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大阪府立とりかい高等支援学校では、知的障がいのある生徒が就労を通じて社会的に自立することを
支援されています。「食とみどり科」では大阪の伝統野菜である『鳥飼なす』を育てていらっしゃいます。
鳥飼なすは通常のなすと比べて多くの水分と手間が必要となることから、生産農家が減少していったなか
伝統野菜を守るため、水の管理、虫や病気などに気を付けながら栽培に励んでおられます。
最近では、鳥飼なすなど学校で育てられた様々な野菜を近隣の百貨店に卸しての販売、
野菜スープやパウダーなどの加工品づくりにも挑戦されています。
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次回は８月中旬発行を予定しています

令和３年７月摂津市第57回農産物品評会にて、摂津市長賞を受賞されました！▶

公立学校共済組合は、組合員みなさまの生活・学校活動を応援しています！

学校の取り組みをインタビュー！
～大阪府立とりかい高等支援学校～

学校の取り組みをインタビュー！
～大阪府立とりかい高等支援学校～



公立学校共済組合
九州中央病院 心療内科 早木 千絵
メンタルヘルスセンター 川見 綾子

教職員の皆さまのために作成した「こころの知恵袋」本文は
QRコードより公立学校共済組合ホームページでご覧いただけます。

組合員専用ページログイン（要組合員証番号）
→ 直営病院からのご案内 → 「こころの知恵袋」Web版ストレスマネジメント実践編

こんな時どうする︖クレーム対応のヒント

■自分の感情を観察しながら対応できると…

ピンチの時、自分の感情を確認出来ていますか︖

自分の身を守る心の窓

「心の窓を開けましょう」と耳にしたことはないでしょうか︖
心地よいものに接している時は、心の窓を開けたほうがよいでしょう。

しかし、窓の外が いつも快晴だとは 限りません。
外は 暴風雨（クレーム）ということもあります。

そんな時、開けっ放しの窓から
相手の不快な言葉を 取り込んでしまうと、
心の中まで ダメージを受けてしまいます。

そこで、クレーム対応の時は、相手との間に
しっかりと閉じた窓をイメージしましょう。

頭で聞いて、
心には（不快な言葉を）入れないイメージです。

このイメージで（左ページの）ご自分の感情確認
を行います。

不快な言葉は、自分に「言われた」と真正面から受け取るのではなく、
相手が「言っているんだな」と観察して、
しっかり心の距離をとりましょう︕

今回は、これまでお送りしてきた「 基礎編（認知・感情）」に続き、実践編をお届けします。

仕事をしていれば 激しく叱責する人やいわゆるクレーマーに遭遇することもあるでしょう。
そんな時、その場の対応で手一杯になり、つい忘れられがちなのが ご自分の心のケアです。
そこで、クレーム対応時のご自分の内面に注目して 対策を見ていきましょう。
ポイントになるのは、ご自分の感情確認です。

■理不尽で激しいクレームを前にした時、自分の感情を観察できていないと…

相手のペースになりやすく、人によっては「自分が悪い」などの考えになる方も。
逆に自分がカッとなって、自覚なくお互いにヒートアップしてしまうこともあります。

自分に生じた「怖い」「嫌だ」などの、
ありのままの気持ちを確認しながら臨むことが大切です。

モヤ…
自分が

悪いのかな…

相手の話を
ペコペコと聞く

感情 考え

行動

冷静さを保ちやすく、相手に巻き込まれにくくなります。

全3回に渡り お読み頂いた皆様、誠にありがとうございました。

これまでお伝えしてきました 自分の感情や考えをキャッチする
ことは、自分を大切にすることの第一歩です。皆様の日々の
生活に「こころの知恵袋」をご活用頂けますと幸いです。

怖い
嫌だ

おかしな
発言だな…

毅然と話しを聞く
適切に主張する

感情 考え

行動
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　組合員の資格を取得したときは、所属を通じて組合員資格取得届出の手続きを行い、「組合員証」（保険証）の
交付を受けてください。手続き方法は、所属（勤務先）によって異なりますので、以下の該当箇所をご確認くだ
さい。なお、別途所属所あて通知文も併せてご確認ください。

（１）　府立学校の教職員の場合（主に府立高等学校、府立支援学校所属の方）
　総務事務システム（SSC）において、「各種給付」口座を登録し、「組合員資格取得届出」入力を行っ
てください。（入力方法等は、　SSC「マニュアル・規定集・データ集」→「人事給与（学校）操作手引
き(印刷版)」→「共済・互助(共済資格関係)」をご参照ください。）

（１）　府立学校及び大阪府教育庁所属の教職員の場合
　総務事務システム（SSC）において、「各種給付」口座を登録し、「組合員資格取得届出」入力を行っ
てください。（入力方法等は、SSCトップページ「年度替わりにあたって」の新規採用職員向けコンテン
ツをご参照ください。）
※�大阪市立高校移管に伴う方については、令和４年4月から使用する組合員証送付の際に別途文書を同封
しますので、ご確認の上、申請してください。

（２）　�（１）以外の府費・大阪市費・堺市費負担教職員の場合（主に市町村の小中学校、大阪市の小中学校・幼稚園、
堺市の小中高等学校・幼稚園所属の方。但し、堺市立認定こども園は除く。）
　事務処理上、この区分の方のみ組合員証は4月下旬頃に所属所へ送付します。その際、「組合員資格取
得届書」、「組合員個人番号報告書」、「年金加入期間等報告書」を同封しますので、令和４年5月31日ま
でに資格担当へご提出ください。ご提出が遅れますと、保険証としての使用や、後述の被扶養者の認定手
続きに支障が出ますので、ご注意ください。

（３）　市費負担教職員の場合（主に大阪市・堺市を除く幼稚園、堺市立認定こども園所属の方）
　所属所で「◎組合員資格取得届書」を作成し、「◎組合員個人番号報告書」、「◎年金加入期間等報告書」、
採用辞令（写）とともに資格担当へご提出ください。

（注）　�　府費・市費に関わらず、組合員に被扶養者がいる場合は、組合員の資格取得手続きをした後に、被扶養
者認定の手続きを行ってください。組合員の資格取得手続きが完了しないと、「被扶養者証」（被扶養者の
保険証）を発行することができませんのでご注意ください。

組合員の資格取得手続き

�①�臨時的任用職員等（任期付き採用を含む）の場合

�②�①以外の教職員の場合

（２）　�府費・大阪市費・堺市費負担教職員の場合（主に市町村の小中学校、大阪市の小中学校・幼稚園、堺市の
小中高等学校・幼稚園所属の方。但し、堺市立認定こども園は除く。）
　任命権者からの資格取得者情報を基に、採用日以降、共済組合から氏名等を印字した「組合員資格取得
届書」等の書類を所属所へ送付します。「組合員個人番号報告書」、「年金加入期間等報告書」、発令通知書
（写）とともに資格担当へご提出ください。

（３）　市費負担教職員の場合（主に大阪市・堺市を除く幼稚園、堺市立認定こども園所属の方）
　所属所で「◎組合員資格取得届書」を作成し、「◎組合員個人番号報告書」、「◎年金加入期間等報告書」、
発令通知書（写）とともに資格担当へご提出ください。

組合員証等の交付手続きについて 資格 担当
☎06-6941-3164
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　被扶養者の要件を備えていれば、総務事務システム（SSC）より、「被扶養者申告」を扶養の事実発生日から
30日以内に入力し、必要書類をご提出ください。被扶養者の申請が事実発生日から30日を過ぎると、事実発生
日に遡りできず、SSCにより電子申請した日から認定となりますので、ご注意ください。
◇書類提出先：府立学校教職員→学校総務サービス課、大阪府教育庁職員→総務サービス課

被扶養者の認定手続き（事由の生じた日から30日以内に！）

�①�府立学校及び大阪府教育庁所属の教職員の場合

　被扶養者の要件を備えていれば、「被扶養者認定申告書」に必要書類を添えて、扶養の事実発生日（婚姻、出生、
組合員の採用等）から30日以内に所属所長が受理し、所属所長受理日より30日以内に資格担当へご提出くださ
い。被扶養者の申請が扶養の事実発生日から30日を過ぎると、事実発生日には遡りできず所属所長受理日より
認定されることになりますので、ご注意ください。

事実発生日から認定できない場合、認定日までの間に無保険の期間が発生することとなり、この間の医療費が全
額自己負担となる場合があります。

※�被扶養者の必要書類については、

をご確認ください。　

ア　表１、○印がついている区分の異動の場合、下記の手続きが必要です。
　■転入側の所属所
　　　原則、組合員証の番号が変更になります。
　　　　【必要書類】　◎組合員異動報告書、異動前の「組合員証」等(注)
　※１�　大阪市費・堺市費からの転入で、平成29年3月31日までは大阪府費負担教職員で、組合員証番号の始

まりが１～７で始まる番号の組合員証をお持ちの方は、組合員証番号の変更はありません。組合員異動報
告書のみ提出してください。

　■転出側の所属所
　　　　【必要書類】　◎組合員異動報告書

�②�①以外の教職員の場合

１）大阪支部内で組合員が異動した場合、下記の手続きが必要となります。

組合員の異動に関する手続き

大阪支部について「刊行物」　　　「教職員のための共済のしおり」26～27ページHP 公立学校共済組合�大阪支部 検索

区　分

転　出

大阪府費負担教職員
（豊能地区含む） 大阪市費負担教職員

堺市費負担教職員
（堺市立認定こども園
を除く）

政令市を除く市費負担
及び公立大学法人等の
教職員（堺市立認定�
こども園含む）

転
　
入

大阪府費負担教職員
（豊能地区含む） × ○※１ ○※１ ○

大阪市費負担教職員 ○ × ○ ○
堺市費負担教職員
（堺市立認定こども園
を除く）

○ ○ × ○

政令市を除く市費負担
及び公立大学法人等の
教職員（堺市立認定�
こども園含む）

○ ○ ○ ●

表１
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　◎は共済組合所定の用紙があります。

よりダウンロードしてください。　

手続きナビ「様式集（諸用紙のダウンロード）」　　　「組合員資格等関係の様式」HP 公立学校共済組合�大阪支部 検索

２）�組合員が資格を喪失した場合、下記の手続きが必要となります。下表を参考に、所属所を通じて「組合員証」
等（注）を共済組合に返納してください。

（注）「組合員証等」とは
　 　�「組合員証」「組合員被扶養者証」「公立学校共済組合高齢受給者証」「公立学校共済組合特定疾病療養受療証」「公立学校共

済組合限度額適用・標準負担額減額認定証」「公立学校共済組合限度額適用認定証」のことをいいます。

（注１）　定年退職から引き続き再任用フルタイム勤務となる場合、組合員証等の返却は不要です。
　　　�また、令和2年4月1日からは、臨時的任用職員で、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も資格が継

続となるため、組合員証等の返却は不要です。
（注２）　組合員の資格喪失後、次の健康保険への加入手続きのため「資格喪失証明書」が必要な場合は
　　　「資格喪失証明書交付申請書」と組合員証等を提出してください。ご自宅宛てに「資格喪失証明書」を送付いたします。
　　　�　組合員が資格を喪失すると同時に、被扶養者も資格を喪失します。資格喪失後に組合員証等を医療機関等に提示すると、

診療を受けないようお願いします。
　　　　誤って使用された場合、後日医療費を変換していただくことになりますのでご注意ください。

異動事由
必要書類

退　　職
死亡退職 他の共済組合への転出 他府県公立学校

（他支部）への転出

資
格
関
係

◎「組合員異動報告書」 ○ ○ ○

組合員証等

○

◎「組合員異動報告書」、
◎「資格喪失証明書交付申請書」

または
◎�「任意継続組合員申出書」に添えて、返却�
してください。

転出先の支部へ返却

イ　表１の●がついている異動区分の場合、下記の手続きが必要です。
　　（注）�給与支給機関が異なる異動の場合、組合員証番号が変わることがありますので、資格担当までご連絡

ください。
　■転入側の所属所
　　　　【必要書類】　◎組合員異動報告書

　■転出側の所属所
　　　　【必要書類】　◎組合員異動報告書

ウ　表１、×がついている区分の場合、原則手続きは不要です。

「教職員のための共済のしおり」は隔年３月頃各所属所に２部配布しておりましたが、
次号2022-2023版は、共済組合制度の改正を踏まえた内容を記載し、令和４年度中に発行
いたします。
2022-2023版発行までは、引き続き2020-2021版をご確認くださいますようお願いします。

～大阪支部発行「教職員のための共済のしおり
2022-2023」の発行について～

企画 担当
☎06-6944-6905
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お知らせ  から情報をGET ！
支部トップページ左下部の「お知らせ」から各種案内をご覧いただけます。

組合員専用ページ  から情報をGET ！
支部トップページ中央右にある「組合員専用ページ」よりログインできます。

大阪支部ホームページをぜひご活用ください♪

「お知らせ」では、
資格取得・喪失手続や
健診事業・講座の案内など、
組合員の方に必要な情報を
随時掲載しています！

「組合員証番号（組合員証右上の番号）」
と「生年月日」を入力すると、
組合員専用ページ内で
所属所あての通知、
電話や面談による健康相談事業、
本部広報誌「共済フォーラム」等を
ご覧いただけます！

クリック！

下
へ
…

活用方法
①①

活用方法
②②

緑色のマーク

※ 新たに組合員になられた方は、ログインできる
ようになるまで資格取得から数ヶ月程度かかり
ます。ご了承ください。
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　「令和３年度　被扶養者に係る資格の確認調査」にご協力いただきありがとうございました。
　今回の調査で事実発生に遡って取消となる対象者が多数ありました。認定取消となる事例の一部と手続きの際
に必要となる書類をお知らせいたします。該当している場合は、速やかに取消手続きをお願いします。

㊟１　就職期間の長短にかかわらず、認定を取消します。
㊟２　�（１）雇用された時点で年間の収入額が130万円以上（ただし、「障害年金受給者」または「60歳以上で公的年金等を受給し

ている者」は、年額180万円以上）になることが見込まれる場合は、雇用日をもって認定を取消します。
　　　�（２）アルバイトやパート勤務等の短期間被雇用者で、月々の所得が認定限度額108,334円（130万円÷12月）を境に変

動している場合は、結果的に4か月連続で月収が108,334円以上になったとき、最初に108,334円を超えた月から4か月
目の初日を取消日として認定を取消します。

　　　�（３）４か月引き続いて給与月収が108,334円を超えることがなくても、年間の収入額が130万円を超えた場合は、超えた
月の初日で認定を取消します。

㊟３　遺族年金・障害年金は非課税ですが、恒常的な収入に含まれます。
㊟４　�個人年金は公的年金に含まれませんので、年額130万円以上は、取消要件に該当します。（税法上の取り扱いとは異なり、必

要経費等を控除することなく、年間の支給額をもって恒常的な所得の額とみなしますので、ご注意ください。）

大阪支部について「刊行物」　　　「教職員のための共済のしおり」HP 公立学校共済組合�大阪支部 検索

事　例 取消年月日 必要書類 備　考

就職により、他の健康保険
の被保険者となった　㊟１ 就職日

・事業主の「採用辞令」の（写）
　（身分証明書、在職証明書は不可）
・加入した保険組合の「健康保険証」（写）

アルバイトやパートによる
給与収入が超過した　㊟２
（年間130万円以上又は月
額108,334円以上）

雇用日又は共済
組合が超過した
と判断した日

・�「給与支払証明書」及び「給与支払見
込証明書」
・�必要に応じて、所得（課税・非課税）
証明書

収入状況について確認
し、取消日の判断をし
ます。必要に応じて、
過去に遡って収入状況
の調査をする場合があ
ります。

雇用保険の失業給付を受給
することになった 受給開始日 ・「雇用保険受給資格者証（両面）」の（写） 給付日額3,612円以上のとき。

公的年金等の受給による年
金額が超過した
（60歳以上の公的年金等受
給者または障害年金受給者
は、年額180万円以上）

年金の「決定（裁
定）通知書」又
は「年金改定通
知書」に示され
た日付の7日後

・最新の年金額がわかる通知書の写し
　�（年金の「決定（裁定）通知書」の写
し又は「年金改定通知書」の写し）

公的年金(遺族㊟３、障�
害㊟３、共済、厚生、
国民、恩給、扶助料等)
及び　個人年金㊟４

事業の収入（不動産・株・
農業を含む）がある
（年間130万円以上）

確定申告日
・「確定申告書控」の（写）
・「収支内訳書」（写）または
　「損益計算書」の（写）

共済組合が認める必要
経費は所得税法上の必
要経費の扱いとは異な
ります。

被扶養者の認定取消について

被扶養者の認定取消となる代表的な事例と必要書類

資格の確認調査にご協力いただきありがとうございました！ 資格 担当
☎06-6941-3164

　先述の事例は、認定取消となる事由の一部です。他にも、婚姻や離婚、別居に伴い扶養の実態がないと判断さ
れる場合も取消の手続きが必要です。取消の事由については、「教職員のための共済のしおり」をご覧ください。
取消の事由に該当するか判断がつきにくい場合は、資格担当までお問い合わせください。
　被扶養者の認定取消により、国民健康保険等へ加入する際に「資格喪失証明書」が必要な場合は、申請は必要
となります。
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種　別 借入限度額 返済期間 利　率 こんなときに
一般貸付 200万円 10年以内

年利
1.32%※２

車や家具の購入など、臨時の支出に

住宅貸付 �1,800万円※１ 30年以内 新築購入、リフォームに

教育貸付 550万円 20年10か月以内 入学料、授業料に

　遡及して認定取消を行った場合、取消日以降の医療費は全額自己負担となります。共済組合が負担した医療給
付金（総医療費のうち、窓口負担した費用を除いた残り７割分）を全額返還していただきます。手続が遅れると
返還額が高額になる場合もあります。日頃から被扶養者の収入状況を把握し、取消の事実が生じた場合は、速や
かに取消手続きを行ってください。
　配偶者の場合は、国民年金第３号の資格も喪失しますので、特にご注意ください。

　令和３年９月16日付の公立阪第281号により所属所長あての通知をしておりますが、厚生労働省より新型コ
ロナウイルスワクチン接種の実施期間にあわせて、特例措置の期間が令和４年９月まで延長されました。
　当支部においても対象期間を同様の取扱いとしますので、詳細については当共済組合大阪支部のホームページ
(お知らせ)をご確認ください。

こんなときガイド　　　資金を必要とするときHP 公立学校共済組合�大阪支部 検索

遡及して認定取消となれば・・・

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長について

　臨時に資金が必要となったときは、一般、住宅関連、教育、医療など目的に応じた貸付けをご利用いただけます。

◎詳細はホームページをご確認ください。

●貸付制度の例

●�貸付をご利用いただくには組合員期間が6か月以上必要です。（４月１日採用の場合、９月１日以降申込み可
能です。）また、生活費の補填や借金の返済等にはご利用いただけません。
●再任用や期限付講師で共済組合の資格を取得された組合員は、特別貸付のみご利用いただけます。
●申込必要書類については、所属所でご確認いただき、ご本人が必要書類持参のうえ、窓口でお申し込みください。

※１：住宅貸付の借入限度額は、組合員期間、給料月額によって異なります（最高限度額1,800万円）。
※２：令和４年４月現在の利率（変動利率）です。なお、利率には、保証料率（年0.06％）を含んでいます。

　専用用紙が必要な書類についてはホームページに掲載していません。所属所に申込書類の予備がない場合は、「貸付申込書類
送付依頼書」をホームページから印刷し、貸付担当までお送りください。必要書類を逓送便でお送りします。

一部繰上償還は、毎年5月と11月にお申込み可能です。

貸付制度のご紹介

５月は一部繰上償還の申込みができます

貸付 担当
☎06-6941-2865

貸付 担当
☎06-6941-2865

①「一部繰上償還申出書」
②最新の給与支払明細書（写）

受付期間

必要書類

申込期間（窓口又は郵・逓送）
５月２日（月）～５月31日（火）

振込期間
７月１日（金）～７月15日（金）

８月償還から新しい
償還額に変わります。

こんなときガイド　　　HP 公立学校共済組合�大阪支部 検索
資金を必要とするとき　　　一部繰上償還の手続き

◎詳細については支部ホームページをご確認ください。
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●産育休を取得した場合、次の期間については掛金が免除になります。
　・�出産の日以前42日（多胎妊娠の場合は98日）から出産の日後56日までの間で、産前産後休業を開始した
日の属する月から、終了する日の翌日の属する月の前月までの期間

　・�育児休業を開始した日の属する月から、終了する日の翌日の属する月の前月までの期間
　※�月末時点で掛金免除対象期間に該当している場合は、その月に係る掛金が免除になります。日割計算はあり
ません。

　※条例等により、出産の日以前56日から産休が付与されている場合でも、免除期間は上記の期間です。

●掛金免除には、産休・育休それぞれについて、共済組合への申出が必要です。

（※１）免除となる期間に変更がある場合とは、下記のような場合です。
　・出産前に産休免除申出書を提出（予定日を基準に免除期間を計算）したが、予定日と出産日が異なった場合
　・育児休業取得を延長・短縮した場合
　・育児休業中に、次の子の産前産後休業を取得することとなった場合
　　（この場合、前の子の育休免除変更申出書と、次の子の産休免除申出書・育休免除申出書の提出が必要）

☆免除申出書の様式は下記よりダウンロードできます。
　また、免除期間の具体的な事例や、予定日と出産日が異なった場合の事例などについても、HPをご覧ください。

諸用紙のダウンロード　　　掛金関係の様式　　　掛金免除関係HP 公立学校共済組合�大阪支部 検索

所　属 申出方法 備　考

A　府立学校及び
�府教育庁

SSCの産前産後休暇願、育児休業承認請求画面の「■共済関
係の申出」欄にある、「共済掛金等の免除を申し出ますか」の
質問項目において、「はい」にチェックを入れる

出産後は必ず、出産前に入力した
休暇を一度取り消し、出産日を入
力して、再度、申請・承認を行っ
てください
紙様式での免除申出書の提出は不
要です

B　A以外の所属

�・市町村立の学校園
�・公立大学法人　など

・�「産前産後休業掛金免除申出書」「育児休業掛金免除申出書」
を共済組合へ提出

・�掛金が免除となる期間に変更がある場合（※１）は、「産前
産後休業掛金免除変更申出書」「育児休業掛金免除変更申出
書」の提出が必要

・�産休免除申出書については、出
産後の提出で差し支えありませ
ん
・�大阪市立学校園所属の場合、産
休取得について、別途人事給与
システムへの入力が必要です
　�（入力方法等については、学校園
の事務担当者へご確認ください）

　令和４年４月からの掛金率は、下表のとおりです。

注　後期高齢者医療制度の被保険者となる組合員は、4.05

（単位：千分率）

短期掛金
（福祉事業掛金を含む） 介護掛金 厚生年金保険料 退職等

年金掛金

対標準報酬月額
及び

対標準期末手当等

４月～９月 43.51注

8.82
91.5

事業主負担分を含めた保険料
183.00の 1/2

7.5
10月～３月 48.01注

令和４年度の掛金率について

産前産後休業期間と育児休業期間の掛金免除について

経理 担当
☎06-6941-2857

経理 担当
☎06-6941-2857
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Q 産前産後休暇の前に、妊娠障害休暇を取得しました。その期間も、産休掛金免除期間になりますか？

A 出産日から前42日の期間に妊娠障害休暇の期間が含まれる場合は、その月も掛金免除期間になる可
能性があります。産前休より前に、妊娠障害休暇や妊娠を理由とした病休を取得された方で、ご自
身の産休掛金免除期間について、ご不明な点がございましたら経理担当までお問い合わせください。

　育休から復職した場合、任意で「育児休業等終了時改定」の申し出をすることにより、復職後の報酬に基づく
標準報酬に改定できます。

刊行物　　　共済おおさか　　　第215号 (1ページから16ページ )

刊行物　　　教職員のための共済のしおり　　　Ⅰ共済制度のあらまし

HP

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 検索

☆�年金算定に用いる標準報酬月額の３歳未満の養育特例については、「共済おおさか215号（令和3年8月）」�p.7
をご覧いただくか、年金担当(06-6941-2864)へお問い合わせください。

●標準報酬が改定されると、掛金や各種給付の額を算定する際の基準に影響します。
　　復職後の勤務形態等によって、標準報酬が上がる場合もあれば、下がる場合もあります。
　　詳しくは「教職員のための共済のしおり2020-2021」p.17をご覧ください。

対象者 育児休業等終了日において３歳未満の子を養育する方

対象となる報酬
育児休業等終了日の翌日が属する月以後３か月の報酬の平均
（例）①４月1日復職の場合：４～６月の報酬の平均
　 　②４月20日復職の場合：�支払い基礎日数が17日未満の月は対象より除くため、4月を

除いた５～６月の報酬の平均

改定の時期 育児休業等終了日の翌日が属する月から４か月目
（例）４月中の復職の場合、７月に改定

所　属 　A　府立学校及び府教育庁所属 　B　A以外の所属

申請方法 SSC入力による申請
（共済互助関係�⇒�終了時改定の申出）

「標準報酬育児休業等終了時改定申出書」を
共済組合へ提出
※様式は　　

申請時期
育児休業等終了日の翌日が属する月の翌月末
まで（例）４月中の復職⇒５月末まで
※�期限中にSSC入力ができなかった場合は、🄱の
方法で申出てください

育児休業等が終了した日から２年間
※�ただし、改定の時期を過ぎて申出があった場合は、
掛金等の遡及調整が必要となるため、可能な限り
🄰と同じ期限中に申出てください

諸用紙のダウンロード　　　掛金関係の様式　　　標準報酬関係

HP 公立学校共済組合�大阪支部 検索

育児休業から復職された方へ　～標準報酬の育児休業等終了時改定～

組合員の方から寄せられた質問にお答えします！

経理 担当
☎06-6941-2857

経理 担当
☎06-6941-2857
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　70歳未満の組合員（被扶養者）が保険医療機関で受診した場合、医療費の3割（就学前児童は2割）が自己負
担となります。同一月（1日から月末まで）にかかった医療費の自己負担額が高額になり、一定の金額（自己負
担限度額）を超えた場合、受診後に高額療養費が支給されます。

　高額療養費は受診後に自動給付されますが、保険医療機関での窓口支払を自己負担限度額までに抑えたい方は、
事前に「限度額適用認定証」の交付を受けてください。
　交付に当たっては、所属所を通して共済組合へ申請が必要ですので、下記のとおり手続きをお願いします。

★申請手続★
　下記の書類を、所属所を通して公立学校共済組合大阪支部医療担当までお送りください。
①適用区分「ア」～「エ」に該当する方
　・「公立学校共済組合限度額適用認定申請書」（大阪支部所定様式※1）
②適用区分「オ」に該当する方
　・「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」（大阪支部所定様式※1）
　・�療養を受ける月の属する年度（療養を受ける月が4月から7月までの場合は前年度）分の市町村民税非
課税証明書の原本（組合員分）

【70歳未満の自己負担限度額】※自己負担限度額は、保険医療機関ごと（入院・外来も別）に計算します。

＊70歳以上の方の限度額適用認定証について＊
　70歳以上の方のうち、3割負担の高齢受給者証を交付されていて、組合員の標準報酬月額が28万円以上83
万円未満の方は、限度額適用認定証の交付を受けることにより、保険医療機関での窓口負担額が自己負担限度額
（※2）までに軽減されます。交付を希望される場合は、申請手続①により手続きをお願いします。

受診のときから３か月後以降に、共済組合に届出いただいた口座へ
自動給付しますので、請求手続きは不要です。

限度額適用認定証の交付について

高額療養費の支給について

適用区分 標準報酬月額
自己負担限度額

過去12か月以内の高額療養費受給が3回目まで 4回目以降

ア 83万円以上 252,600円＋（医療費－842,000円）×1％ 140,100円

イ 53万円以上83万円未満 167,400円＋（医療費－558,000円）×1％ 93,000円

ウ 28万円以上53万円未満 80,100円＋（医療費－267,000円）×1％ 44,400円

エ 28万円未満 57,600円 44,400円

オ 市町村民税非課税者（注） 35,400円 24,600円
（注）�市町村民税が非課税であっても、標準報酬月額が53万円以上の場合、適用区分「オ」ではなく標準報酬月額での適用区分「ア」

又は「イ」の該当となります。

（※2）70歳以上の自己負担限度額については、「教職員のための共済のしおり」等をご確認ください。

（※1）当支部所定の様式です。大阪支部のホームページからダウンロードすることができます。

入院・手術のため医療費が高額になったとき 医療 担当
☎06-6941-2867

手続きナビ：「様式集（諸用紙のダウンロード）」　　　「短期給付関係の様式」HP 公立学校共済組合�大阪支部 検索
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　組合員証が使用できる（保険適用）ときは、外傷性の負傷に限られていることはご存知でしょうか？
　整骨院や接骨院での施術が保険適用になるときと、保険適用外になるときとの違いをご説明します。

　組合員（被扶養者）が、市町村が実施する医療費助成制度の適用又は適用停止になった場合は、速やかに当共
済組合へ届出をお願いします。医療費助成制度が適用され、保険医療機関等での支払が免除又は軽減されている
にも関わらず、その届出がない場合、共済組合が誤った給付を行ってしまう場合があります。また、適用停止と
なったときに届出がない場合、共済組合から必要な給付を行えない可能性もあります。
　適正な医療費の給付のためにご協力をお願いします。

　医療費助成制度は市町村によって実施内容が異なりますが、主に以下のような助成制度があります。

★届出手続★
◇「医療費公費助成制度の適用（適用停止）について（所定様式※）」を下記の書類と合わせてご提出ください。
　○「適用」になったとき・・・市町村が交付する「医療証」の写し
　○「適用停止」になったとき・・・市町村からの適用停止に関する通知文書等の写し
（※）当支部所定の様式です。大阪支部のホームページからダウンロードすることができます。

整骨院・接骨院で組合員証が使えるのはどんなとき？

市区町村が実施する医療費助成制度の適用又は適用停止になった方へ

医療 担当
☎06-6941-2867

医療 担当
☎06-6941-2867

○�医師や柔道整復師に診断または判断された骨折、脱臼、打撲、捻挫等（肉ばなれを含む）
　※骨折と脱臼については、応急手当の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。
○負傷原因がはっきりしている骨、筋肉、関節のけがや痛み
　（負傷例）���•階段を踏み外して、足を捻った。
　　　　　　•バスケットボールをしていて、突き指した。

●日常生活による単純な疲れ・肩こり・腰痛・体調不良
●スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
●病気（神経痛・五十肩・関節炎等）からくる痛み・こり
●脳疾患後遺症等の慢性病
●症状の改善がみられない長期の施術
●�保険医療機関（外科・整形外科等）で治療を受けながら同時に
整骨院・接骨院で施術を受ける場合
●数か所の整骨院・接骨院で同時に施術を受けている場合

保険適用外

組合員証が組合員証が
使えないとき使えないとき

手続きナビ：「様式集（諸用紙のダウンロード）」　　　「短期給付関係の様式」HP 公立学校共済組合�大阪支部 検索

子ども医療費助成（乳幼児医療費助成）、ひとり親家庭医療費助成、障がい者（児）医療費助成

組合員証が組合員証が
使えるとき使えるとき
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　障害厚生年金とは、組合員が在職中に初診日のある傷病により、働いたり日常生活を送ったりする上で困難が
生じるような障がい状態になったとき、請求することができる年金です。
平成27年10月以降は、在職中でも受給できるようになっています。（経過的職域加算部分は除く）

次の（１）～（３）の要件をすべて満たしている必要があります。
（１）初診日（※１）において組合員であること
（２）保険料納付要件を満たしていること（※２）
（３）�障害認定日（※3）、又は事後重症認定で、１級～３級の障害

等級（※4）に該当する障がい状態にあること

傷病によっては、徐々に病状が進行していくものがあります。
その傷病の障害認定日で障害等級１～３級には該当していなくても、その後、65歳に達する日の前日ま
でに障害等級１～３級に該当する障がい状態と認定されたときは、障害厚生年金を請求できます。ただし、
老齢基礎年金を繰上げて受給している場合は、請求できません。

＞＞特例症例とは…
　以下に該当する場合は、初診日から１年６月経過前でも、各定められた日が障害認定日になります。

資格取得 障害認定日初診日

受給権発生、年金支給

障害等級１～３級に該当

１年６月

65歳事後重症認定日障害認定日初診日

受給権発生、年金支給

障害等級に非該当 障害等級１～３級に該当

１年６月
資格取得

支 給 要 件

事後重症制度

※１「初診日」：�傷病について初めて医師又は
歯科医師の診療を受けた日

※２�①又は②の要件を満たすことが必要です
　　�①��初診日のある月の前々月までに、保険

料が納付またはは免除されている期間
が3分の2以上あること

　　�②��初診日のある月の前々月までの1年
間に保険料の未納がないこと

※3「障害認定日」:��原則、初診日から起算し
て１年６月を経過した日

　　�>>�特例症例�あり

※4「障害等級」:��厚生年金保険法に定める等
級。障害者手帳等の等級と
は異なります。

①上肢・下肢を切断・離断した ⑦在宅酸素療法を開始した

②人工骨頭・人工関節を挿入、置換した ⑧脳血管疾患による機能障害となった（※）
③�心臓ペースメーカー、植え込み型の除細動器（ICD）又は人工
弁を装着した ⑨心臓移植、人工心臓、補助人工心臓を装着した

④人工透析療法を施行した　 ⑩�CRT（心臓再同期医療機器）、CRT-D（除細動器機能付き心臓
再同期医療機器）を装着した

⑤-1人工肛門を造設、尿路変更術を施行した ⑪�人工血管（ステントグラフト含む）を挿入、置換した（※）

⑤-2新膀胱を造設した ⑫遷延性植物状態であるもの

⑥喉頭を全摘出した

（※）⑧について：医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められる場合等
　　 ⑪について：胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤によるもの

知っていて安心！！“障害厚生年金” 年金 担当
☎06-6941-2864
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　令和４年度厚生事業については、概要や利用方法を掲載した
「令和４年度�厚生事業のしおり」※を年度当初に各所属所あて
に組合員部数配付しますので、組合員及びその扶養家族の健康
や福利厚生にお役立てください。
（※支部ホームページ「組合員専用ページ」内にもPDFで掲載
しますので、そちらでもご覧いただけます。）
　また、健診（人間ドック）事業や各種講座については、その
都度所属所に募集通知を送付し、併せて支部ホームページでご
案内します。

注：厚生事業は、現職の組合員資格がある方のみご利用いただけます。
　　�資格喪失後にご利用された場合（結婚25周年、永年勤続及び長期組合員�
退職記念事業の施設利用券を除く。）は、その費用を返還いただく場合があ
ります。

公立学校共済組合大阪支部 

令和 4 年度

厚生事業のしおり

公立学校共済組合大阪支部 健康・福祉担当 

年金請求の流れ

障害程度の認定には約２～３か月かかります。 年金決定までに
2～3か月程度かかります。

※�障害厚生年金の受給にあたり、同一事由の傷病手当金の支給を受ける場合は、傷病手当金の支給額が
調整されます。

❶大阪支部へ
　お問い合わせ

❷�障害厚生年金
　請求書等を提出 ❸�障害程度の審査 ❹�障害厚生年金の

裁定

傷病の初診日や経過
などを詳しくお聞き
した上で、申請書類
一式を送付します。

申請書類（障害厚生
年金請求書、診断書
等）を大阪支部へ�
提出してください。

申請書類に基づき、
共済組合本部にて�
審査を行います。

障害等級が１～３級
に該当した場合は、
共済組合本部より�
年金証書等を送付�
します。（※）

＊�結果によっては追加
書類が必要となりま
す。

「令和４年度 厚生事業のしおり」を配付します 健康・福祉 担当
☎06-6941-3991
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事業名 申込時期 受診期間 自己負担額
（税込） 対象者 備　考

共済健診
（半日ドック）

4/1(金)
～

5/6(金)
必着

再募集は
ありません。

７～３月

5,000円 組合員 ～申し込みにあたっては～
所属所に送付する通知文
または、ホームページ掲載の
通知文で必ずご確認ください。
5/6(金)を過ぎて到着した
申込書は受理しません。

(システム処理に間に合わないため。)

大阪府教職員互助組合との調整
共済組合では、少しでも多くの組合員が人
間ドックを受診できるよう、大阪府教職員
互助組合と協議し調整を行っています。
(共済健診の当選結果を大阪府教職員互助
組合に提供し、互助組合と重複して当選し
ないよう調整しています。）

器 

官 

別 

検 

診

脳ドック 10,000円 40歳以上の
組合員

女性検診

2,000円 39歳以下の
組合員

3,000円 40歳以上49歳
以下の組合員

2,000円 50歳以上の
組合員

配偶者健診
（半日ドック） 16,000円 40歳以上の

被扶養配偶者

詳細については、別途、各所属所へ通知しますので、ご確認ください。
ホームページでもご確認できます。 公立学校共済組合�大阪支部 検索

健診事業、今年もやります！ 健康・福祉 担当
☎06-6941-3991
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リニューアルしたOMCをぜひご利用ください 健康・福祉 担当
☎06-6941-3991

メンタルヘルス相談のご案内

療養者・復職者サポート講座

不安やイライラ、元気が沸いてこないなど、普段の自分とは違う心身の不調を感じていませんか？お早めにご相談
ください。ご相談内容は自由です。心理療法士等が丁寧にお話をうかがいます。お気軽にご利用ください。

【ご利用種別】　完全予約制・相談無料　
　①セルフケア相談�･･･��組合員と被扶養者のどなたでもご利用いただけます。（50分／回）
　②ラインケア相談�･･･��管理職（校長・教頭など）の方にご利用いただけます。職員への対応など、ラインケア

にご活用ください。（最大50分／回）
【ご利用形態】　ご希望に合わせてお選びください。（予約制）

【ご予約方法】　いずれかでお申し込みください。

New!!

４月１日
ご相談受付開始

４月１日受付開始
詳細はHPへ

委託先が
近畿中央病院
になります

大阪メンタルヘルス総合センター（OMC）
〒664-8533　兵庫県伊丹市車塚3-1
公立学校共済組合�近畿中央病院２階
0120-556-879

◎�OMCでは、上記事業のほかに、研修講師派遣
事業も実施しています。

　�各事業の詳細は、４月１日以降にホームページ
をご覧下さい。
大阪メンタルヘルス総合センター で検索！

療養中の過ごし方のヒントとなるような講座を開催します。
参加者とスタッフによる交流会も行い、元気になるための第
一歩を応援します。

対　　象：精神疾患で療養中の方
開催場所：公立学校共済組合�近畿中央病院�
開催時期：5～7月�（全5回）　参加回数自由

再休業防止を目的とした講座です。復職後の困りごとや悩み
について、いろいろな視点からのレクチャーを行います。仲
間やスタッフと交流しながら、安定勤務を目指しましょう。

対　　象：精神疾患による療養から復職された方
開催場所：公立学校共済組合�近畿中央病院
開催時期：4～7月�（全7回）　参加回数自由
教員向け　　：5回
教員以外向け：2回

こころのこころのホッとステップ講座ホッとステップ講座
療養中の方をサポート 復職された方をサポート

復職後支援講座復職後支援講座

対面相談（場所は以下のいずれか）

WEB申込み

オンライン相談

お電話

●公立学校共済組合�近畿中央病院�
　月～金　9時～17時
　阪急神戸線「塚口」駅下車、市バスで約10分

オンライン会議システムZoomを使用します。
※詳細はOMCのHPで

HPの申し込みフォームから申込
　　　→センターからのお電話にてご予約確定

以下の番号へお電話ください。

●アウィーナ大阪
　土曜：9時～17時
　水曜：月2回�14時～17時��※�詳細日時はHPにて
　近鉄「大阪上本町」駅下車、南へ約300ｍ
　大阪メトロ「谷町九丁目」駅下車、東南へ約800ｍ

WEB24時間365日対応
予 約� ☎0120-556-879
受付時間　月～金：9時～ 17時15分

New!!

New!!
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検 索   

 
 

〒６１６‐８３８２ 京都市右京区嵯峨天龍寺角倉町９番地 

ＴＥＬ：０７５‐８６１‐１５４５（受付時間：９時～２１時） 

・阪急「嵐山」から徒歩 12 分   ・ＪＲ「嵯峨嵐山」から徒歩 7 分 

・京福「嵐電嵯峨」から徒歩 5 分 ・京都バス「角倉町」下車すぐ 

京 都 嵐 山 

公立学校共済組合嵐山保養所 

 

✄
キ
リ
ト
リ
セ
ン 

       〒 

宿泊利用者限定『ご当地Ｑｕｏカード（５００円分）』引換券 
★下記の優待期間中に、ご宿泊１泊２食付で ５,０００円（税・サ込）以上のお夕食を 

お召し上がりの大人の方おひとりにつき１枚進呈いたします。 

     【優待期間】 令和４年６月１日～７月３１日・８月２５日～９月３０日 

                ※ただし、土曜日・祝前日のご宿泊は除きます。 

ご 住 所  

 
月  日 

       （ふりがな） 

                                                             年    月    日 

お 名 前  

お電話番号  
 

   人 
生年月日 

※必要事項をご記入のうえ、チェックインの際に係へお渡しください。 ※当施設ではＱｕｏカードをご使用いただけません。 
※当施設が実施するその他の優待や割引券等との併用はできません。  ※カードのデザインは変更される場合があります。 

 ＜個人情報の取り扱い＞ 当施設がお客様に企画商品等のご案内をさせていただくため以外には使用いたしません。 

［共済おおさか・04-04］ 

木の湯 

お夕食は、蛸・鮎・鱧・夏野菜などを使った「夏の 
会席コース」のほかに、京都の夏の味覚「はもしゃぶ 
コース」(写真・右) もお選びいただけます。 

■ お一人様１泊につき宿泊税を別途２００円お預かりします。 

■ 土曜日・祝前日の料金は、１,２１０円増しとなります。 

■ ２名様以上でご予約をお願いいたします。 

■ お夕食は、お部屋でご用意いたします。 

■ 写真はすべてイメージです。(メニューは変更する場合があります。) 

■ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための取り組みを実施 

  しております。［検温・手指の消毒等にご協力いただいております。］ 

春 も 夏 も 公立学校共済組合大阪支部組合員様は 

宿泊利用補助＋会食利用補助で おトクにお泊まりいただけます！ 
宿泊利用補助対象 

夏の 華やぎプラン（６～８月） 
 白魚・蛤・鯛・春野菜 

などを使った「春の会席 

コース」のお夕食をお楽 

しみください。 
 

ご朝食は、四方を庭で 

囲まれた「ごてんの間」 

にてご用意いたします。 

〈全プラン共通〉 

会食利用補助対象 

石の湯 準天然光明石温泉 (人工温泉) 

春の 華やぎプラン（４～５月） 

お一人様 
１泊２食付き １７,３００円 

（サービス料・消費税込み） 

 

大阪支部組合員ご本人の場合 

各種補助相当額をお引きして ・・・ １１１１,,３３００００  円円  
  

ご家族(被扶養者)の場合 ※ご不明な点はお尋ねくださいませ。 

各種補助相当額をお引きして ・・・ １１２２,,００００００  円円 
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