若宮八幡神社（日出町）
若宮八幡神社で、今年の干支「寅」の大絵馬が奉納されました。
大絵馬の作製は平成27年の干支「未」から始まりました。今年で８回目です。すべての干支がそろう
４年先の「午」年まで続けられます。
これまでに作製した絵馬も絵馬殿に飾られており、自由に見ることができるとのことです。

共済通信おおいた
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あけましておめでとうございます。
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06 被扶養者実態調査へのご協力ありがとうございました

11 ご旅行の際には 契約保養所利用助成券をご利用ください！
！

遺族附加年金事業の配当金について
インフルエンザ予防接種料助成の申請はお済みですか？

07 被扶養者の認定基準を一部改正します

12 こころのTea Time

08 妊娠・出産・育児の共済組合への手続きについて

13 ３歳未満の子を養育している皆さんへ

10 あなたのその保険証使えますか？

14 マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

医療費通知書を配付します

家族の争い

15 シリーズ歯科健康情報

令和４年１月に産科医療補償制度の掛金が見直されます！

大分県市町村職員共済組合

ご家族のみなさまとお読みください ▶▶▶

退職者の皆さまへ
退職後の医療保険制度

任意継続組合員制度へ加入される方へ

退職後は現在使用している組合員証を使うことはできなくなります。ケガや病気に備えていずれかの健康保険に加入
する必要があり、共済組合には在職中と同様の短期給付を受けることができる「任意継続組合員制度」があります。

〈加 入 資 格〉退職日の前日まで引き続き１年以上組合員であった方
〈加 入 手 続 き〉退職日から20日以内に「任意継続組合員資格取得申出書」を勤務している所属所経由で提出し、
大分県市町村職員共済組合
理事長

相馬 尊重（由布市長）

退職日から20日以内に掛金を共済組合の口座へ振込むことが必要です。

〈任意継続掛金〉次の①または②のうち、いずれか少ない額に任意継続掛金率を乗じた額となります。

①退職時の標準報酬の月額 ②380,000円（令和３年９月30日の全組合員の平均標準報酬の月額）

貸付事業

貸付残高を全額償還していただきます

明けましておめでとうございます。

退職手当から貸付金残高（退職手当支給までの経過利息を含みます）を控除させていただきます。

組合員並びにご家族の皆さまにおかれましては、お健やかに新春をお迎えのことと

借受人退職届書を令和４年２月末までに必ず提出してください。

お慶び申し上げます。
昨年も新型コロナウイルス感染症は収束せず、感染予防対策を徹底しなければなら
ない状況が続いています。しかし、その一方で、ワクチン接種が進み、感染者数や重
症化率が低下するなど、明るい兆しも見えて参りました。新型コロナウイルス感染症
が１日も早く終息し、平穏な日常に戻りますことを心から祈念しております。
さて、今年10月からは、地方自治体で働く協会けんぽ加入の非常勤職員の方が、共
済組合の組合員となり、短期給付、保健事業の適用となります。
「年金制度の機能強化
のための国民年金法等の一部を改正する法律」の短時間労働者・非常勤職員の被用者

物資事業

立替残高を全額償還していただきます

退職手当から立替金残高（退職手当支給までの経過利息を含みます）を控除させていただきます。購入時に退職手当控除の承諾
をいただいておりますが、貸付事業と同様に、物資立替金利用者退職届出書を令和４年２月末までに必ず提出してください。

貯金事業

解約または中断の手続きが必要です

退職後は積立を行うことはできませんので、解約の手続きが必要です。
ただし、引き続き任意継続組合員になられる場合のみ、貯金額を残しておくことができますので、その場合は中断の手続

保険の適用拡大に併せたもので、当共済組合でも、約6,500人の非常勤職員の方が、新

きを行ってください。毎月の積立はできませんが、９月と３月に残高に対し利息計算がされますのでとってもお得です。

たに共済加入する見込みとなっています。適用拡大に関する事務等につきましては、

必要なときにはいつでも解約・払戻ができます。任意継続組合員をやめた時は解約の手続きを行ってください。

遺漏のないよう所要の対応を適切に行って参ります。
年金制度に関しましては、在職老齢年金制度の見直し、65歳以上の在職者の年金額
の毎年改定、受給開始時期の選択肢の拡大等の令和元年度財政検証結果を踏まえた改
正が今年４月以降、順次施行されるところであり、今後、これらの改正に適切に対応
して参ります。
医療保険制度に関しましては、「全世代型社会保障改革の方針」に基づき、一定以上
の収入のある75歳以上の後期高齢者の医療費の窓口負担割合を見直す改正法が昨年成
立しました。この改正が及ぼす共済組合への影響等を注視していくとともに、第２期
データヘルス計画に基づいた総合健診事業、特定健康診査及び特定保健指導の受診率
向上、糖尿病リスク者への医療機関受診勧奨等の各種疾病予防対策事業につきまして
も、引き続き推し進めて参ります。
共済組合を取り巻く情勢は、年々大きく変化していますが、今後とも構成市町村や
関係団体と連絡を密にしながら、直面する課題に的確に対応するよう、役職員一同、
最善の努力を尽くす所存ですので、皆さま方の一層のご支援とご協力をお願い申し上
げます。
結びに、皆さま方の益々のご健勝、ご多幸を心より祈念申し上げまして、年頭のご
挨拶といたします。

遺族附加年金事業

脱退または継続の手続きが必要です

〈退職後継続扱い〉○継続する場合は、（社）大分県市町村職員年金者連盟への加入が必要になります。
○各制度個別で継続できます。

事業名

満了時保険年齢

給付内容

遺族附加年金事業

【退職後継続扱い】
71歳

在職中と同じ

在職中と同じ

口座より引き落とし
※別途手数料必要

家族支援事業70

【退職後継続扱い】
71歳

在職中と同じ

在職中と同じ

口座より引き落とし
※別途手数料必要

退職後継続事業
（リレープラン）

【退職後継続扱い】
70歳

在職中と同じ

在職中と同じ

口座より引き落とし
※別途手数料必要

【退職後継続扱い】
70歳

在職中と同じ

在職中と同じ

口座より引き落とし
※別途手数料必要

新・３大生活習慣病 【退職後継続扱い】
克服事業
71歳

在職中と同じ

在職中と同じ

口座より引き落とし
※別途手数料必要

入院医療費支援事業

掛

金

払込方法

注：遺族附加年金事業、家族支援事業70、入院医療費支援事業、新・３大生活習慣病克服事業の保険期間満了日は、ご加
入者（被保険者）が更新日時点で加入資格を満たす直後の更新日の前日まで継続可能。
注：退職後継続事業の保険期間満了日は、ご加入者（被保険者）が保険期間中に満期年齢（保険年齢）をむかえられた直
後の更新日の前日まで継続可能。更新日時点で満期年齢（保険年齢）に達している場合は継続加入できません。
※退職前（２月上旬頃）に手続き等のご案内を致します。詳細については、配布される資料をご一読ください。
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役場庁舎

感染予防啓発

役場庁舎にも海をモチーフにしたサンリオキャラクターたちが。
同デザインの婚姻届も配布しています。記念写真を撮る時の
フォトスポットにも。

新型コロナウイルス
感染症の予防啓発に
もハローキティが使
われています。
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給食用食器

ふるさと納税返礼品＆かれい新聞

日出町の学校給食で使用
されている食器にもハロー
キティ。

ふるさと納税返礼品にもハローキティとコラボした商品を
開発しました。また、いちご新聞をモチーフにした
「かれ
い新聞」を制作し、特産品や観光スポットを可愛く紹介し
ています。

Ⓒ 2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L621806
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町立図書館利用者カード

「日出町から全国へ、みんなを笑顔に！」
PV制作

制
作

新型コロナウイルス感染症が広く蔓延し日本全体が落ち込
んでいたなか「元気と笑顔を届けたい!!」という思いから、
プロモーション動画を制作しました。
テーマは「人と人を結ぶ、しあわせのリボン」
リボンを使って心の繋がり、笑顔の結びつきをテーマにし
た動画を制作。
撮影にはハローキティをはじめ、行政機関、企業、団体、
町民の皆様にご協力いただき、総勢600人が出演。日出町
の魅力を最大限に活かしたハートフルな動画が完成しました。

こんなところにハローキティ
JR暘谷駅
町の中心市街地にあるJR暘谷駅はサンリオキャラクターがいっぱい。駅舎や自由通路、
エレベーターまで日出町の「海」をモチーフにしたデザインです。

町立図書館の利用者カード
にもハローキティが。読書
をしているキティとミミィ
が描かれています。

日出町オリジナルのハローキティ
オリジナルのハローキティは、耳に付けたリボンに
町花のサザンカをあしらい、日出町の町章カラーの
赤いワンピースに、胸には特産品のギンナンから着
想しイチョウの葉をモチーフにした黄色のスカーフ
をつけています。

デザインマンホール
こちらも海をモチーフに、ハローキティが
日出町の特産品「城下かれい」と楽しく
泳いでいる様子がデザインされています。
このデザインマンホールは町内４か所に
設置され、日出町役場上下水道課でマン
ホールカードを配布しています。

こんなところにも…番外編
日出町職員採用試験
ポスター＆案内

選挙も、税務帳票も
ハローキティ？！
堅い印象がある選挙の啓発や税務帳票
（所得証明書など）にもハローキティが使
われています。“行政＝カタイ” の印象をな
くし、親しみやすい役所を目指しています。

職員採用試験の紹介役と
してキティが登場。可愛
くわかりやすく紹介する
ことで柔らかい印象に。

「通行止め看板」では
キティがお辞儀

ホテルも
ハローキティ

通行止めや行き止まりなどの看板にも
ハローキティが。道路が通行できない
ときに設置します。いつも設置されて
いるわけではないので貴重です。

ハーモニーランドオフィ
シャルホテルのHotel＆
Resorts BEPPUWANに
はハローキティルームも。

このまちこの人
日出町役場 都市建設課
都市計画係 主任

答えて
裏表紙のクイズに

賞品GET!

クイズのヒント（裏表紙）
東はお殿様が通り、
西はザビエルが歩いたそうです

トマ王 潮 箱１㎏
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出町にあります
「糸ヶ浜海浜公園」
は、
海が隣
接している為、
夏季のお客様が多いのです

したが、
ようやくこのパークゴルフ場も周知されてきた
かなというところです。

が、
キャンプ場や運動場をはじめ複数の野外アクティ

キャンプに適した季節は春と秋という話もありますの

ビティも行える公園です。
私が入庁し、
公園管理として

で、
芝生の芽吹いてくる春ごろにでも、
キャンプ、
もしくは

配属された４年前にはパークゴルフ場も開場しました。

パークゴルフをぜひ体験してみてはいかがでしょうか。

）
海を望みながらプレイができるパークゴルフ場です。 （冬キャンプもおすすめです。
入庁以来、
整備運営だけでなく広報も行ってまいりま
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〜収入増加等による取消手続きはお忘れなく！〜

被扶養者実態調査へのご協力
ありがとうございました
共済組合では、公平で適正な被扶養者の認定を行うために、定期的に被扶養者の収入等の状況を確認し、
扶養の実態を調査しています。
昨年７月の被扶養者実態調査では613名の被扶養者を対象に調査しました。対象となった皆様、お忙しい中
ご協力いただきありがとうございました。
調査の結果、就職や収入増加等により何か月も遡って認定を取消す事例が見受けられました。取消日以降
に保険証を使用して医療機関で受診していれば、共済組合が支払った医療費等を全額返還していただくこと
となります。日頃から被扶養者の勤務状況や収入について把握し、取消事由に該当した場合は速やかに手続
きをしていただくようお願いします。

被扶養者実態調査における主な取消事由
就職による取消
就職先の健康保険に加入すると、収入に関係なく被扶養者としての資格を喪失します。
収入増加による取消
① 給与収入の場合
・パート等の収入基準額は、月額108,334円（公的年金を受給しながらパートをしている被扶養者
は年金額と合算して月額15万円）です。
・毎月の収入が不安定な方については、３か月の給与の平均額が基準額以上となる場合は取消と
なります。
② 年金収入の場合
・公的年金を受給している被扶養者の収入基準額は、年額180万円（60歳未満の遺族年金受給者
は年額130万円）です。
・個人年金や企業年金は公的年金には含まれませんが、年金収入として総収入に含めます。ま
た、その額は必要経費等を差引く前の総支給額で判断します。

お願い
給与
明細書

下記の書類は実態調査の添付資料として必要となります。大切に保管しておいてください。
被扶養者の実態

必要添付書類

パート・アルバイトをしている場合

給与支払明細書の写し等（直近６か月分）

年金収入がある場合

直近の年金額決定（改定）通知書の写し・
年金支払通知書の写し等

自営業・農業収入がある場合
別居で仕送りが必要な場合

確定申告書・収支内訳書・簡易申告書等の控
送金が確認できる通帳の写し

別居の被扶養者への仕送りは、定期的かつ継続的に行い、年間の仕送り額は被扶養者の年収の１/２以上、かつ、
月々５万円以上である必要があります。
仕送りは手渡しではなく、口座振込や現金書留等の証拠が残る方法で行い、振込先は年金の振込口座や公共料
金等が引き落としされている生活実態のある通帳への振込をお願いします。
仕送り額の不足や、送金が毎月されていない、被扶養者に現金を手渡ししているなど、仕送りの要件を満たさ
ない場合は、扶養の取消となりますのでご注意ください。
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被扶養者の認定基準を一部改正します
令和４年１月１日から
●被扶養者の事業収入が増加したときの被扶養者資格の取消日の取扱い
（改正後）
①基準額を超過したと認められる日

（改正前）
①基準額を超過したと認められる日

②新たに事業を始める場合は事業開始日
③確定申告により基準額を超過した場合は、確定申
告書の税務署受付日（税務署受付日が確定申告最
終日（３/15）より遅い場合には、確定申告最終日）

②確定申告により基準額を超過したことが判明した
場合は、確定申告対象年の１月１日

④事業を相続した場合は、相続開始日（被相続人の
死亡日）

③事業を相続した場合は、相続開始日（被相続人の
死亡日）

Point 被扶養者が事業を始めたときは、被扶養者取消の届出をしてください。
令和４年４月１日から
●被扶養者認定における扶養手当支給条件
（改正後）

（改正前）

扶養手当支給対象者でない場合は、共済組合で審査
のうえ、認定の可否を判断

所属所における扶養手当支給範囲内の者の場合、扶
養手当支給対象者であることが被扶養者認定の必須
条件

●扶養実態調査の対象となる被扶養者
（改正後）

（改正前）

①19歳に到達する被扶養者

①19歳に到達する被扶養者

②60歳以上の被扶養者

②60歳以上の被扶養者

③扶養手当不支給の被扶養者
ただし次の者は除く
・４月１日以降に新規・継続の認定を受けた者
・年度内に75歳に到達する者
・年度内に有効期限が設定されている者
・年度末時点で18歳以下の者

③20歳以上60歳未満で有効期限のない被扶養者
ただし次の者は除く
・４月１日以降に新規・継続の認定を受けた者
・年度内に75歳に到達する者
・年度内に有効期限が設定されている者
・扶養手当支給対象の配偶者

Point 扶養手当が支給されていない被扶養者は、毎年扶養実態調査で届出が必要になります。
●組合員と別居している者の被扶養者認定における世帯１人当たり収入額を算出する際の組合員世帯の定義
（改正後）
組合員世帯…
組合員及び組合員と同居する被扶養者
（組合員夫婦が共同で仕送りをしている場合には、組
合員と同居する配偶者を加えることができる）

（改正前）
組合員世帯…
組合員及び組合員と同居する被扶養者

改正後の被扶養者認定基準により新たに被扶養者に該当する方がいる場合には、令和４年４月１日付けの
認定が可能ですので、令和４年４月30日までに所属所を通じて共済組合に申告してください。
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妊娠・出産・育児の共済組合への手続きについて

育児休業をしている組合員は、育児休業開始日の属する月から、育児休業終了日の翌日の属する月の前
月までの期間にかかる掛金は免除されます。

育児休業中

組合員のみなさんや被扶養者の方の妊娠、出産、育児に係る共済
組合への手続きについて、代表的なものをあげてみましたので、参
考にしてください。
各種手続きの詳細については、ご自身の勤務する勤務先の共済
組合担当課（総務課・職員課など）または共済組合へお問い合わ
せください。
●様式は共済組合ホームページからもダウンロードできます
（積立貯金を除く）
。

〇育児休業掛金免除の申出

〇育児休業手当金の請求
組合員が１歳に満たない子を養育するため育児休業を取得した場合に、その子が１歳に達する日（その
子が総務省令で定める場合に該当するときは最長２歳に達する日）まで、育児休業手当金が支給されます。
※2

給付額：休業してから180日目まで

１日につき標準報酬日額 ×67/100（円未満切捨）

休業してから180日目以降

１日につき標準報酬日額 ×50/100（円未満切捨）

※2

※２ 標準報酬日額＝標準報酬月額×1/22（10円未満四捨五入）

〇
「積立貯金」

妊

共済貯金をしている方は、育児休業期間中は給料が支給されませんので、中断の手続きをしてください。

〇産前産後休業期間中の掛金免除の申出

娠

産前６週（多胎妊娠は14週）
、産後８週のうち、各所属所における特別休暇の産前産後休暇を取得

〇
「赤ちゃんとママ」の冊子をお子さんが１歳になるまで毎月お届けします。

した期間の掛金は免除になります。出産予定日に基づき期間を算出します。免除期間は、休暇を開
始した日の属する月から休暇が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間です。
〇育児休業終了時改定

生まれた子を扶養する場合は、出生日から30日以内に所属所経由にて認定手続きをしてください。
30日以内にされない場合は、所属所が届出を受理した日からの認定となり、その間に生じた病気
などについての給付も行われないので、ご注意ください。
〇出産費・家族出産費の請求

育児休業終了

〇生まれた子の被扶養者認定

組合員や被扶養者の方が出産した場合は、次のいずれかにより出産費・家族出産費（以下「出産費

育児休業を終了した組合員が３歳に満たない子を養育する場合、報酬月額に変動があれば申出により標
準報酬の改定ができます。育休終了後に、勤務時間の短縮等により報酬が下がっても、固定的給与の変
動があり、２等級以上の差が生じないと随時改定はされませんが育児休業終了時改定を申出すれば、固
定的給与の変動がなくても１等級以上の差があれば、改定できます。
〇養育特例の申出
13頁をご覧ください。
〇
「積立貯金」中断から再開の手続きをお願いします。

※1

等」という。
）42万円 を請求することができます。
※１ 産科医療補償制度の対象分娩でない場合は、40.8万円

❶直接支払制度利用による請求
組合員や被扶養者の方と医療機関等が代理契約合意文書を交わすことで、出産費等の請求を組合

出 産

員等に代わり医療機関が行う方法です。
出産費用が出産費等を下回る場合は、共済組合へ差額の請求が必要です。
❷受取代理制度利用による請求
出産前に組合員が、医療機関を代理人として出産費等を受け取る旨を共済組合へ申請することに

育児休業期間中でも、お休み

より、共済組合が医療機関へ出産費等を支払う方法です。

に入る前と同じように、健診

❸組合員への現金給付（上記❶❷を利用しない場合）
出産費用の全額を直接医療機関に支払った後、共済組合に請求する方法です。
〇出産手当金の請求
組合員が、産前42日・産後56日において勤務せず、報酬が支給されない場合に請求できます。そ
のため、一般的には、在職中の組合員は報酬が支給される特別休暇の産前・産後休暇を取得するた
め、出産手当金の支給対象とはなりませんが、報酬が支給されない場合などは対象となります。
〇産前産後休業期間掛金免除の変更の申出
出産し産前産後休業期間が確定したときに改めて届出してください。出産予定日どおり出産した場
合にも提出してください。
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や助成を受けることができる

総合健診

契約保養所利用助成

共済組合の契約する健診機関で健

組合員が保養のために共済組合が

康診断が受けられます

契約している施設を利用した場
合、2,000円を助成します

でござる

こころとからだのほっとライン

インフルエンザ予防接種料助成

妊娠から子育てをしていく中で、

組合員または被扶養者がインフル

心配なこと、困ったことなど、医

エンザの予防接種を受けた場合

師や保健師・看護師などの専門ス

に、１回につき2,000円と実際に

タッフに24時間無料で相談する

かかった費用のいずれか低い額を

ことができます

助成します

匿名でもOKです

※R４.４月からは､1,000円の助成になります

9

毎年３月〜４月は退職や就職など異動の手続きが集中す
る時期です。
共済組合の資格を喪失したときは現在の保険証（組合員
証・被扶養者証）は使えません。
資格のない保険証を使用した場合、共済組合負担分の医
療費について全額ご本人から返還していただくこととなり

確認を！
〈例〉資格のない保険証を使って
医療費10,000円かかった場合

ださい。

号が変わっていますので、かかりつけの病院や薬局の窓口
で「保険証の記号番号が変わりました」と一言お伝えくだ

みなさんが「契約保養所利用助成券」を持って共済組合の契約している保養施設に宿泊すると、2,000円（組合員のみ）の
助成が受けられます。

●契約施設及び利用方法の詳細は、大分県市町村職員共済組合ホームページトップ「契約施設のご案内」をご覧ください。

患者

●「契約保養所利用助成券」は、所属所の共済組合担当課（総務課等）にあります。
●宿泊当日、チェックインの際に「契約保養所利用助成券」をフロントに提出してください。

病院

②7,000円
請求

引き続き共済組合の任意継続組合員となったときは、新
しい保険証が共済組合から交付されます。保険証の記号番

契約保養所利用助成券をご利用ください！
！

注）
・助成券の使用は年１回限りで組合員の方のみ有効です。・宿泊に限ります。・公務出張での使用はできません。

①3,000円
（３割）

ます。ご本人の退職や被扶養者の所得増加など資格喪失事
由が生じましたら速やかに保険証を共済組合までご返納く

ご旅行の際には

①7,000円
（７割）

③返還

共済組合

さい。

現地控除できる施設の場合
2,000円が控除された宿泊料を施設に支払ってください。

現地控除できない施設の場合
施設で「契約保養所利用証明書」
（裏）に証明印をもらって宿泊料を支払い、
「契約保
養所利用証明書」を持ち帰ってください。
後日、「保養所利用助成金請求書（ホームページからダウンロード可）」と「契約保養
所利用証明書」を一緒に、所属所の共済組合担当課（総務課等）経由で共済組合に
提出してください。共済組合から組合員の登録口座へ2,000円を送金します。

共済組合では、組合員の皆さまに「医療費がどのくらいかかったか」を知っていただき、短期給付財政に対す
るご理解と認識を深めていただくことを目的として、医療費通知書を発行しています。ムダのない受診を心がけ
ていただくとともに、確定申告時の医療費控除の手続きに活用することもできます。

★医療費通知書は２回に分けて配付します

１回目
２回目

令和３年 １月〜 10月受診分（10か月分）

医療費通知書は
なくさないでね

遺族附加年金事業の配当金について
遺族附加年金事業、家族支援事業70、入院医療費支援事業（入院費用）については１年（１月１日

→ 令和４年２月上旬に配付予定

〜 12月31日）ごとに収支計算を行い、余剰金が生じた場合は配当金として還付があります。

令和３年11月〜 12月受診分（２か月分）

みでない方は早めの変更をお願いします。

→ 令和４年３月中旬に配付予定

振込先は共済組合の給付金受取口座になりますので、婚姻による名義変更・店舗統廃合の変更等お済
なお、口座や金額等お電話での照会はお受けできませんのでご了承ください。

※この「医療費通知書」は所得税等の医療費控除の確定申告手続きに活用できます。

○医療費通知書は再発行できません。大切に保管をお願いします。

重要！

○医療費控除を行う場合は、医療費通知書に記載された注意事項をご確認のうえ
ご活用ください。
○申告に関することは税務署にお問い合わせください。

令和４年
１月に
産科医療補償制度の掛金が16,000円から12,000円に引下げられることに伴い、組合員または被扶養者が出産し
たときに支給している「出産費」または「家族出産費」の支給額が404,000円から408,000円となります。
ただし、産科医療補償制度対象分娩の場合は掛金を加算した金額を支給するため、支給総額420,000円に変更は
ありません。

インフルエンザ予防接種料助成の申請はお済みですか？
令和３年度内に受けたインフルエンザ予防接種料の助成金の申請は、
令和４年２月28日
（月）
共済組合到着分までとなります。お忘れのないようご確認ください。
対 象 者

組合員と被扶養者（接種を受けた日に共済組合の資格がある方に限ります）

助 成 額

予防接種１回につき、2,000円と実際にかかった費用とのいずれか低い金額

請求方法

申請に必要な書類
○インフルエンザ予防接種料助成金請求書
※大分県市町村職員共済組合のホームページからダウンロードできます

○領収書（原本）
※次の事項が記載されているものに限ります

【医療機関名・接種した人の名前・接種日・予防接種名・１回あたりの接種料・領収印】
10

11

3 歳未満の子を養育している皆さんへ
養育特例とは
３歳未満の子を養育している組合員からの申出により、当該子を養育する期間中の標準
報酬月額が、従前標準報酬月額（当該子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額）を
下回ったときに、年金額の計算において従前標準報酬月額を適用することとなります。
これを養育特例といいます。

具体的な事例
掛金等を算定するときの標準報酬月額

出
就 業
（厚年３号）

実際の報酬額

産

生
▼

休

年金等を算定するときの標準報酬月額

育

掛金・負担金免除

就業・短時間勤務等
（厚年３号）

休

育児休業等
終了時改定

従前標準報酬月額
みなし

実際の報酬額
☆基準月

養育特例の期間

標準報酬月額が子を養育することとなった日の属する月の前日（基準月）の従前標準報酬月額を下
回っているため、この額が年金額の算定上、保障されます。

養育特例の対象者
①父母どちらにも適用することが可能です。子を扶養に入れていることや、育児休業等を取得した
こと等の条件はありません。
②単身赴任等により、子と同居していない場合は対象外です。
③産前産後休業または育児休業等の保険料免除期間については、養育特例の適用外となります。
④従前標準報酬月額を下回らない場合でも、申出書を提出することはできますが、育児休業を取得
する場合は、育児休業終了時以降に申出書を提出してください。

養育特例は本人が申出をすることにより適用を受けることができますが、申出書提出月から２年以上前
の期間については適用されませんのでご注意ください。
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マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

シリーズ

新型コロナウイルスに負けない口腔からのアプローチ⑦
−オーラルフレイルを知ろう！気づこう！−

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる「オンライン資格確認」が令和３年10月20日から開
始されました。また令和３年10月21日から、マイナポータルを利用してご自身の特定健診情報を閲覧で
きるようになりました。

●マイナンバーカードを健康保険証として利用できます
●限度額適用認定証がなくても、本人が情報提供に同意をすれば自己負担限度額
を超える支払いが免除になります

大分県は健康寿命日本一を目指しています。健康寿命
とは健康に問題がなく日常生活を過ごせる期間を示し、平
成28年調査による全国ランキングでは、男性36位・女性
12位といった結果でした。５年ごとに行われるこの調査、
今年は最新データが発表される予定ですが結果はいかに…
一般的な高齢者の方は、平均寿命と健康寿命には差が
あり、この期間を身体機能障害または介護が必要な状態
と言われています。“ピンピンコロリ”という表現がある
ように、自分らしい生活を送るためにはこの期間が短け
れば短いほどいいと思う方は多いはずです。私自身もそ
う願い、日常的な運動や栄養バランスそして口腔の健康
を心がけていますが、読者の皆さんはいかがでしょうか？

●マイナポータルで自身の特定健診情報を閲覧できます
●マイナポータルで医療費通知情報が閲覧でき、確定申告時の医療費控除の手続き
が簡素化されます
●本人が同意すれば、初めて受診する医療機関でも特定健診情報や薬剤情報を医
師と共有できます

Q

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためにはどうしたら
よいでござるか？

A

保険証利用の申込み（初回登録）の手続きが必要だよ！
初回登録の手続きはこちらから

マイナンバーカードを持っていればどの医療機関でも
受診できるでござるか？

A

オンライン資格確認に対応している医療機関に限られているのよ。医療機関の窓口で確
認してみてね。今後対応する医療機関は広がっていく予定だよ。対応していない医療機
関を受診するときは、これまでどおり健康保険証を持っていってね！
対応している医療機関はこちらから

提

オーラルフレイル概念図（2019年版）

出典：「歯科診療所におけるオーラルフレイル対応マニュアル2019年版」
（日本歯科医師会）

心身の衰えの兆候は、ささいなお口のサインから始ま
ると言われています。「滑舌が悪い」「固いものが食べ
にくい」「ムセが気になる」等のお口の虚弱症状を感じ
たら「オーラルフレイル（図１）」かもしれません。こ
の状態が続くと、次は心身機能の低下「フレイル（虚
弱）」に転じ、最終的には寝たきり生活になる可能性も
あると言われています。負の連鎖に陥らないために、
ちょっとした空き時間にお口周りの体操習慣をおすすめ
しています。コロナ対策生活が長期化する中、マスクの
下でのお口トレーニングが大分県民の皆さんの健康の一
助になることを願っています（図２）。

https：//www.mhlw.go.jp/stf/newpage̲08277.html

Q

図１

お口元気体操

図２

鼻で吸って口で吐く

頬をふくらませ、すぼめる

供

（一社）

https：//www.mhlw.go.jp/stf/index̲16743.html

大分県歯科衛生士会

有松ひとみ先生

舌を上下左右に動かす
出典：「お口元気体操（DVD）」（作成：大分県歯科衛生士会）

Q

新たな被扶養者を共済組合に届出したあと、
保険証が届く前にマイナンバーカードで受診ができるでござるか？

A

組合員が共済組合に届出してからオンライン資格確認に情報が反映されるまでにはタイ
ムラグがあって、情報の反映前に受診した場合は、医療機関で資格確認ができないため
10割負担となることがあるのよ。そんなときは、所属所に資格証明書を発行してもらっ
て受診するといいよ！

高齢女性のケースです。いつまでも元気で自分らしい生活を目指し、日頃から気をつけましょう！
１

最近、食欲がなくて痩
せたからかしら、
入れ歯が合わないわ。
感染が心配で歯医者に
も行ってないし、
このま
ま放っておくしかない
わね…。

2

入れ歯を入れないから
滑舌が悪くおしゃべり
が苦痛…。
固いものが食べられな
いし、食べこぼしやム
セる回数が増えて疲れ
やすい気がするわ…。

3

毎日やわらかいものばかり
食べていると
自宅の段差で
転んじゃった！

4

あの時、早く入れ歯の調整に行っ
ていれば寝たきり生活にならな
かったかもしれない。
後悔先に立たず…。

骨折で入院

14

15

電話健康
相談サービス

健康相談

こころとからだのほっとライン
24 時間年中無休・通話料無料

医療相談

介護相談

育児相談

経験豊かな医師、保健師、看護師などの専門スタッフが健康・医療・介護・
育児・メンタルヘルスなどに関する相談にお応えします。
メンタルヘルスについては、電話によるカウンセリングは９時から22時まで
年中無休、WEBによるカウンセリングは24時間・年中無休で「こころの悩み」
の相談に応じています。
また、予約制で面談カウンセリング（１回につき50分、年間５回まで無料）を
受けることができます。
フリーダイヤル

0120 - 511 - 267

匿名でOK！

メンタルヘルス相談

メンタルに関する
相談事例でござる
●年上の同僚とうまくいかずストレスを感じます。
「自
分は仕事に向いていないのではないか」と自信が
なくなってきます。仕事、同僚との向き合い方を知
りたいです。
●夫の気持ちの浮き沈みが激しくて悩んでいます。医
療機関への受診を勧めても拒否されます。どう対応
すればいいでしょうか。

※該当項目は、ホームページではご覧になれません。
https://t-pec.jp/websoudan/
WEB
サービス
ユーザー名 oitakyosai
パスワード 511267

●復職して何とかやっていますが、だいぶ疲れが溜まっ
てきました。再び休職したくないので、どのような点
に注意すればいいか教えてください。

※組合員・配偶者およびそのいずれかの被扶養者の方がご利用できます。
※プライバシーは厳守されますので、安心してご利用ください。

プレゼントクイズ

前回号
の答え

手 取 蟹 戸
（読み方：てどりがんど）

空欄の四角の中に漢字を入れて、
四字熟語を完成させてください。
四角に入れた文字を並べ替えると、
答えが出てきます。

鳥南枝

蛙

中原逐

蝉噪

言語

断

（例）

救 世 済 民

（答え）

共 存 共 栄 （答え）共 済
ヒント

医療機関情報

紙面のどこかで、おカボちゃんがヒントを出しています。

応 募 方 法
ハガキに答え・氏名・所属所名・メッセージ（ご意見・ご要望）
・
プレゼントの送付先をお書きのうえ、下記までお送りください。
※プレゼント送付先の記載がない場合は、共済組合に登録のある住所に発送いたします。

〒870-0022 大分市大手町2-3-12 市町村会館
大分県市町村職員共済組合 共済通信編集部

締切…令和４年２月10日（木）（当共済組合必着）発表は次号のコーナーです。

10月号応募総数

135通（正解131通）

「おかずピーマン詰め合わせ４個セット」
（15名）

図書カード１,０００円分
（１５名）

大分市役所 曽根崎照紀 さん

姫島村役場 須賀

正喜 さん

大分市役所 朝川

貴俊 さん

日出町役場 杉田

久美 さん

大分市役所 帆足万里菜 さん

大分市役所 飯星

真美 さん

別府市役所 脇

眞治 さん

大分市役所 後藤

政哉 さん

別府市役所 清家

陽子 さん

大分市役所 後藤

マキ さん

別府市役所 松本

隆和 さん

大分市役所 上野

展久 さん

中津市役所 森山

将吾 さん

日田市役所 長尾

真琴 さん

豊後高田市 岡田

吉央 さん

佐伯市役所 久壽米木清嗣 さん

杵築市役所 渡壁

亨 さん

佐伯市役所 坪根

哲 さん

杵築市役所 本多真紀子 さん

臼杵市役所 安部啓二朗 さん

豊後大野市役所 川野

誠 さん

国東市役所 金当

直子 さん

豊後大野市民病院 藤田

浩輝 さん

由布市役所 奥川

将司 さん

竹田市役所 原田

孝美 さん

豊後大野市民病院 堀

友里恵 さん

竹田市役所 岩本

哲尚 さん

竹田市役所 菅

新司 さん

竹田市役所 志賀

郁夫 さん

宇佐市役所 中津留聖子 さん

※ハガキは一人一枚に限ります。
※今回は
「トマ王 潮 箱１㎏」
を15名様に、図書カード
（1,000円分）
を15名様にプレゼントいたします。

共済通信おおいた、共済組合に対するご意見・ご要望があれば下記連絡先まで

TEL 097-532-1531
FAX 097-532-1595
発行／大分県市町村職員共済組合

E-mail kyosai44@oct-net.ne.jp（総 務 課）
kyo44ho@oct-net.ne.jp（保険福祉課）
kyo44ne@oct-net.ne.jp（年 金 課）

大分市大手町２丁目３番12号

TEL（097）532-1531

編集発行者／中園 昇

