ 4月 5月 6月 ～

年金の計算

320,000円

340,000円 320,000円

「子の出生前の標準報酬月額」が
標準報酬の月額とみなされます。

6月10日に子が出生し、翌年の3月31日に育児休業等が終了し、4月1日に復職した場合
・この出生前の標準報酬（子が出生した日の前月の標準報酬）：360,000円（5月の標準報酬月額）
・養育を開始した日：6月10日（子の出生日）
・養育を終了した日：6月9日（養育している子が3歳に到達した日）

〇特例の適用例 ≪男性組合員≫

3歳

6月

※特例の対象期間のうち、9月～3月の期間は、標準報酬月額が「子の出生前の標準報酬月額」を下回るため、年金額の計算時に「子の
出生前の標準報酬月額」を使用して計算します。

掛金の計算

標準報酬月額 出生

子の出生前の標準報酬月額
対象期間

随時改定定時決定

340,000円

4月 5月 6月 7月 8月 9月 ～ 3月 4月 5月 ～

年金の計算 360,000円

「子の出生前の標準報酬月額」が
標準報酬の月額とみなされます。

360,000円 380,000円

380,000円

次の場合は
特例の適用を
終了します。

医療・年金グループからのお知らせ

総務・健康グループからのお知らせ
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事前に組合員の所属所を通じて、共済組合へ以下の書類をご提出ください。（有効期間は申請
のあった日（所属所の受付日）の属する月の初日から最長1年です。）

申請方法は？

「限度額適用認定証」等の申請の有無に関わらず、最終的な自己負担額は同じです。
共済組合では、高額療養費及び附加給付を自動給付しています。
組合員（被扶養者）が保険医療機関等で治療を受け、保険診療の自己負担額が算定基準額（所得区分に応じた自己負担限

度額）を超えるときは、超えた金額を後日（受診月の3か月目以降に）共済組合から高額療養費として組合員の登録口座へ給
付（自動給付）します。

申請しなかったときは？

①診療対象者が70歳未満の場合

組合員の住民税が課税されている方

組合員の住民税が非課税（注2）で、
組合員の標準報酬月額が50万円以下の方

・「限度額適用認定申請書（注3）」

・「限度額適用・標準負担額減額認定申請書（注3）」
・「市区町村民税非課税証明書」

（診療月が4月～7月の場合は前年度のもの、8月～翌年3月の場合は当年度のもの。）

②診療対象者が70歳以上75歳未満の場合

「高齢受給者証」の負担割合が「3割」で、
組合員の標準報酬月額が79万円以下の方

「高齢受給者証」の負担割合が「2割」で、
組合員の住民税が非課税（注2）の方

・「限度額適用認定申請書（注3）」

上記のいずれにも該当しない方
申請手続きは不要です。

「高齢受給者証」を医療機関等の窓口に提示してください。

・「限度額適用・標準負担額減額認定申請書（注3）」
・「市区町村民税非課税証明書」

（診療月が4月～7月の場合は前年度のもの、8月～翌年3月の場合は当年度のもの。）

過去２年以内に組合員が育児休業等（無給休職）を取得している、または新規採用等で新たに組合員資格を取得した
場合は、市区町村民税（住民税）が非課税の可能性があります。
申請書の様式は、公立学校共済組合愛媛支部ホームページよりダウンロードできます。

【愛媛支部トップページ → 手続きナビ → 治療を受ける際の手続き → 高額療養費の限度額適用認定証の手続き】
 https://www.kouritu.or.jp/ehime/tetsuduki/chiryo/gendogaku/index.html

（注2）

（注3）

診療対象月に組合員が低所得者（市区町村民税非課税（注2）＝住民税が課税されない）に該当する場合は、通常の「限度額適用認定
証」の機能に加えて、入院時の食事代が一般の方よりも減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請できます。

（注1）

「限度額適用認定証」
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請について

組合員（被扶養者）が、入院・手術等で医療費が高額になることが見込まれる場合は、組合員（被扶養者）証と併せて保険
医療機関等へ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証（注1）」を提示することで、保険診療の窓口
負担額のうち高額療養費分の支払いが免除（所得区分に応じた自己負担限度額までの支払いに減額）されます。

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは？

育児休業手当金及び介護休業手当金の
給付上限日額が変更されました

令和3年8月1日以後の期間について支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の給付上限日額が次の通り変更され
ました。

給付上限日額
区　　分

育児休業手当金（50％適用の場合）

育児休業手当金（67％適用の場合）

介護休業手当金（67％適用の場合）

10,370円

13,896円

15,294円

10,240円

13,722円

15,102円

変更前（令和3年7月休業分まで） 変更後（令和3年8月休業分から）

・・・・・

・・・・



展示・販売企画にご参加いただ
ける学校を募集しております。
ご興味のある先生方、ご連絡お
待ちしております。

公立学校共済組合道後宿泊所

〒790-0858 松山市道後姫塚118-2
E-mail：nigitatsu@islands.ne.jp

皆様のご来館を職員一同、心よりお待ちしております。

TEL：089-941-3939
FAX：089-932-8370
https://nigitatsu.jp

個人情報について：愛媛支部では、「公立学校共済組合個人情報保護方針」に基づき、取り扱っております。

－道後宿泊所 にぎたつ会館からのお知らせ－

9月～11月にかけて
西条農業高校と
伊予農業高校の
生徒さんが考えた
メニューのお弁当が
登場しています。

農業科6校・水産科1校の生徒さんの作品を
令和4年3月31日まで

ロビー・予約コーナーにて展示しております。
たくさんの作品が並んでおりますので、

ぜひご覧ください。

松山盲学校の生徒さんが製作した商品です。
とても可愛らしい商品に仕上がっております！

生徒さん作品の販売の場を提供しています。生徒さん作品の販売の場を提供しています。

このお弁当は伊予農業高校の
生徒さんが

考えたお弁当です。

コラボ弁当コラボ弁当

にぎたつ会館は、館内レストラン・各宴会場において
愛媛県が定める感染症予防対策を講じ

今後とも感染症予防対策を徹底し営業してまいります。
安心してお食事を楽しめるように、ご利用いただく皆様も
感染症対策のご協力をよろしくお願いいたします。

の認定を受けております。

「愛顔の安心飲食店認証制度」

※封筒は校内で使用
した点字用紙をリ
サイクルして作成
されています。

カレンダーA3版
カレンダー卓上版
はがきセット
封　筒
コインケース

400円
350円
150円
50円
400円

←※こちらは伊予農業高校の生徒さんの作品です。被服班の
　　作ったドレスと猫のタペストリー

生徒作品展示中生徒作品展示中

①1,200円→ 600円　②1,600円→ 800円
③2,000円→1,000円　④3,000円→1,500円
⑤4,000円→2,000円　⑥5,000円→2,500円
⑦6,000円→3,000円 7種類ございます

組合員のお弁当は半額補助が適用されます！ とくとくプラン
その他にも

※同料金で鯛づくしにも変更できます。　※写真はイメージです。

※ご料金は全て消費税・サービス料込みの金額です。

※写真はイメージです。

※飲み放題＋1,900円（２時間）

会食と合わせても

5,700円
組合員補助
ご利用で

組合員補助
ご利用で

6,000円

にぎたつ会館の豪華なお料理を
ご堪能ください‼にぎたつ会館の豪華なお料理を
ご堪能ください‼

本格会席膳お弁当

2,400円2,400円3,000円3,000円

一泊朝食付き2,000円(土・祝前日は+1000円)
12月26日まで本格会席膳ご利用の場合、

何日前からでもご予約承ります！

4,400円4,400円

坊っちゃん劇場チケット付き宿泊プラン坊っちゃん劇場チケット付き宿泊プラン
一泊ニ食チケット付き 大人￥9,300（通常料金16,700円）新企画！

（☆税・サ込 ☆補助利用後料金 ☆土曜・祝前日同料金）

令和3年11月19日～令和4年8月中旬（予定）
※ご予約は11月10日から
詳細はパンフレット・HPをご覧ください。特典

付き


