
共済おおさか 令和３年１月213号

育児休業手当金の延長給付 医療 担当
☎06-6941-2867

　育児休業に係る子が1歳に達する日後に保育所へ入所できない等の総務省令で定める要件に該当する場合は、
本来、1歳までの育児休業手当金の給付を、最長2歳に達する日まで延長して受給できます。
　請求される際は、下記の点についてご注意ください。

当該子が1歳に達する日（1歳の誕生日の前日）までに、少なくとも1歳に達する日の翌日（1歳の誕生日）
を保育所入所希望日として市町村に保育の申し込みを行っているが、1歳に達する日後の期間について、
その実施が行われない場合

●総務省令で定める要件に該当するときの支給期間の延長措置
　 　当該子が1歳に達する日後の期間について、育児休業をすることが必要と認められるものとして総務省令で

定める要件に該当するときは、最長2歳に達する日まで請求できます。

●請求手続き
　請 求 書→「育児休業手当金（１歳超分）請求書」
　添付書類→・市区町村が発行した「保育所入所不承諾の通知書」等（原本）
　　　　　　　　注１： 「保育所入所不承諾の通知書」等において、入所希望日（〇月〇日）・申請日及び入所不

承諾（保留）期間がわかることが必要です。記載がない場合は、別途、入所希望日や申
請日が確認できる書類（※）の提出をお願いする場合があります。

　　　　　　　　　　　※ 保育所へ申し込んだ際の申し込み用紙の写しや当支部様式の「保育待機状態であるこ
との証明願」等

　　　　　　　　注２： 請求期間は、原則、市区町村の「保育所入所不承諾の通知書」等が発行された月までと
なります。

　　　　　　・ １歳を超えてから育児休業期間を延長した場合は「育児休業承認通知書」の写し（所属所長の原
本証明）

●こんな時は、支給要件に該当しません！

1歳の誕生日を過ぎ
てからの入所希望日
は、対象にならない
んだね！！

育児休業手当金の請求は、事実発生日（育児休業取得日または 1 歳の誕生日）以降に所属所を通じて請求してください。
育児休業手当金の請求手続きの詳細は、大阪支部の HP をご覧ください。

1歳の誕生日を過ぎた日
を入所希望日として保育
所の入所申し込みをし、
待機状態になったとき

保育所の入所が
決定したとき

保育所の入所決定を
辞退したとき

要件をよく確認してね！

育児休業開始日 １歳の誕生日 ２歳の誕生日

保育所に入所できない

給付の延長本来の育児休業手当金

「入所希望日」を１歳の誕生日までとし、
１歳の誕生日の前日までに入所申込みをする

総務省令で定める要件とは？

5努力する５つのこころ
「こころの再生」府民運動



共済おおさか

ジェネリック医薬品を活用してみましょう！

医療費控除を受ける際の医療費通知について

医療 担当
☎06-6941-2867

医療 担当
☎06-6941-2867

トップページ（お知らせ）　　　「医療費通知（医療費のお知らせ）」についてHP 公立学校共済組合 大阪支部 検索

　公立学校共済組合大阪支部では、希望者に対して、「医療費通知（医療費のお知らせ）」を交付いたします。 
交付を希望される方は、大阪支部HPから「医療費のお知らせ」交付申請書をダウンロードし、添付書類を添え
て医療担当まで送付してください。

●ジェネリック医薬品とは？
　 　先発医薬品（新薬）と薬効や安全性が同等であると厚生労働省が承認した医薬品です。

●ジェネリック医薬品を使用するには？
　 　ジェネリック医薬品への切替えを希望の場合は、病院（保険薬局）で医師（薬剤師）にその旨お伝えいただ

くか、ページ下の「ジェネリック医薬品お願いカード」をご提示ください。
※全ての医薬品に対応するジェネリック医薬品が製造・販売されているわけではありません。
　 また、新薬と有効成分等が同等の場合でも、使用される添加物が異なる場合があります。アレルギーや他の医薬品との飲み合

わせ等については、医師（薬剤師）にご相談ください。

お薬の価格は３割以上、
中には５割以上お得に 
なる場合もあります。

調剤技術の進歩等により、錠
剤を小さくしたり、苦みを抑
えたりして、飲みやすくなっ
ている場合もあります。

国による厳しい審査を
受け、承認されています。

特許期間の終了で、開発元
以外の製薬会社も製造・販
売できるから安いのです。

先発医薬品より
家計にやさしい

安さの理由は
特許期間の終了

効き目も安全性も
先発医薬品と同じ

使いやすい、
飲みやすい❶ ❷ ❸ ❹

6 ルールやマナーを守る５つのこころ
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共済おおさか 令和３年１月213号

退職予定者
向け 退職後の医療保険のしくみ 資格 担当

☎06-6941-3164

　退職した日の翌日から、公立学校共済組合の組合員資格がなくなります。今まで使用していた組合員証、被扶
養者証等は使うことができなくなりますので、何らかの医療保険制度（健康保険）に加入しなければなりません。
退職後に加入する医療保険制度は、退職後の進路等によって異なりますので、下表を参考にしてください。
　公立学校共済組合の資格を喪失される場合、現在の組合員証は使用できませんので、資格担当へ返却いただく
ことになります。

退職（資格喪失）

Ａ．再任用フルタイム勤務
（38時間45分 /週）

Ｂ．常勤の臨時講師※

Ｃ．再任用短時間勤務
（週20時間以上）

Ｄ．再就職する
（健康保険制度加入有）

公立学校共済組合
大阪支部
Ａ．再任用フルタイム勤務
の場合、現職時の組合
員証をそのまま継続し
てお使いいただけま
す。

Ｂ．常勤の臨時講師の場合
は、下記の【常勤の臨
時講師についてのお知
らせ】を参照してくだ
さい。

就職先の健康保険
全国健康保険協会
管掌健康保険等

※健康保険制度に加入
できるかどうかは、
就職先の雇用条件等
を必ずご確認くださ
い。加入できない場
合は、Ｅを参照してく
ださい。

Ｅ．再就職しないまたは
健康保険制度の適用がな
い再就職及び再任用勤務

以下①～③から選択
（①②は保険料等の納付が必要）

①共済組合の任意継続組合員
⇒申出手続きは次頁をご覧ください。

②国民健康保険
⇒お住まいの市区町村の国民健康保険主管課窓口に
て、退職日より14日以内に手続きが必要です。

③家族が加入している医療保険の被扶養者
⇒被扶養者の認定基準については、各健康保険組合に
よって異なりますので、加入予定先にてご確認くだ
さい。

加

　入

　先

医
療
費
窓
口

自
己
負
担
額

本人・家族（入院・外来）３割 ※ただし70歳～74歳は一般２割、現職並所得者３割。
　被扶養者で小学校就学前までは２割。

【※Ｂ　常勤の臨時講師についてのお知らせ】
　地方公務員法の改正により、令和２年４月１日から、フルタイムで勤務する常勤講師等の臨時的任用職
員については、任用の日から公立学校共済組合の資格を取得することとなりました。
　また、同一の任命権者による任用が９日以内に再度行われる場合（例．3 月 31 日退職の場合、4 月 9
日までに任用されることを指す）において、事実上の任用期間が中断することなく存続していると勤務の
実態に照らして判断される場合は、組合員資格は喪失しないものとして取り扱われることとなります。同
一の任命権者であっても、９日以上空いて再度任用が行われる場合は、組合員資格は継続しません。その
場合は、一旦組合員証を資格担当へ返却いただき、再度資格取得の手続きをしていただくこととなります。

令和３年３月末に退職されるみなさまへ

7７つのアクション
「こころの再生」府民運動

「あかんもんはあかん」と、はっきりしかろう



共済おおさか

退職予定者
向け

退職予定者
向け

資格喪失後に誤って組合員証・被扶養者証を使用したとき 医療 担当
☎06-6941-2867

退職後も受けられる短期給付 医療 担当
☎06-6941-2867

区分 支給要件 給付額 提出書類

傷 病
手当金

組合員期間が1年以上あった者が、
公務によらない傷病による療養のた
め、勤務に服することができず、①
傷病手当金を受けていて退職したと
き②支給された報酬額が傷病手当金
の給付額を上回っていたことによ
り、傷病手当金を受けずに退職し、
なお、引き続き労務に服することが
できないとき

支給開始日（注2）の属する月以前の直
近の継続した12か月の標準報酬月額
の平均額×1/22×2/3×日数

（日数は、土曜日及び日曜日を除く）
※ 傷病手当金の支給期間は、1年6か月（結

核性の病気については3年）です。

◇傷病手当金請求書
　（暦月単位で請求）
・退職後に加入した医療保険証の写し
・年金証書の写し
　（年金受給者のみ）
※支給要件②の場合、
　退職月の出勤簿の写し

※老齢厚生年金（退職共済年金）・障害厚生（共済）年金・障害手当金及び障害基礎年金のいずれかの支給を受けることとなったとき
　以後は、傷病手当金の額が退職共済年金等の額を上回るときに、その差額を支給します。

埋葬料 組合員が退職後３か月以内に死亡し
たとき 50,000円（定額）

◇埋葬料請求書
・埋火葬許可証の写し
・ 退職後に加入した医療保険証の写し
・ 退職時に被扶養者がおらず、実埋葬

者が請求する場合は、埋葬に要した
費用の「領収書」及び内訳書等

　（原本：確認後返却）

出 産
手当金

組合員期間が1年以上であった者の
出産日（又は出産予定日）が、退職
日から42日以内であるとき 支給開始日（注2）の属する月以前の直

近の継続した12か月の標準報酬月額
の平均額×1/22×2/3×日数

（日数は、土曜日及び日曜日を除く）

◇出産手当金請求書
　（暦月単位で請求）
・ 退職後に加入した医療保険証の写し
・退職月の出勤簿の写し

※ 支給期間は、出産の日（出産の日が出産
の予定日後であるときは出産の予定日）
以前42日（多胎妊娠の場合は98日）か
ら出産の日後56日までの間。

出産費

組合員期間が1年以上であった者が、
退職後6か月以内に出産したとき

420,000円
産科医療補償制度加入機関におい
て在胎22週以上で出産（死産含む）
した場合。

産科医療補償制度未加入機関
での出産は404,000円

◇出産費請求書
・ 医療機関から交付される分娩費用

明細書等（出産年月日、代理受取
額の記載のあるもの）の写し

・ 医療機関から交付される直接支払制
度の活用に関する合意文書の写し

・ 退職後に加入した医療保険証の写し

※ 退職後に加入した健康保険組合等から同
様の給付を受ける場合は支給されませ
ん。

　組合員等資格を喪失（退職・転出・講師期限満了・認定要件を欠いたとき）されますと、現在お持ちの組合員
証や組合員被扶養者証等は、使用できません。
　誤って当支部の組合員証等を使用された場合、共済組合が負担した医療費と附加金等の給付金全額を一括して
返還していただきます。該当される方には数か月後に当支部から返還請求の通知を送付いたします。

★資格喪失後は、速やかに「組合員証（組合員被扶養者証）」等を共済組合へ返納してください。

　退職後、国民健康保険の被保険者又は家族が加入している医療保険の被扶養者（注１）の資格を取得した場合には、
下表の給付に限って受けることができます。

※共済組合に返還した医療費については、資格喪失後に加入された健康保険組合等に療養費として請求できる場合があります。
　詳しくは資格喪失後に加入された健康保険組合等にお尋ねください。

（注１）�給付金が恒常的収入に該当し、他の医療保険の被扶養者としての認定基準を超える場合があります。給付を受けることで
家族の医療保険の被扶養者になれない場合がありますので、退職後に加入される健康保険組合等へご確認ください。

（注2）支給開始日とは、退職日の翌日から退職後の傷病手当金等を支給開始する場合は、退職日となります。

8 ７つのアクション
「こころの再生」府民運動

「ええもんはええ」と、はっきりほめよう


