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時期 短期給付係 長期給付係 互助組合 健康管理係 経理貸付係 福利調整係 時期

４月

※４月異動時速やかな提出を！

４月
「組合員資格取得（継続）届」
「被扶養者申告書」等提出
【中旬】組合員証の一斉送付
（市町費職員〔大学・中病〕，有期職員
は書類受理後送付）

「年金加入期間等報告書」
「転入届書」等提出

「互助組合加入申込書」提出
「退会給付金請求書」提出

生活習慣病予防健診（人間ドック）募集
（実施時期６月～２月）
リラクゼーションドック募集

（実施時期６月～ 11月）

福利ひろしま特集号
「共済 / 互助のしおり」発行

５月 ５月

６月

こころとからだのリフレッシュセミナー募集
( 実施時期７月～８月）
ライフプランセミナー募集

（実施時期７月～８月）
福祉保険制度募集

（加入（更新）日：11月１日）

【18日】
第１回一部繰上償還申込締切

福利ひろしま vol.298 発行

６月

７月 【上旬】被扶養者証等検認
公費受給者証の確認～９月中旬

リフレッシュ給付金支給
（年齢該当者） ７月

８月 ８月

９月 器官別検診（レディース検診）募集
( 実施時期11月～２月）

福利ひろしま vol.299 発行 ９月

１０月 定年退職者説明会 器官別検診（大腸がん検診）募集
（実施時期１月）

団信中途加入申受付（予定） １０月

１１月
福利厚生助成事業

（図書カード配布）
（へき地校等勤務の組合員）

団信中途加入申受付（予定）
１１月

１２月 【13日】
第２回一部繰上償還申込締切

福利ひろしま vol.300 発行 １２月

１月 １月
２月 ２月

３月
【17日】任意継続組合員申出書中間
締切
最終締切・4/19

「転出届書」等提出 退職医療組合員申出書
最終締切・4/30

福利ひろしま vol.301 発行
３月

毎月

【10日】各種手当金等請求締切
　　→【当月末給付】

（11日以降に受け付けたも
のは翌月末に給付）

【１日】貸付申込締切
→【当月19日】送金

【10日】貸付申込締切
→【当月28日】送金

【10日】諸給付等請求締切
→【当月末給付】  （11日以降に受け

付けたものは翌月末に給付）

【20日】
・貸付申込締切
・全額繰上償還申込締切
※ 12月のみ全繰の申込締切は13日
・育休等償還猶予申出締切

毎月

随時
「被扶養者申告書」等提出 「退職届書」等提出 「互助組合加入申込書」提出

「退会給付金請求書」提出
一日相談所

（４月から７地区20日程開催）
「掛金等免除申出書」，
「３歳未満の子を養育する旨の申出
書」等提出

福利ひろしま「表紙写真」募集
随時

令和３年度 共済・互助組合 年間スケジュール（予定）

【よくある問合せ（ページ参照先）】
•　 ４月異動時に必要な手続は？→ p２（４月表中）
• 　標準報酬月額の決定・改定とは？→ p５
• 　共済組合が実施する人間ドックの対象者は？→ p24
• 　共済組合，互助組合の被扶養者が受けられる健診はありますか？→ p22（共），p45（互）
• 　共済組合，互助組合の貸付金の申込締切日は？→ p２～３（共・互），p41（共），p46（互）
• 　就職したばかりですが，共済組合の貸付けの申込みはいつからできますか？→ p41
• 　互助組合の退会給付金の対象者は？→ p44

■　この冊子に掲載している申込書様式は，コピーをして申し込んでください。

★ホームページのお知らせ
　広島支部ホームページで「組合員専用ページ」を開設しています。
　様式集やお知らせなどの情報を掲載していますので，ぜひアクセスしてください。
　【「組合員専用ページ」の御利用方法】
　　＜ステップ１ ＞ 広島支部ＨＰにアクセスし，「組合員専用ページ」のログインアイコン　　　　　　　　　をクリック。
　　＜ステップ２＞支部名を選択したうえで，２情報（組合員証番号，生年月日（西暦８桁））を入力。
　　　※　新規の組合員の方は組合員専用ページにログインできるようになるまで，一定の日数を要します。
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公立学校共済組合広島支部 関係
福利調整係 （082）513-4951（広報関係）
経理貸付係 （082）513-4955（掛金関係・貸付関係）
短期給付係 （082）513-4957,（082）513-4958（組合員資格・各種給付関係）
長期給付係 （082）513-4959（年金関係）
健康管理係 （082）513-4954,（082）513-4956（健診事業・健康づくり事業・一般事業）

一般財団法人 広島県教育職員互助組合 関係
事務局 （082）228-1386

◎ 電話番号は，各係へのダイヤルインです。 〔参考〕（一財）広島市職員互助会に加入の方へ

一般財団法人 広島市職員互助会
〒730-8586　広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
                   広島市役所内（本庁舎15階）

TEL（082）504-2060（管理係直通）
　　 （082）504-2063（福利係直通）
FAX（082）245-8337
このしおりに当該互助会の制度は掲載していませんので，互助会等発行の「福利厚生の手引き」で確認するか，
こちらにお問い合わせください。

問 合 せ 先

★あなたの写真が表紙になります！★
未発表の写真をお寄せください。
詳細については , 広島支部 HP「組合員専用ページ」
から御覧ください。


