
お問い合わせ先　公立学校共済組合滋賀支部　資格給付係　TEL 077-528-4554

公立学校共済組合滋賀支部

令和４年度末で
退職や任期の終了により組合員資格を喪失される方

退職後の医療保険制度はお決まりですか？退職後の医療保険制度はお決まりですか？
「まだ考えていない…」という方は、

をご確認ください！

再就職先で健康保険制度の適用がない方
や再就職しない方はご自身で加入手続き
を行う必要があります。

「退職予定者向けリーフレット」「退職予定者向けリーフレット」

または からダウンロードしてください。 

共済組合の「任意継続組合員制度」に加入される方、加入を検討されている方

　各所属所に既に通知している「令和 4年度末退職者の任意継続組合員制度加入手続きのご
案内」にしたがって、「任意継続組合員申出書」を共済組合に提出してください。
　加入を検討されている方や、手続きができなかった方等の最終手続き期限は令和 5年 4月
19日（水）までです。

●上記リーフレットは各所属所にも一定部数送付していますが、当支部ホームページのこんなときガイド
「退職するとき」にも掲載しています。

教職員互助会公立学校共済組合

ご家庭にお持ち帰りください
※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

　この広報誌は、県健康福利室フォルダ、共済組合、教職員互
助会の各ホームページからもご覧いただけます。各QRコードを
スマートフォンで読み取ると関連ページにアクセスできます。

福利広報福利広報 240号240号２41号
令和5年3月1日
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退職・異動特集



●退職する場合
退職時点に未償還元利金がある方は、退職手当から一括控除します。【即時償還】
⇒本人による手続きは必要はありません。

退職手当から控除しきれない（未償還元利金が上回る）場合は、該当の方に通知し必要金額を
お知らせしますので、残額を指定期日までにお振込み下さい。

退職手当から控除
できる場合

退職手当から控除
できない場合

●異動する場合
転出先の公立学校共済組合の支部で、引き続き償還を継続することが
できます（移管制度）。
⇒本人による手続きは必要ありません。

未償還元利金は、転出先の共済組合から貸付を受けて、指定期日までに
お振込みいただくことになります。
（当共済組合の残高証明書および振込書を交付します。）

※即時償還か分割返済（本人振込）により当共済組合への償還を継続するかのいずれ
かを選択していただく必要がありますので、該当の方にはご連絡いたします。

地方職員共済組合
　　　または
市町村職員共済組合

即時償還
（原 則）

徴収嘱託

即時償還
（原 則）

分割返済
（本人振込）

国家公務員共済組合
（国立学校等への異動）

他
の
共
済
組
合
に
転
出
す
る
場
合

異　動　事　由

異 動 事 由

退 職 す る 場 合

再 任 用 と な る 場 合

給与支払者が変更になる
異動の場合［転入・転出］

給与控除は自動的に終了となります。
退職後の手続き（解約等）は、契約金融機関へ直接お問い合わせください。

勤務先異動申告書（各金融機関備え付け）を 4月の給料日までに契約金融機関へ提
出してください。（※詳しくは 3月上旬に各所属所長あて通知します。）

給与控除は自動的に終了となりますが、財形貯蓄の継続を希望する場合は、当室への手続き
により引き続き給与控除が可能です。（※詳しくは 3月上旬に各所属所長あて通知します。）

契約金融機関へ「加入者登録事業所変更届」と「第2号加入者に係る事業主の証明書」を提出する
必要がありますので、契約金融機関より所定の用紙を取得後、各事業主へ証明依頼をしてください。
【転入】市町教委事務局、知事部局等 → 県教委（事業主証明依頼先：県教委事務局教職員課健康福利室）
【転出】県教委 → 市町教委事務局、知事部局等（事業主証明依頼先：各転出先の事業主証明所管課）

契　　約　　者　　本　　人　　の　　手　　続　　き

契　　約　　者　　本　　人　　の　　手　　続　　き

早期退職される方は、契約金融機関へ申し出て、所定の手続きをしてください。退職する場合

事業主が
変更になる
異動の場合

［転入・転出］

お問い合わせ先　保健貸付係 TEL 077-528-4555

教職員課健康福利室

公立学校共済組合

徴収嘱託申出書を提出していただくことで、転出先の共済組合を通して償還を従
来どおり継続することができます。（条件によってはできない場合もあります。）

未償還元利金は、転出先の共済組合から貸付を受けて、指定期日までに
振込んでいただくことになります。
（当共済組合の残高証明書および振込書を交付します。）

借受人が転出先の共済組合から未償還元利金相当額の貸付を受けられな
いとき、または当共済組合の団体信用生命保険（団信）の加入者である
ときに限り、債権を公立学校共済組合に残して償還の継続を申し出た場
合は、引き続き分割により返済することができます。

お問い合わせ先　福利厚生係 TEL 077-528-4551

財形貯蓄　人事異動等に伴う手続き

公立学校共済組合貸付金の未償還元利金の返済

個人型確定拠出年金（iDeCo）　人事異動等に伴う手続き

滋賀県内の公立学校を退職後、他都道府県の
公立学校に引き続き勤務し、公立学校共済組
合他支部の組合員となる（転出する）場合

退職・異動特集

退職・異動特集

滋賀福利広報241号2 公立学校共済組合・健康福利室



お問い合わせ先　教職員互助会　TEL 077‒528‒4557

○････必ず提出してください。　△････在会年数 1年未満の方および再任用終了の方は提出不要　×････提出不要です。

準会員の手続きについて ◆退会に伴い提出いただく書類はありません。

異　　動　　内　　容
手続方法退　職 再任用（フルタイム）で勤務 県を一時退職

加入不可 加入する異動後、引続き教職員互助会へ加入しますか？

会　　　員　　　証

加入しない 加入する 加入しない

提
出
書
類
・
手
続
き

退職生業資金・
長期福祉保険給付金預り金請求書
退会記念品対象者報告書
退職教職員互助会加入申込書

貸付金即時償還申請書
滋教互「グループ保険」
団体生命保険

○

△
○注 1
○

表Ⅱ① 表Ⅱ② 表Ⅱ① 表Ⅱ② 表Ⅱ③

注 2 使用可 注 2 使用可 県に復帰する
まで使用不可

○

△
○注 1
○

○

△
○注 1
○

×

×
×
×

○

×
×
○

表Ⅱ

表Ⅰ（A）

表Ⅰ（B）
表Ⅰ（C）
表Ⅰ（D）

（注 1）　退職教職員互助会への加入を希望されない場合も、意思確認のため、加入しない旨を記入し提出してください。
（注 2）　カード式会員証は各自で廃棄してください。なお、退職教職員互助会に加入される方は、新しい会員証が届くまでの間、使用できます。
　　　　モバイル会員証については退会後は使用できなくなります。

区　　　　　分

制度利用者
のみ

表Ⅰ

提　出　書　類

（Ａ） 退職生業資金・長期福祉保険給付金預り金請求書

（Ｂ） 退会記念品対象者報告書

該　　当　　者

正会員で
1年以上在会していた方

正会員で
1年以上在会していた方
（再任用勤務を

終了される方を除く。）

貸付償還中の方

退　職　者

備　　　　　　　　　考

当会から請求書を送付します。

対象となりません。

退　　職　　者 滋賀県を一時退職する方

当会から請求書を送付します。

（Ｃ）

（Ｄ）

退職教職員互助会
加入申込書

貸付金即時償還申請書

対象となりません。退職教職員互助会から「入会のしお
り」を送付します。
◆様式は当会ホームページからダウンロードしていただくか、当会まで
連絡してください。
◆未償還残額は当会が指定する期日（ 4月中旬）までに振込または口座
振替により償還してください。
◆退職手当から控除できません。
◆申請書の提出がない場合、規程に基づき支払催告措置をとります。

所属より報告書を提出。
（年度末退職者分の報告に関しては、
当会より案内する退職予定者説明会
の対象者報告に兼ねる。）

表Ⅱ
団　体　生　命　保　険 グ　　ル　　ー　　プ　　保　　険

　退会日の属する月の月末で自動的に団体扱いを
終了します（保険の契約は継続します。）
　団体扱いが終了するので、契約されている保険
会社へ、保険料納入方法の変更手続きをしてくだ
さい。

　退職後も現職制度をそのまま継続加入できます。ただし、「就業不能支援制度
「短期型」・「長期型」」は継続できません（退職後、再任用フルタイムでの勤
務かつ互助会に加入している場合は、64歳まで継続加入できます）。制度に
よっては継続可能年齢が異なります。制度内容詳細についてはパンフレット
をご一読ください。
　継続加入の意思確認のために、ご退職時に配付される「退職時意思確認書」
にて継続意思の有無をご記入いただき互助会へご提出ください。一方、継続
加入されない方は、現在のご加入状況に合わせて、退職後の別の制度に加入
できます。（個人保険の扱いとなり、保険料（払方）は一時払、全期前納また
は新年払。）この制度についてはご希望により資料を送付します。
　また、退職後継続のいかんに問わず「一時払退職者傷害保険」にご加入い
ただけます。別途配付のご案内をご確認ください。（個人保険扱いとなり、保
険料（払方）は一括払い、保障期間は10年満了。）
※退職後の個人保険扱い商品について、今後の環境の変化等により取扱内容
（販売休止を含む）を変更させていただく可能性があります。

　退会日の属する月の月末で自動的に団体扱いを
終了します（保険の契約は継続します。）
　団体扱いが終了するので、契約されている保険会
社へ、保険料納入方法の変更手続きをしてください。

　一時退職しても継続加入可能です。ただし、一時退職中は、新規加入、増
額申し込みはできません。また、「就業不能支援制度「短期型」・「長期型」」
は継続できません。

　継続して取扱います。
※一時退職者で一部の勤務先の方は、団体生命保険
の取扱いができません。事前に確認してください。

①

②

③

　再任用で勤務または一時退職後も継続して取扱います。

　本年度末の人事異動により次に該当することになった場合、互助会（または保険会社）への手続きをお願いします。

教職員互助会
年度末人事異動に伴う手続き

退職・異動特集

教職員互助会 滋賀福利広報241号 3



今年度の

次の事業については、その受診日の年度を超えて請求することはできません。
年度内に請求書を共済組合に提出していただく必要があるので、ご注意ください！

・人間ドック（個人受診）　・歯科健診
・インフルエンザ予防接種　・妊婦検診※

お問い合わせ先　保健貸付係　TEL 077-528-4555

領収金額 ¥ 3,800-❷

領　収　証 ❻令和 4年12月10日

患者氏名：❶公 立　滋 賀 様

※❸インフルエンザワクチン接種代として
❹共済病院
000-000-0000

❺領収印
ワクチン名等検診種別が手書きの場
合、手書きの所にも医療機関で証明
印を押してもらって下さい。（領収印
とは別に押印を依頼してください。）

代と代として

各種補助金の請求はお済みですか？各種補助金の請求はお済みですか？

❶対象者氏名　※フルネームである必要があります。　❷領収金額　※保険診療分は補助対象外です。
❸検診・予防接種の種別　※「検診」、「予防接種」だけでは種別がわからないため、補助できません。
❹受診医療機関名　❺領収印 ❻受診日

請求時に添付いただく領収書についての注意点

QUPiO Plus WEB版ポイントの交換について
　ポイント交換の利用制限期間がありますので、今年度
末退職予定の方はご注意ください。
利用期限：令和 5年 3月10日（金）
利用制限：令和 5年 3月11日（土）～ 3月31日（金）

～こちらの期限にもお気をつけください～

予防接種および器官別検診補助金請求の際は、下記❶～❻が領収証に具備されているか、今一度ご確認下さい。

令和5年3月31日（金） 必着

①所属所から共済組合への請求期限です。
　提出が期限間近になる際は事前に保健貸付係までご連絡ください！
②請求期限間近の提出は、不備修正があると補助できない可能性があります。
　提出前には不備がないか必ず確認してください。

（例）令和 5年 3月に最終受診された方の請求期限は 3月31日必着※
※妊婦検診（ 1妊娠につき 1回補助）については最終の妊婦検診受診日が令和
5年 3月の場合に限り、令和 5年 4月28日までを請求期限とします。

各種補助金の請求期限は、最終受診日※の属する年度末までです。
請求をお忘れ
ではないか、
今一度ご確認
ください！

注意事項

請求期限

令和 4年度「リフレッシュ活動利用券」の有効期限について
有効期限：令和 5年 3月31日（金）
※期限を過ぎると利用できませんのでご注意ください。
※利用については先に対象者に配布しています「リフレッ
シュ活動利用券取扱業者一覧」を参考のうえ、ご利用く
ださい。

ベネフィット・ステーションのポイント
（ベネポ）の利用について
　令和 5年度から任用区分の変更等によ
り組合員証番号が変更となる方は現在お
持ちの「ベネポ」を引き継ぐことができ
ません。令和 5年 3月中にベネポをご利
用ください。
※今年度末退職予定の方も令和 5年 3月
中にご利用ください。
※ベネポは普段お使いのお店のポイント
等に交換することもできます。
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お問い合わせ先　保健貸付係　TEL 077-528-4555

　共済組合の令和 5年度「指定健診機関人間ドック健診事業」については以下のとおりのスケジュール
で実施します。受診を希望される方は、所定の申込書にてお申し込みください。
　詳細については、 4月上旬に送付予定の所属所長あてのメールに添付する通知文書をご覧ください。

人間ドックのご案内人間ドックのご案内

●所定の様式で共済組合にお申し込みください。（FAX可）
●受診希望日の属する月の 2か月前までに、希望する指定健診機関にご連絡のうえ予約してください。
●予約時に人間ドック受診券記載の番号を健診機関にお伝えください。
　（※番号なしでは予約できません。）
●受診時に組合員資格を喪失している場合は、人間ドック受診券の利用はできません。
●予約後に都合により受診できなくなった場合、受診券の有効期間内であれば予約日を変更いただいて構いません。
●受診券を利用する場合の補助金額は35,000円、受診券なしで受診後に共済組合に直接請求する場合の補助金額は
25,000円です。補助金額が異なりますので、受診券を利用しての人間ドック受診をお勧めします。

●乳がん検診、子宮がん検診、肺がん検診、簡易脳ドック検診、前立腺検査および骨密度検査のオプション検査に
ついては、オプション料金から補助金額を差し引いた金額を組合員が健診機関に支払う方式で補助します。

※近畿中央病院および東海中央病院の人間ドックは、従来通り個別の募集を行います。

●申込および受診方法●

各個人で受診希望日の属する申込期間内に共済組合へ申込書を提出する。（所定様式）
※令和 6年 2月受診の場合でも、令和 5年 4月 3日から申し込み可能

共済組合は申込受付した組合員に「人間ドック受診券」を発行する。

組合員は指定健診機関に各自で予約する。【予約時は受診券No.が必要です（下記注意点参照）。】

組合員は人間ドック受診当日に組合員証を提示のうえ「人間ドック受診券」を健診機関に提出する。

組合員は健診料金（オプション料金も含む）から補助金額を差し引いた金額を健診機関に支払う。

２

１

３
４
５

令和 5年 7 月～令和 6年 2月

令和 5年 8 月～令和 6年 2月

令和 5年 9 月～令和 6年 2月

令和 5年10月～令和 6年 2月

令和 5年11月～令和 6年 2月

令和 5年12月～令和 6年 2月

１

２

３

４

５

６

令和 5年 4 月 3 日（月）～令和 5年 5 月15日（月）

令和 5年 5 月16日（火）～令和 5年 6 月15日（木）

令和 5年 6 月16日（金）～令和 5年 6 月30日（金）

令和 5年 7 月 1 日（土）～令和 5年 7 月31日（月）

令和 5年 8 月 1 日（火）～令和 5年 8 月31日（木）

令和 5年 9 月 1 日（金）～令和 5年 9 月15日（金）

●一般および
　短期組合員
35，000円
●一般および
　短期組合員の
　被扶養配偶者
12，000円

受 診 期 間 申 込 期 間 対象者および
補助金額

令和５年度 指定健診機関

●指定健診機関１日人間ドック　申込スケジュール（予定）●

注　意　点
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お問い合わせ先　資格給付係　TEL 077-528-4554

ジェネリック医薬品を利用するメリットは？

ジェネリック医薬品を使うには？

　ジェネリック医薬品とは、開発元の製薬会社が開発した先発医薬品の特許期間が終了したあとに、
開発元以外の製薬会社が先発医薬品と同等の成分を用いて開発した後発医薬品です。薬の開発費用が
抑えられる分、先発医薬品よりも安価で提供されているため、自己負担を軽減することができます。

　ジェネリック医薬品への切り替えを希望される方は、医師や薬剤師にその旨を伝えるか、下の「ジェ
ネリック医薬品お願いカード」を共済組合本部のホームページからダウンロードして切り取り、医療機関
にご提示ください。

　ジェネリック医薬品の詳細とカードについては右のＱＲコードからアクセスしてください。

いつものお薬、
ジェネリック医薬品 に 切り替え ませんか？
いつものお薬、
ジェネリック医薬品に 切り替えませんか？

お問い合わせ先　資格給付係　TEL 077-528-4554

　医療機関で保険診療を受けた場合、医療費の 7割相当分は共済組合が負担していますが、窓口負担す
る 3割分（未就学児・70歳以上は原則 2割）が高額になった場合、以下の給付をおおむね 3か月後に共
済組合より自動給付しますので、請求手続きは不要です。

※あらかじめ医療費が高額になることが見込まれる場合は、「限度額適用認定証」の交付を受けていただ
き会計時に提示されると、窓口支払額を（C）自己負担限度額までに抑えることができます。（最終自
己負担額は同じです。）

自己負担限度額を超える医療費は高額療養費として給付します。
※自己負担限度額は所得区分により異なります。

窓口負担額（高額療養費が給付される場合は（Ｃ）自己負担限度額）から25,000円（上位所得者は
50,000円）を控除した額を給付する共済組合独自の制度です。

（例）総医療費（10割）が50万円の場合　（所得区分：区分 ウ（標準報酬月額53万円未満））

※　　　　　は 3か月後に共済組合登録口座に振り込みます。

（A）高額療養費（A）高額療養費

（B）一部負担金払戻金・家族療養費附加金（B）一部負担金払戻金・家族療養費附加金

医療費が高額になったとき

療養の給付（ 7割）
350,000円

窓口負担額（ 3割）　150,000円

（Ａ）高額療養費
　　 67,570円
（Ａ）高額療養費
　　 67,570円 （Ｂ）一部負担金払戻金

57,400円
（Ｂ）一部負担金払戻金

57,400円
最終自己負担額
25,030円

（Ｃ）自己負担限度額　82,430円
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滋教互「グループ保険」のお知らせ滋教互「グループ保険」のお知らせ
「みんなのＭＹポータル」アプリの登録はお済みですか？

制度に関する
お問い合わせ

（一般財団法人　滋賀県教職員互助会）
077-528-4557
平日　9：00～17：00（土日・日曜・祝日・年末年始は除く）

はがきシーラーの
再発行・新規登録・
操作方法に関する
お問い合わせ

（みんなのMYポータルサポートセンター）
0120-565-609
平日　9：00～18：00（土日・日曜・祝日・年末年始は除く）
※音声ガイダンスで案内される番号は「02」を選択してください。

2 月下旬ごろに配当金※が還付されました！配当金額は「みんなのＭＹポータル」でのみ確認が可能です。各種お知らせ（「ご
加入内容のお知らせ」、「配当金のお知らせ」）の紙面での配布は廃止しており、「みんなのＭＹポータル」でのみ通知します。
「みんなのＭＹポータル」アプリの登録がお済みでない方はご登録のうえ、「配当金のお知らせ」のご確認をお願いいたします。
※配当金還付対象期間：令和 4年 1月 1日～令和 4年12月31日　配当還付対象制度：グループ保険「生保分」・入院費用支援制度・就業不能支援制度「短期型」

　アプリストアより「みんなのMYポータル」を検索し、配
布元が「明治安田生命」であることを確認しインストール
してください。登録方法の詳細は、令和 4年12月下旬ご
ろに配付された「みんなのMYポータル」に関する資料を
ご確認のうえ、アプリ登録まで完了させてください。

<みんなのMYポータル（web版）に未登録の方>
　登録の際に必要となるはがきシーラーを紛失された場合
は、下記みんなのMYポータルサポートセンターへお問い合
わせください。
<みんなのMYポータル（web版）に登録済の方>
　アプリ登録の際に必要となるお客さまIDをお忘れの場合
は、 2月20日（月）17時に「みんなのMYポータル」登録済
メールアドレスあてに発信のメールに記載しております。

iOS
の場合

Android
の場合

●ご依頼事項● ●みんなのMYポータルでできること●
ご加入者さま向け機能
●現在のご加入内容の確認
●各種お知らせの確認
●氏名の変更　●受取人の変更※
●指定代理請求者の変更
●【新機能】入院・手術給付金の請求（令和 5年 3月開始予定）

※受取人の変更は令和 5年 1月以降、グループ保険「生保分」についてはご利用
　いただけません。（その他の制度についてはご利用いただけます。）

※「加入商品」・「請求事由」等によっては「給付金Web請求機能」をご利用いただけず、書類での請求となる場合があります。

添付書類はカメラで
撮ってアップロード

スマートフォンがあれば
いつでもどこでも手続き可能！

領収証や診療明細書等は、
スマートフォンのカメラで
撮影した画像を登録するだけ！

Web上で請求内容等
を入力

入院・手術給付金等の請求のご案内（令和5年3月開始予定）
給付金の請求手続きがWeb上で完結できるようになります！

1 2

新機能

スマートフォンやパソコンから
手続きが可能
請求書類の取り寄せが不要
請求書類の記入が不要
給付金のお支払いまでの日数短縮

特  長

出来ることが
増えています！

バルコニー

DK

PS 玄関

ホール
納戸

トイレ

洗面所

浴室

洋室

洋室

クローゼット
押入 押入

廊
下 和室

世帯用の間取り（平面図） 単身用の間取り（平面図）

ベランダ

DK

PS 玄関

物入

台所ユニット
バス

洋室

物入

PS

ユニ
バ

単身用の

鉄筋コンクリート4 階建て
　＊ＪＲ瀬田駅・徒歩約28分
　＊京阪大津線唐橋前駅・徒歩約21分
　＊最寄りバス停「神領団地」
　＊比較的新しい物件で、広くて陽当たり良好です！

このほか守山（守山市横江町）・栗東（栗東市手原）の教職員住宅も入居者募集中です！
申込前の下見もできますので、お気軽にお問い合わせください！！

お問い合わせ先　教職員課健康福利室　福利厚生係　TEL 077-528-4551

大募集中！！大募集中！！教職員住宅入居者教職員住宅入居者
神領教職員住宅のご紹介 住所：大津市三大寺 7－1
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