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§２３ その他 

§２３の１ 遺族 

《共済組合》 

１ 遺族の範囲（法第2条第1項第3号第3項,施行令第4条,運用方針第2条関係施行令第4条） 

(1) 組合員又は組合員であった人の配偶者，子，父母，孫及び祖父母で，組合員又は組合員であ

った人の死亡当時（失踪の宣告を受けた組合員であった者にあっては，行方不明となった当時）

その人によって生計を維持していた人(注)。 

 この場合において，配偶者のうち夫，父母，祖父母，子又は孫とは，次に該当する人に限りま

す。 

①配偶者のうち夫，父母又は祖父母 

 ア 55歳以上の人 

②子又は孫 

ア 18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にあって，まだ配偶者がない人 

イ 20歳未満で，組合員又は組合員であった人の死亡当時から引き続き障害等級が１級又は２

級の障害の状態にある人 

(2) 組合員又は組合員であった人の死亡当時胎児であった子が出生した場合は，その子。 

 

(注) 組合員又は組合員であった人の死亡当時その人によって生計維持していた人とは，当該組合

員又は組合員であった人の死亡当時その人と生計を共にしていた人のうち，恒常的な収入金額

が将来にわたって年額850万円以上になると認められる人以外の人のことをいいます。 

 

２ 遺族の順位（法第45条,第46条） 

短期給付，長期給付において，給付を受けるべき遺族の順位は，次のとおりです。 

順位 続       柄 

１ 配偶者（届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含む。）及び子 

２ 父母（養父母，実父母の順とする。） 

３ 孫 

４ 祖父母（養父母の養父母，養父母の実父母，実父母の養父母，実父母の実父母の順とする。） 

 

＊ 給付を受けるべき遺族に同じ順位者が２人以上あるときは，当該給付は，その人数により等分

して給付されます。 
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《互助組合》（◯互組合員規則第10条） 

１ 遺族の範囲 

組合員であった人の配偶者，子，父母，孫及び祖父母。 

 

２ 遺族の順位 

  共済組合の取扱いに準じます。 

 

 ＊ 給付を受けるべき遺族に同じ順位者が２人以上あるときは，当該給付は，その人数により等

分して給付されます。ただし，そのうちの１人を請求及び受領について代表者として定め，同じ順

位者全員の同意書を添えて請求があったときは，その代表者に支給します。 
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§２３の２ 時効 

《共済組合》 

１ 短期給付の時効（法第144条の23第1項,運用方針第144条の23関係） 

(1) 短期給付を受ける権利は，その給付事由が生じた日から２年間行わないときは時効によって消

滅します。 

ア 「給付事由」とは，それぞれの給付を受ける権利の生ずる原因をいいます。 

 例えば，出産費については，出産が給付事由となります。 

イ 「行わない」とは，請求権を行使するのに法律上の障害がないにもかかわらず行使しないこ

とをいいます。 

(2) 消滅時効の起算日等 

ア 給付を受ける権利の消滅時効の起算日は，次のとおりです。 

(ｱ) 療養費又は家族療養費 

 組合員が医療機関等に療養の費用を支払った日の翌日 

(ｲ) 移送費又は家族移送費 

 組合員が移送に要した費用を支払った日の翌日 

(ｳ) 高額療養費 

 組合員が医療機関等に高額療養費の支給に係る部分を支払った日の翌日 

(ｴ) 傷病手当金，出産手当金，休業手当金又は介護休業手当金 

 それぞれ勤務に服することができない日ごとに，その翌日 

(ｵ) 育児休業手当金 

 勤務に服さなかった日ごとに，その翌日 

イ 時効までの２年間には給付を請求するため郵送に要した日数は算入されません。ただし，時

効となる日までに共済組合に給付の請求書が到達しなかった場合であっても，その日までに郵

送に託したことが消印等により証明されれば，給付を受けることができます。 

 

２ 長期給付の時効 

 年金である長期給付の請求権については，基本権と，その基本権に基づき毎支給期ごとに支給さ

れる年金の請求権たる支分権とがあります。基本権は，年金の給付事由が生じた日から５年間その

決定を請求しないと消滅することになります。しかし，一度その権利が確定するとその後は時効に

よって消滅しないものとして取り扱われます。また，支分権は，支給すべき期日の翌月の初日を起

算日として５年間行使しないと消滅します。 

３ 掛金の徴収権等の消滅時効 

 掛金を徴収し，又はその還付を受ける権利は，２年間行わないときは，時効によって消滅します。 
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 この場合の時効の起算日は，掛金を徴収し，又は払い込むべき月の翌月の初日とされています。 

 

《互助組合》（◯互運営規則第5条第2項） 

 互助組合から給付を受ける権利は共済組合と同様に，３年間行わないときは消滅するものとされて

います。 

 

 共済組合及び互助組合とも給付及び掛金に係わるもの以外のものについては，民法等他の法律の適

用を受けることになります。 
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§２３の３ 支払未済の給付の受給者の特例 

《共済組合》（法第47条，施行令第23条） 

 給付を受ける権利を有する人が，その支給を受けることができた給付を受けないで死亡した場合，

その支払を受けなかった給付については，その人の配偶者，子，父母，孫，祖父母，兄弟姉妹又はこ

れらの人以外の三親等内の親族であって，その人の死亡の当時その人と生計を共にしていた人に支給

する。 

支払未済の給付を受けるべき人の順位は，次のとおりです。 

順位 続       柄 

１ 配偶者（届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含む。） 

２ 子（死亡した人が公務遺族年金の受給権者である配偶者であったときは，死亡の当

時，その人と生計を共にしていた組合員又は組合員であった人の子であって，その

人の死亡によって公務遺族年金の支給の停止が解除されたものも含む。） 

３ 父母 

４ 孫 

５ 祖父母 

６ 兄弟姉妹 

７ １～６位の人以外で，三親等内の親族であって，死亡の当時，その人と生計を共に

していた人 

※給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができ

るものとし，この場合において，その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなします。 

 

《互助組合》（◯互運営規則第9条） 

 共済組合と同様に取扱います。 

 

§２３の４ 不服審査制度 

《共済組合》 

 共済組合が行う，組合員の資格若しくは給付に関する決定，掛金の徴収，組合員期間の確認又は国

民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の審査に関し不服がある人は，文書又は口頭で公立学

校共済組合審査会に対して，行政不服審査法による審査請求をすることができます。 

 組合員等がこの制度に基づき，審査請求を行おうとするときは，共済組合の処分があったことを知

った日から原則として３か月を経過する日まで（※平成28年３月31日までにされた申請に係る決定等

については，60日以内）に手続きをしなければいけません。 

 審査会は，組合員を代表する人，地方公共団体を代表する人及び公益を代表する人それぞれ２人ず
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つの委員で構成されています。 

 

§２３の５ 組合員の資格喪失後の給付金からの控除（法第48条） 

 組合員が資格を喪失したときに，その人又はその遺族等に支給すべき給付金（埋葬料及び家族埋葬

料に係る給付金は除く。）があり，かつ，その人が組合に対して支払うべき金額があるときは，その

給付金から控除します。 

 

§２３の６ 給付の制限 

 地方公務員等共済組合法第108～111条により，給付の制限が設けられています。 

 

§２３の７ 給付の決定 

 給付を受ける権利は，その権利を有する人の請求に基づいて共済組合が決定します。 

 

§２３の８ 不正受給者からの費用の徴収 

 組合員証の不正使用，仮病等偽りその他不正行為によって給付を受けたときは，共済組合はその給

付に要した費用の全部又は一部を徴収します。 

 

§２３の９ 給付金明細書の交付 

１ 給付金明細書の交付 

 (1) 交付対象者 

     給付金の支給がある組合員のみに給付金明細書（以下「明細書」という。）を交付します。医

療機関等の受診があっても給付金の支給がない組合員には，明細書の交付はありません。 

 (2) 交付日 

   振込日（原則：毎月月末）の３営業日前を目途に交付します。 

 (3) 交付方法 

「広島県人事給与・福利厚生システム」（以下「システム」という。）の稼動に伴い，明細書の

交付方法は次表のとおり所属所によって異なります。 

     （平成 23年 1 月分～） 

区分 交付方法 所属所の対応 

県教委事務局 各自が個人 PC 端末からシステムにロ

グインし，閲覧・印刷する。 
－（※） 

県立学校 

小中学校 

（共同調理場を含む） 所属所 PC端末からシステムにログイ

ンし，明細書を印刷する。 

所属所分を印刷し，組合員に交付

する。 広島特支，広島市教育センター，尾道南

高等学校 

県教育事業団，市立高校，大学，幼稚園，

中国中央病院，共済職員，組合専従，互

助職員，認定こども園 

紙の明細書を所属所に送付する。 そのまま組合員に交付する。 

※ 県教委事務局及び県立学校においては，一定の権限を付与した者のみが全員分の閲覧を可
能とし，閲覧できない休職者等へ明細書を交付します。 
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振込金額   355,351円 

 

２ 給付金明細書の記載例 

 

 
給 付 金 明 細 書 

                                      公立学校共済組合広島支部 

一般財団法人広島県教育職員互助組合 

所属所コード：１２３４５    所属所名 ：○○小学校 

組合員証番号：１２３４５６   組合員氏名：広島 花子 

 

医療費及び給付金について，次のとおり決定しましたのでお知らせします。 

 

  

 

 

 

 

 

診療年月 対象者氏名 給付名称 コード 診療金額 法定給付額 附加給付額 互助給付額 

平成 28 年 2 月 広島 一郎 高額療養費 0343 500,000 67,570 57,400  

平成 28 年 4 月 広島 花子 育児休業手当金 0164  230,181   

平成 28 年 1 月 広島 一朗 Ｇ家族療養費 0347 10,000   200 

        

        

給 付 金 振 込 銀 行 給 付 金 額 振 込 年 月 日 

広 島 銀 行 

○ ○ 支 店 

共済給付額  355,151円 

互助給付額    200円 

合   計   355,351円 

平成 28年５月 31日 

 

この給付に関する決定（互助給付額を除く。）について不服のある者は．．．． 
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３ 給付金明細書の見方 

 

 
「給付名称」

欄 
説      明 本文記載頁 

高額療養費 

法定給付額は「高額療養費」の額です。 

 

（前記２の記載例の場合）  

＊標準報酬月額が 28万円以上 53万円未満の組合員の場合 

500,000円×0.3 （自己負担額）－｛80,100 円＋（500,000 円－

267,000円）×1％｝＝67,570円 

 

§9-009頁 

附加給付額は「一部負担金払戻金」の額です。（被扶養者の場合

は「家族療養費附加金」です。） 

 

（前記２の記載例の場合）  

＊標準報酬月額が 28万円以上 53万円未満の組合員の場合 

150,000 円（自己負担額）－67,570 円（高額療養費）－ 25,000

円  

＝ 57,400円（100円未満切捨て） 

 

§9-004頁 

一部負担金 
払戻金 

附加給付額は「一部負担金払戻金」の額です 

 

例）医療費 100,000円×0.3（自己負担額） － 25,000円  

＝ 5,000円（100円未満切捨て） 

 

家族療養費 
附加金 

附加給付額は「家族療養費附加金」の額です 

 

例）医療費 120,000円×0.3（自己負担額） － 25,000円  

＝ 11,000円（100円未満切捨て） 

 

Ｇ家族療養
費 

互助給付額は「家族療養費」の額です。 

 

（前記２の記載例の場合）  

（10,000円×0.3（自己負担額）－ 2,500円）÷２ 

＝200円（100円未満切捨て） 
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§２３の10 所属所及び給与支給機関 

 公立の小学校・中学校・県費負担栄養職員が勤務する共同調理場・高等学校・特別支援学校・大学・

幼稚園・県教委事務局，教育事務所及び附属機関，学校以外の教育機関，中国中央病院は，それぞれ

ひとつの所属所として共済組合の支部の組織を構成し，その長は所属所の事務を行うことになってい

ます。 

 なお，これらの中で県教委事務局，教育事務所及び附属機関，学校以外の教育機関，高等学校，特

別支援学校，大学等は給与支給機関としての事務も行うことになっています。 

 

１ 所属所長の事務 

(1) 組合員が支部に提出する申告書・申請書・申込書等及び組合員が退職した際に提出する書類

を受け付け，所属所受付欄のある書類には必ず受付印を押し，その内容を確認の上，所属所長

印を押して支部に送付してください。ただし，扶養手当が支給されている被扶養者に係る被扶

養者申告書は，所属所で受付後，次表の提出先へ提出してください。 

関 係 所 属 所 提 出 先 

県費負担教職員で，広島市立小学校，中学校，高等学

校，特別支援学校，幼稚園及び共同調理場 

広島市教育委員会又は学校事務セ

ンター 

市町費負担職員 関係市町教育委員会 

市立大学 各市給与支払者 

県教委事務局，教育事務所及び附属機関，学校以外の

教育機関 

会計管理部総務事務課（共通業務グ

ループ） 

(2) 給与から控除されなかった掛金・償還金があるときは，支部の通知に基づいてこれを処理し

てください。 

(3) 支部から送付する承認書・通知書・広報紙等を組合員に交付してください。 

(4) 組合員異動報告書を提出してください。 

(5) その他の共済組合に関する事務 

 

２ 給与支給機関の事務 

(1) 掛金，貸付償還金の給与控除と払込み 

ア 源泉徴収 

 毎月，組合員に支給する給料から短期・長期・介護掛金及び貸付償還金を控除してください。 

イ 払込み 

 給与から控除したこれらの金額は，それぞれの払込通知書及び償還金納付通知書により，直

ちに払い込んでください。 
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ウ 提出書類 

 払込みと同時に「組合員数，標準報酬月額及び掛金・負担金集計調書」，「短期・長期掛金内

訳書」を広島支部へ提出してください。 

エ 注意事項 

(ｱ) 給与改定等による差額掛金負担金を払い込む場合は，例月分とは別の払込通知書により払

い込んでください。 

(ｲ) 年度をまたがった掛金，負担金を納入する場合は，それぞれ年度別に払込通知書を作成し

てください。 

(2) 過誤納金の取扱い 

 掛金及び貸付償還金に過誤納があった場合は，その人の翌月分で調整できるもの以外は過誤納

金還付の請求書により請求してください。 

 なお，翌月調整を行った場合は，そのことを払込通知書に明記のうえ，調整した後の額を払い

込んでください。 

(3) 未払金の払込み 

 組合員又は組合員であった人が組合に対して支払わなければならない掛金等があるときは，給

料その他の給与を支給する際にこれを控除して，その人に代って払い込んでください。 

(4) 負担金の払込み 

 市町費負担の小学校・中学校・高等学校・大学又は幼稚園の組合員の短期・長期・介護の負担

金は，事業主たる市町が毎月，払込通知書により払い込んでください。 

 教職員組合にあっても，これに準じて払い込んでください。 

 なお，市町は，このほかに事務費の負担金として，年度当初に共済組合が示すところにより払

い込んでください。 
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§２３の11 所属コード一覧表 
共済組合が独自に設定している所属所（市立大学・高校・幼稚園，その他）の所属コードのみを掲載 

平成28年4月1日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コード 所属所名 コード 所属所名

95000 公立学校共済組合広島支部 99570 小坂幼稚園

99300 中国中央病院 99571 沼田東幼稚園

99301 尾道大学 99576 栗原幼稚園

99304 基町高等学校 99581 三成幼稚園

99305 舟入高等学校 99582 木頃幼稚園

99306 広島市立広島商業高等学校 99583 木ノ庄西幼稚園

99307 呉市立呉高等学校 99584 木ノ庄東幼稚園

99308 福山高等学校 99586 高須幼稚園

99310 広島県教職員組合 99588 百島幼稚園

99311 広島県高等学校教職員組合 99589 戸崎幼稚園

99312 全広島教職員組合 99590 向東幼稚園

99315 広島市立広島工業高等学校 99591 栗原北幼稚園

99316 大手町商業高等学校 99592 土生幼稚園

99317 安佐北高等学校 99593 重井幼稚園

99318 沼田高等学校 99594 東生口幼稚園

99319 美鈴が丘高等学校 99595 三庄幼稚園

99320 広島市立大学 99596 中庄幼稚園

99324 県立広島大学　広島キャンパス 99598 本郷幼稚園

99325 県立広島大学　庄原キャンパス 99600 豊島幼稚園

99326 県立広島大学　三原キャンパス 99604 大崎幼稚園

99400 矢賀幼稚園 99606 木江幼稚園

99401 大町幼稚園 99610 大乗幼稚園

99402 基町幼稚園 99650 東幼稚園

99403 船越幼稚園 99651 西幼稚園

99404 瀬野幼稚園 99654 川口幼稚園

99405 落合東幼稚園 99655 手城幼稚園

99406 矢野幼稚園 99656 深津幼稚園

99408 温品幼稚園 99659 郷分幼稚園

99409 福木幼稚園 99661 高島幼稚園

99410 山本幼稚園 99662 箕島幼稚園

99411 長束幼稚園 99664 大津野幼稚園

99413 古市幼稚園 99665 春日幼稚園

99414 安幼稚園 99667 走島幼稚園

99416 中筋幼稚園 99668 伊勢丘幼稚園

99417 安西幼稚園 99669 あけぼの幼稚園

99418 川内幼稚園 99670 引野幼稚園

99419 緑井幼稚園 99671 坪生幼稚園

99420 八木幼稚園 99673 旭丘幼稚園

99421 上緑井幼稚園 99674 福山市立大学附属幼稚園

99422 落合幼稚園 99675 緑丘幼稚園

99423 口田幼稚園 99676 桜丘幼稚園

99427 宮島幼稚園 99679 幕山幼稚園

99431 ゆたか幼稚園 99680 西深津幼稚園

99450 八本松中央幼稚園 99681 久松台幼稚園

99451 御薗宇幼稚園 99682 新涯幼稚園

99550 竹原西幼稚園 99684 日吉台幼稚園

99551 竹原東幼稚園 99685 神辺幼稚園

99554 木原幼稚園 99686 湯田幼稚園

99555 中之町幼稚園 99687 道上幼稚園

99556 西幼稚園 99688 川口東幼稚園

99557 田野浦幼稚園 99693 大和認定こども園

99558 須波幼稚園 99694 三庄認定こども園

99559 深幼稚園 99695 三幸幼稚園

99560 南幼稚園 99696 福山市立大学

99562 幸崎幼稚園 99697 尾道市立大学

99563 沼田西幼稚園 99698 久井こども園

99564 小泉幼稚園

99569 鷺浦幼稚園
（注）　広島支部関係分のみ掲載


