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●あなたの生活に健康と安心を

今月号のTOPICS

●がん対策は「定期的ながん検診」と「よい生活習慣」です
●がん検診の申込みが始まります！
●配偶者人間ドックの申込みが始まります！
●令和元年度 扶養状況確認調査
●異動の多い季節です　当共済組合への手続きをお忘れなく！
●令和2年度の予算・保険料率が決まりました
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「定期的ながん検診」「よい生活習慣」がん対策は「定期的ながん検診」と「よい生活習慣」です

参考：がん検診のススメ（第4版）、日本人のための科学的根拠に基づくがん予防、最強最高のがん知識

　日本人の2人に1人はがんになり、がん患者の3人に1
人は20～64歳の現役世代です。
　平成30年度は、組合員の561人が5つのがん（肺が
ん・大腸がん・胃がん・乳がん・子宮頸がん）で受診して
います。

　がんの患者数は、20代から50代前半までは女性が多く、50代後半から男性が急増します。たとえば、子宮頸がん
の罹患率は20代から急増し、40代前半から後半にピークを迎えます。
　また、乳がんの罹患率は30代から急増し、40代後半と60代後半に2回のピークを迎えます。

　がんは、検査で発見できる１㎝以上になるまで10年から
30年という長い年月がかかりますが、1㎝のがんが2㎝に
なるのは、たった1年から2年しかかかりません。また、がん
検診のがん発見率は100%ではありません。見逃してしま
うこともあるため、定期的に受けることが大切です。

組合員の5つのがんでの受診率（平成30年度）

10年～30年 1年～2年
早期がんの期間

がん細胞の成長と時間

「えっ、まさか自分が！ 自分はがんに
ならない」と思っていませんか？

がんは「不治の病」ではありません。「えっ、まさか自分が！ 自分はがんに
ならない」と思っていませんか？

がんは「不治の病」ではありません。がんは「不治の病」ではありません。

早期がんを発見できる時間は１～２年です。
定期的にがん検診を受けましょう。

「若いから、がんにならない」と思っていませんか？

早期がんを発見できる時間は１～２年です。
定期的にがん検診を受けましょう。

「若いから、がんにならない」と思っていませんか？

～「定期的ながん検診」でがんを早期に発見しましょう～

　がんは進行すればするほど治りにくくなります。
　がんの治療率の目安「5年生存率」では、がん全体の6
割が治り、早期がんの段階なら多くのがんで9割以上が
完治しています。
　病期（ステージ）が早期であるほど、がんは治りやす
く、治療も身体的・経済的・心理的に軽くなります。

出典：がん診療連携拠点病院等院内がん登録　2008年生存率集計報告書

Ⅰ期とⅣ期で発見された時の5年相対生存率の比較

男女の年代別がん罹患率（2016年） 子宮頸がん罹患率（2016年） 乳がん罹患率（2016年）

胃 肺・気管 大腸 子宮頸部 乳房

Ⅰ期
94.9％

Ⅳ期
9.6％ Ⅳ期

4.8％

Ⅳ期
25.3％Ⅳ期

18.5％

Ⅳ期
37.8％

Ⅰ期
81.3％

Ⅰ期
95.5％

Ⅰ期
95.2％

Ⅰ期
100.0％

7万
（人）

（歳）

6万

5万

4万

3万

2万

1万

0 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

女性

男性

※20～64歳を抜粋　出典：厚生労働省「全国がん罹患数　2016年速報」
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※子宮頸部、乳房ともに上皮内がんを含まない　出典：厚生労働省「全国がん罹患数　2016年速報」

40代前半
から

後半がピーク

40代後半と
60代後半で
ピークが2回

胃がん
27％

肺がん
14％ 大腸がん

36％

子宮頸がん 5％

乳がん
18％

がんの最新情報について知りたい方は当共済ホームページをご覧ください。
健康トピックス サイト内検索
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●40歳・45歳・50歳・55歳以上の組合員（任意継続を除く）は無料
　ただし、胃内視鏡検査は全員有料

※がん検診受診日に当共済組合が指定する検査以外の検査をオプショ
ン検査として（検査費用は全額自己負担）受けることは可能です。詳し
くは実施機関にご相談ください。

※1胃内視鏡検査の自己負担について
胃内視鏡検査は年齢に関わらず、全員有料となります。自己負担額
は各実施機関の胃内視鏡検査費用から当組合助成（7,500円）を
控除した額となります。

●受診期間●●検査項目●
令和2年7月1日（水）～令和3年3月31日（水）
※各実施機関の休診日を除く。
※4・5月に申込みの方は7月以降の受診、
　6月に申込みの方は8月以降の受診となります。

●受診方法●

①申込期間内に実施機関へ
　直接電話で申込みください。
申込みの際は、お手元に
組合員証（健康保険証）をご準備ください。
※申込期間の開始と終了間近は電話が混み合う可能性が
あります。

※定員のある実施機関がありますので、お早めに申込みく
ださい。
※障がい等により電話での申込みができない方は、裏表紙
記載の当共済組合の連絡先までお問合せください。

※申込みは、原則、ご本人からの連絡に限ります。

②受診日の約2週間前までに
　ご案内・問診票・検査キット
　が届きます。
内容をご確認ください。
万一、届かない場合は実施機関へお問合せくだ
さい。

③受診当日
〔持ち物〕
❶実施機関から届いた書類等一式
❷組合員証（健康保険証）
※組合員証を忘れると受診できませんので
　ご注意ください。
❸自己負担金（自己負担がある方）

④検診結果は後日郵送で届きます。

ご注意

※年齢は令和2年4月1日現在

５０歳以上の
男性組合員

５０歳以上の
組合員

組合員

組合員

組合員

女性
組合員

問診・胃部Ｘ線検査

問診・免疫便潜血検査（２日法）

血液検査（PSA）

DXA（デキサ）法または超音波法

問診・視診・子宮頸部細胞診
および内診

問診・胃内視鏡検査

1,０００円

200円

300円

300円

300円

200円

100円

400円

※1（50歳以上の組合員は「胃部Ｘ線検
査」または「胃内視鏡検査」、どちら
かを選択してくだい）

質問（問診）・胸部Ｘ線検査
喀痰細胞診

問診・マンモグラフィまたは
超音波検査
※40歳以上は原則マンモグ
ラフィ。ただし、40歳以上
であっても、マンモグラフィ
不適の者（妊娠中、妊娠の
可能性がある、心臓ペース
メーカー装着中、豊胸術後
等）については、マンモグラ
フィに代えて超音波検査を
受診可能

※39歳以下は超音波検査

HBs抗原検査、HCV抗体検査
HCV核酸増幅検査
（HCV抗体検査の結果、中力価
または低力価と分類された場合）

（50歳以上で喫煙指数【１日本数
×年数】600以上の者）

種別 検査項目 対象者 自己負担金

肺がん検診

胃内視鏡
検査

胃がん
検診

胃部Ｘ線
検査

大腸がん検診

子宮頸がん検診

乳がん検診

前立腺がん検診

肝炎ウイルス検査

骨量検査

申込期間　令和2年4月1日（水）～令和2年6月30日（火）

●申込期間終了後の申込みや複数の実施機関への申込みはできません。
●乳がん・子宮頸がん検診は医師を含め必ずしも女性スタッフが対応できるとは限りません。
●検診申込時点に組合員資格があっても、検診当日時点で資格を喪失されている場合は受診できません。
　資格喪失後の受診は全額自己負担となり、後日、検診受診費用をご返還いただきますのでご注意ください。
●現在、検査部位の病気等で治療中または経過観察中の方は、その部位は検診対象外です。医療機関でご相談く
ださい。

がん検診の申込みが始まります！がん検診の申込みが始まります！
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希望する実施機関に申込みください
所要時間は受診される検診種別によって異なりますので、実施機関にお問合せください。

（胃内視鏡検査をご希望される場合は、胃カメラありの実施機関に限ります）。
がん検診  実施機関一覧がん検診  実施機関一覧

実施機関名

住　所

最寄駅

申込受付曜日・時間

申込電話番号

検診実施曜日・時間

医療法人上野会 上野会クリニック
http://uenoclinic.com/
大阪市住吉区長居東４‐21‐26
大阪メトロ御堂筋線「長居」より徒歩３分（⑥番出口）
ＪＲ阪和線「長居」より徒歩５分（東出口）
月・火・水・金 8:00～18:00　木・土 8:00～17:00（日・祝除く）
06-6615-9899※申込期間終了後の予約内容の確認および
変更も、06-6615-9899へご連絡ください。
月・火・水・木・金・土 8：00～13：00

南大阪の中心的なクリニック併設の
検診施設で2016年に新築移転。骨
密度検査はもっとも精度の高いデキ
サ法で腰椎・大腿骨近位端で測定し
ます、ぜひ一度受診してください。

胃内視鏡検査（胃カメラ）
について
●検査方法（経口また
は経鼻）を選択可能
●助成後自己負担額5,500円

女性専用フロアで女性技師による
マンモグラフィ･乳腺超音波、TV
の医療コメンテーターでお馴染み
の院長上野（男性）が乳腺超音波
を担当することもあります。

胃カメラあり

実施機関名

住　所

最寄駅

申込受付曜日・時間

申込電話番号

検診実施曜日・時間

大阪がん循環器病予防センター
http://www.osaka-ganjun.jp　
大阪市城東区森之宮1-6-107
JR環状線「森ノ宮」より徒歩3分(北出口)
大阪メトロ中央線・長堀鶴見緑地線「森ノ宮」より徒歩2分(④番出口）
4/1（水）～5/1（金） 月～金 9：00～18：00（土・日・祝除く）
5/7（木）～6/30（火） 月～金 9：00～17：00（土・日・祝除く）
06-6964-5130※申込期間終了後の予約内容の確認および
変更は、06-6969-6712へご連絡ください。
月～金 8：30～概ね12：15

精度の高い検診とがん予防啓発
活動を積極的に展開しています。
ぜひ、一度受診ください。

乳がん検診の撮影技師は全員
女性です。要精検者は当日に
精密検査を実施しています。

胃内視鏡検査（胃カメラ）
について
●検査方法（経口また
は経鼻）を選択可能
●助成後自己負担額6,000円

胃カメラあり

●妊娠中の方
●消化性潰瘍などの胃疾患で受療中の方（ヘリコバク
ター・ピロリ除菌中の方も含む）
●胃全摘術後の方
●咽頭、鼻腔などに重篤な疾患があり、内視鏡の挿入
ができない方
●呼吸不全のある方

問診にて、下記に該当すると確認された場合、当日胃内視鏡検査をご利用いただけません。

●急性心筋梗塞や重篤な不整脈などの心疾患のあ
る方
●明らかな出血傾向またはその疑いのある方
●最高（収縮期）血圧が極めて高い方
●全身状態が悪く、胃内視鏡検査に耐えられないと判
断される方

胃内視鏡検査を受けることができない方胃内視鏡検査を受けることができない方

PR PR

PR PR

※実施機関によっては上記以外の条件（抗血栓薬服用中等）により予約不可となる場合がありますので、予約時にご確認ください。
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実施機関名

住　所

最寄駅

申込受付曜日・時間

申込電話番号

検診実施曜日・時間

医療法人健人会 那須クリニック
http://www.kentkai-nasuclinic.or.jp/
大阪市淀川区西中島4-4-21 サンノビル
大阪メトロ御堂筋線「西中島南方」より徒歩４分(①番出口)
阪急京都線「南方」より徒歩７分(西出口)
月～金 9：00～17：00（土・日・祝除く）
06-6308-3909※申込期間終了後の予約内容の確認および
変更も、06-6308-3909へご連絡ください。
月～金 8:45～10:30(婦人科検診のみの場合9:30～10:30)

午後は不定期　予約時にご確認ください

実施機関名

住　所

最寄駅

申込受付曜日・時間

申込電話番号

検診実施曜日・時間

一般財団法人 大阪市環境保健協会
http://www.oepa.or.jp
大阪市中央区大手前2-1-7 大阪赤十字会館6・7階
大阪メトロ谷町線「天満橋」より徒歩5分（③番出口）
京阪本線・中之島線「天満橋」より徒歩7分（③番出口）
大阪メトロ谷町線・中央線「谷町四丁目」より徒歩10分（①-A番出口)
月～金 8：00～19：30　土 9：00～15：00（日・祝除く）
0120-277087※申込期間終了後の予約内容の確認および
変更は、06-4792-7080か06-4792-7082へご連絡ください。
男性日:月･水･金･第1､2､4土 9：00～10：30（日・祝除く）
女性日:火･木･第3土 9：00～10：30（日・祝除く）
男女混合日:月･水･金 13：30～15：00（婦人科なし）

待合室からは緑豊かな大阪城を望み、落ち
着いた雰囲気の中で安心して受診していた
だけます。

毎週火・木曜日および第3土曜日はレディースデ
イ。マンモグラフィおよび乳エコー検査の技師
は女性。子宮頸がん検査は男性医師。

検診専業で40年以上の実績を有します。マンモグラ
フィを最新型に置き換え、痛みを軽減。子宮頸がん検
診は院長が「細胞診指導医」として健在です。

婦人科検診は毎日実施。すべて女性医
師・技師で行っております。レディース
デイは不定期に1～2日/月。

胃カメラなし

胃カメラなし

PR PR

PR PR

ATC

弁天町

あべのハルカス

大阪城
梅田

大阪市役所

大阪市環境保健協会
大阪メトロ・天満橋より徒歩5分
京阪・天満橋より徒歩7分
大阪メトロ・谷町四丁目より徒歩10分

上野会クリニック
大阪メトロ・長居より徒歩3分
JR長居より徒歩5分

大阪がん循環器予防センター
大阪メトロ・森ノ宮より徒歩2分
JR森ノ宮より徒歩3分

那須クリニック
大阪メトロ・西中島南方より徒歩4分
阪急・南方より徒歩7分 当共済組合は科学的根拠に基づき

がん検診を見直し実施しています
科学的根拠に基づいたがん検診とは、利益が不利益
より大きいことが証明されているがん検診です。

※腹部超音波検査（血液検査含む）による肝臓がん検診
　は上記の理由で平成30年度より廃止されました。

★利　益➡がんの早期発見･早期治療
★不利益➡検査による合併症や不必要な検査等

共済組合だより 2020.3◉5



　アメリカのデータでは、がんの原因の3分の1がタバコ、さらに3分の1が喫煙以外の食生活や感染等の生活習慣で
あり、遺伝によるがんは5%にすぎません。

　日本人男性の発がん要因は、喫煙が約
30%、ウイルス・細菌への感染が約23%、飲酒
が9%、塩分摂取が1.9%、野菜・果物の摂取不
足が1.4%、肥満が0.8%、運動不足が0.3%、
その他（生活習慣病以外）が33.6％です。

　たばこの煙に含まれる発がん物質は、全身に運ばれると肺がん、すい臓がん、肝臓がんなど難治性のがんになるの
を高めます。また、喫煙は、がん以外の心臓病（心筋梗塞）や脳卒中を引き起こし、寿命を約10年縮めます。

　1日あたりのアルコール量が23ｇ（※）未満の人に比べ、46ｇで約40%、69ｇ以上で約60%がんになるリスクが高く
なります。

　焦げた物には発がん性物質が含まれていますが、日常的な食事で食べる「焦げ」の量ではがんになりません。
　たとえば、体重60㎏の男性がどんぶり1杯分の焦げを毎日食べ続け、数トン食べるとがんになる危険が生じます。

日本人男性の発がん要因

がんの原因のほとんどが遺伝と思っていませんか？

たばこがなくなれば日本人男性のがん死亡全体の
約4割がなくなるといわれています。

多量の飲酒もがんになる確率が高まります。

がんの原因のほとんどが遺伝と思っていませんか？

日本人男性の約6割のがんは、生活習慣の
見直しで予防できます。
日本人男性の約6割のがんは、生活習慣の
見直しで予防できます。

たばこがなくなれば日本人男性のがん死亡全体の
約4割がなくなるといわれています。

肉でも魚でも焦げた部分を食べてもがんにはなりません。肉でも魚でも焦げた部分を食べてもがんにはなりません。

　国際的な基準では赤肉の摂取は1週間に500グラムを超えないように勧奨されています。

多量の飲酒もがんになる確率が高まります。

日本酒
〔1合〕
（180㎖）

ビール
〔大びん1本〕
（633㎖）

ワイン
〔グラス2杯弱〕
（200㎖）

焼酎25度
〔1合の2/3〕
（100㎖）

ウイスキー
ブランデー
〔ダブル1杯〕
（60㎖）

「定期的ながん検診」「よい生活習慣」がん対策は「定期的ながん検診」と「よい生活習慣」です

参考：がん検診のススメ（第4版）、日本人のための科学的根拠に基づくがん予防、最強最高のがん知識
～「よい生活習慣」でがんを予防しましょう～

※アルコール量
　23ｇの目安

喫煙
30％

運動不足0.3％

飲酒
9％塩分摂取1.9％

野菜・果物摂取不足1.4％
肥満0.8％

その他
（生活習慣以外）
33.6％

ウイルス・
細菌・感染
23％

ハム、ソーセージなどの加工肉、牛、豚、羊などの赤肉は大腸がんの
リスクを上げる可能性があると評価されています。
ハム、ソーセージなどの加工肉、牛、豚、羊などの赤肉は大腸がんの
リスクを上げる可能性があると評価されています。

がんの最新情報について知りたい方は当共済ホームページをご覧ください。
健康トピックス サイト内検索
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●5万円相当の健診を1万円で受けることができます。

※年齢は令和2年4月1日現在です。
※健診受診日に当共済組合が指定する検査以外の検査をオプションと
して（検査費用は全額自己負担）受けることは可能です。詳しくは実施
機関にご相談ください。

受診期間検査項目
令和2年6月1日（月）～令和3年3月31日（水）
※各実施機関の休診日を除く。

受診方法

申込期間　令和2年4月1日（水）～令和2年4月30日（木）

①申込期間内に実施機関へ
直接電話で申込みください。
申込みの際は、お手元に
被扶養者証（健康保険証）をご準備ください。
※申込期間の開始と終了間近は、電話が混み合う可能性が
あります。

※申込みは、原則、ご本人からの連絡に限ります。
※定員のある実施機関がありますので、お早めに申込みく
ださい。

③受診当日
〔持ち物〕
●実施機関から届いた書類等一式
●被扶養者証（健康保険証）
※被扶養者証を忘れると受診できませんので、
　ご注意ください。
●自己負担金（1万円）

④健診結果は後日郵送で届きます。

②受診日の約２週間前までに
ご案内・問診票・検査キット
が届きます。
内容をご確認ください。万一、届かない場合は
実施機関へお問合せください。

被扶養配偶者

女性被扶養配偶者

50歳以上の
男性被扶養配偶者

検査項目 対象者

身長・体重・BMI、腹囲

BUN、クレアチニン、尿酸

胃部Ｘ線検査

免疫便潜血検査（2日法）

視診・子宮頸部細胞診および内診

血圧測定

血糖

脂質

血液

腎機能
肝・胆・
膵機能

心電図
眼底
視力・聴力

糖、蛋白

胃

肺

大腸

乳

子宮頸部

血液検査（PSA）

DXA（デキサ）法または超音波法

前立腺

骨量
問　　　診
診　　　察

腹部超音波検査

潜血、沈渣（必要時）

総コレステロール、中性脂肪、
HDLコレステロール、
LDLコレステロール
赤血球数、白血球数、血小板数、
ヘモグロビン、ヘマトクリット、
MCV、MCH、MCHC

総ビリルビン、AST、ALT、γ-GT、ALP、
LDH、TP、ALB、A/G

胸部Ｘ線検査
喀痰細胞診※医師の判断により必要時

血糖、HbA1c

マンモグラフィまたは超音波検査
※40歳以上は原則マンモグラフィ。ただ
し、40歳以上であっても、マンモグラ
フィ不適の者（妊娠中、妊娠の可能性が
ある、心臓ペースメーカー装着中、豊胸
術後等）については、マンモグラフィに
代えて超音波検査を受診可能

※39歳以下は超音波検査

被扶養配偶者
（令和2年4月1日に
当共済組合の被扶
養配偶者であり、健
診当日にも資格が
ある方）

身体計測

画
像

生
理
的

血
液
検
査

尿

が
ん

●申込期間終了後の申込みや複数の実施機関への申込みはできません。
●乳がん・子宮頸がん検診は、医師含め必ずしも女性スタッフが対応できるとは限りません。
●健診申込時点に当共済組合の資格があっても、健診当日時点で資格を喪失されている場合
は受診できません。

●資格喪失後の受診は全額自己負担となり、後日、健診受診費用をご返還いただきますので
ご注意ください。

ご 注 意

配偶者人間ドックの申込みが始まります！配偶者人間ドックの申込みが始まります！
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一般財団法人　大阪市環境保健協会
http://www.oepa.or.jp

大阪市中央区大手前2-1-7　大阪赤十字会館6・7階

大阪メトロ谷町線「天満橋」より徒歩5分（③番出口）
京阪本線・中之島線「天満橋」より徒歩7分（③番出口）
大阪メトロ谷町線・中央線「谷町四丁目」より徒歩10分
（①-A番出口）

月～金 8：00～19：30　土 9：00～15：00（日・祝除く）

0120-277086※申込期間終了後の予約内容の確認および
変更は、06-4792-7080か06-4792-7082へご連絡ください。

男性日：月・水・金・第１、２、４土 9:00～10:30（日・祝除く）
女性日：火・木・第３土 9:00～10:30（日・祝除く）

所要時間は受診される健診種別によって異なりますので、実施機関にお問合せください。

配偶者人間ドック  実施機関一覧配偶者人間ドック  実施機関一覧

実施機関名

住　所

最寄駅

申込受付曜日・時間

申込電話番号

健診実施曜日・時間

医療法人上野会　上野会クリニック
http：//uenoclinic.com

大阪市住吉区長居東4-21-26

大阪メトロ御堂筋線「長居」より徒歩３分（⑥番出口）、
ＪＲ阪和線「長居」より徒歩５分（東出口）

月・火・水・金 8:00～18:00、
木・土 8:00～17:00（日・祝除く）

06-6615-9899※申込期間終了後の予約内容の確認
および変更も06-6615-9899へご連絡ください。

月・火・水・木・金・土 8：00～13：00

南大阪の中心的なクリニック併設の検
診施設で2016年に新築移転。TVの医
療コメンテーターでお馴染みの院長上
野（男性）が乳腺エコーを担当する事も
あります。骨密度検査は最も精度の高
いデキサ法で腰椎・大腿骨近位端を測
定します。ぜひ一度受診してください。

実施機関名

住　所

最寄駅

申込受付曜日・時間

申込電話番号

健診実施曜日・時間

毎週火・木曜日および第3土曜日は
レディースデイ。マンモグラフィおよ
び乳エコー検査の技師は女性。子宮
頸がん検査は男性医師。待合室か
らは緑豊かな大阪城を望み、落ち
着いた雰囲気の中で安心して受
診していただけます。

PR

PR

　特定健康診査を受診していただける「特定健康診査受診券（セット券）」を6月以降にお送りいたします。
　また、配偶者人間ドックをキャンセルされた場合にも、「特定健康診査受診券（セット券）」をお送りいたしますの
で、当共済組合までご連絡ください。

※特定健康診査の実施機関は、配偶者人間ドックの実施機関とは異なりますので、ご注意ください。
（特定健康診査・特定保健指導実施機関一覧は当共済組合のホームページに掲載予定です）
※特定健康診査と配偶者人間ドックをはいずれか一方のみ受診することができます。

40歳以上の配偶者の方で、
配偶者人間ドックを申込みされていない方には…
40歳以上の配偶者の方で、
配偶者人間ドックを申込みされていない方には…
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医療法人聖授会 総合健診センター
https://www.seijukai.jp/

大阪市天王寺区東高津町7-11　大阪府教育会館5階

大阪メトロ谷町線「谷町九丁目」より徒歩5分（東改札）
近鉄「大阪上本町」より徒歩3分（中央改札）

月～土 8：30～16：30（土曜日実施日6～12月は第1・3、
1～3月は第3）※日・祝除く

06-6761-2200※申込期間終了後の予約内容の確認
および変更も06-6761-2200へご連絡ください。

月～土 8：30～10：30  13：30（土曜日実施日6～12月は
第1・3、1～3月は第3）※日・祝除く

実施機関名

住　所

最寄駅

申込受付曜日・時間

申込電話番号

健診実施曜日・時間

実施機関名

住　所

最寄駅

申込受付曜日・時間

申込電話番号

健診実施曜日・時間

新しく綺麗な施設でゆったりと…上
質のサービスでおもてなし。体のす
みずみまで徹底的にチェック。最新
設備と経験豊富な女性医師・女性ス
タッフが自慢。女性の支持率が高く、
常に満足度の高い健診を提供。

医療法人朋愛会　淀屋橋健診プラザ
http://yodoyabashiplaza.com/

大阪市中央区伏見町4-1-1
明治安田生命大阪御堂筋ビル４階（ランドアクシスタワー）

大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋」⑬番出口直結
京阪本線「淀屋橋」より徒歩1分（大阪メトロ⑩番出口）

月～金 8：30～17：00　土 8：30～12：00

06-6232-7770※申込期間終了後の予約内容の確認
および変更も06-6232-7770へご連絡ください。

月～金 8：00～15：30　土 8：00～12：00

ガラスの壁面を多用した独創的で
斬新なデザインを取り入れた健診
フロアです。機能的かつ効率的な
検査室の配置によって、受診者本
位のアメニティ空間が形づくら
れ、明るくて清潔感ある健診施設
です。

PR

PR

特定保健指導をご利用ください。特定保健指導をご利用ください。

※生活習慣病の発症リスクが高い方で、配偶者人間ドック当日に特定保健指導を利用されなかった方は、
　当共済組合より案内文を送付します。

配偶者人間ドック当日の結果から、生活習慣病の発症リスクが高い方には実施機関より
特定保健指導（初回面接）を利用勧奨します。

無 料
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職場の健康づくり「出張型健康講座」
　令和2年度も、引き続き出張型健康講座を活用いただき、組合員様の健康の保持・増進にお役立てください。
　当共済組合は、組合員様の健康増進を目的に、各職場に出張する健康講座を実施しています。
　例年、ほとんどの所属から申込みいただき、平成30年度は72所属の組合員5,819人が受講しました。
　満足度アンケートでは、受講者の94.3%が講座内容について「大変良かった」もしくは「よかった」と回答し、受講者から
は「毎年楽しみにしています。」「定期的に開催して欲しい。」等、多くの嬉しいお声をいただいています。
　そこで、今回は講座の特徴や内容、受講者の声等をお届けします。

1. 各所属の健康課題を意識した7種類の講座
　各所属が「データでみるヘルスケア」（共済組合だより第100号（令和元年9月発行参照））から把握した健康課題の
改善につながる講座内容を選択できるように、7種類の講座を実施しています。
※大阪市職員共済組合ホームページに掲載しています。

2. 各講座の講師は医師、保健師、栄養士、臨床心理士、運動指導士等のスペシャリスト
　講座内容を熟知した専門職が担当するわかりやすい講座内容になっています。

3. 日常生活に取り入れることができる具体的な内容
　実際に目で見る、触れる、実践する、話す等、参加型、体験型の講義です。

毎年好評！

食べ方の意識、行動を変える　～目で見る、食品中の糖質・油分・塩分～

講座の様子と感想（令和元年度）

講座の特徴

受講者の声

受講者の声

健康を考えて、こどもと食事について話します

以外に塩分や砂糖を食べて
いることが驚きだった

自分や家族のためにさっそく
夕食から糖・脂・塩に気をつけます

食品表示をよく見るように心がけます

血圧が高い家族がいるので気をつけたい

腰痛・肩こり改善講座　～カラダをほぐして疲労回復～

受講前後の違いに驚いた

普段はからだを動かすことを
意識していなかった

からだを動かしたらスッキリ、
リフレッシュできた

小さな動きでもからだに変化が感じられてよかった。
日常生活にも取り入れます

ストレッチを休憩時に
しようと思う

※
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　　マインドフルネス瞑想でストレス軽減　～心の健康の保持増進～
　不安感、抑うつ感、不眠の改善効果が科学的根拠に基づき認められているマインドフルネス瞑想を学ぶ体験型の
講座です。

　　考え方の癖を修正してストレスに強くなる　～ストレスの軽減～
　偏った物事の捉え方を修正し、物事を客観的にとらえる考え方について学ぶ体験・参加型の講座です。

　　自立神経を整えてストレス軽減　～ストレスによる頭痛、不眠、下痢や便秘などの体調不良を和らげる～
～ベジアロマでカラダをいたわる～
　野菜のアロマ「べジアロマ」をいかして自立神経の乱れを整える方法を学ぶ体験・参加型の講義です。

　　自立神経を整えてストレス軽減　～ストレスによる頭痛、不眠、下痢や便秘などの体調不良を和らげる～
　～ストレッチ・呼吸法でカラダをいたわる～

　呼吸法、ストレッチ等の手軽にからだをほぐして自立神経
の乱れを整える方法を学ぶ体験・参加型の講義です。

　　食べ方の意識、行動を変える　～肥満軽減～
～目で見る、食品中の糖質・油分・塩分～
　具体的な食習慣改善について、食品中の糖質・油分・塩分の
可視化を通して学ぶ体験・参加型の講座です。

　　脂肪を貯めない運動習慣　～肥満軽減～
～太りにくいカラダづくり～
　具体的な運動習慣改善の運動方法を学ぶ体験型の講座です。

　　腰痛・肩こり改善講座　～自覚症状で男性に最も多い腰痛と、女性に最も多い肩こりの改善～
～カラダをほぐして疲労回復～
　腰痛・肩こりの具体的な予防法を、ストレッチを中心に学ぶ体験型の講義です。

所属単位で実施する講座ですので、各所属の担当者様からの申込みになります。
詳細は、総務事務システムに掲載するとともに、所属担当者にお知らせします。

　　  申込期間　令和2年5月1日（金）～6月30日（火）

申込み方法

令和2年度の講座内容（予定）令和2年度の講座内容（予定）

1

2

3

4

5

6

7

受講者の声

マインドフルネス瞑想でストレス軽減（日常の中でマインドフルネス）

忙しい日常でストレスを感じることが
多いので、対処法が分かってよかった

呼吸を意識し、気づきを大切にしたいと思った

マインドフルネスの実践が難しかったが、トレーニングを
生活の中に取り入れ、脳を休める時間をとりたいと思う

日常の中でマインドフルネス

目で見る、食品中の油分
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扶養状況確認調査扶養状況確認調査
　昨年、被扶養者が認定基準を満たしているかを調査する「扶養状況確認調査　　」を実施
しました。調査対象となった皆様には、ご協力いただきありがとうございました。

検認

｢検認｣とは、被扶養者として認定された後も継続して認定基準を満たしているかどうかを調査･確認
することです。当共済組合が年度ごとに定める対象者に関する調査票や証明書類の提出を求め実施
します。

｢検認｣って何をするの？

被扶養者は掛金(保険料)を負担することなく、医療等の給付を受けることができます。しかし、本来、
被扶養者に該当しない人を認定してしまうと、当共済組合は必要のない給付や、加入者数に応じて計
算される高齢者医療制度への負担金を余分に負担したりすることになります。これらは、当共済組合
の財政悪化を招き、最終的には、組合員の掛金の上昇等につながる要因になります。こうしたことを未
然に防ぐためにも、｢検認｣を行う必要があるのです。

Q1 

なぜ「検認」をするの？

A1

■令和元年度の実施状況

調査対象者

資格が取り消された事例
●健康保険の被保険者となっていた。
●調査期間中の収入が超過していた。
●基準日額を超過した雇用保険を受給していた。
●課税証明書より調査期間以前から収入が超過していたことが判明した。
　　⇒Ｐ13を確認

Q2 

A2

認定基準を満たさなくなった日にさかのぼって、被扶養
者資格を喪失することになります。
被扶養者資格が喪失しているにもかかわらず、当共済
組合の被扶養者証（健康保険証）を使って医療機関等を
受診した場合は、その医療費のうち共済組合負担分を
返還していただくこととなります。
被扶養者として認定されても、その資格が永久に継続
するものではありません。被扶養者の収入状況等を十
分に把握していただき、必要に応じて減員の届出等を
行ってください。

「検認不可」となったらどうなるの？Q3 

A3

基準日時点で組合員の同居の配偶者のうち、当共済組合が
定めるもの

検認
Q＆A

令和2年3月現在調査結果
調査中

3人認定不可

27人

認定可

1,427人

ご協力ありがとう
ございました

令和元年度
検認

対象者
1,457人
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お問合わせ：保健医療係　☎06-6208-7591～3

令和2年度も引き続き同居の配偶者を対象とする予定です。被扶養者の収入に関
する書類等を大切に保管しておいてください。

給与収入がある方…
□1月から12月に限らず、どの期間の1年間をとって
も130万円＊（月額108,334円、日額3,612円）未
満ですか？

□課税・非課税を問わず、すべての収入で判定します。
　給与収入額には交通費等も含まれます。所得税控
除前の総支給月額は108,334円＊未満ですか？

年金を受給している方…
□遺族年金や障害年金、または60歳以上の公的年金
等を受給し始めた場合、収入は基準額＊未満ですか？

□年齢進行や退職等による加入月数の増加や障害等
級の増進等による改定で、年金受給額が増額され
ていませんか？
年金等以外に収入があれば、すべての収入で判定し
ます。

□送金基準は満たしていますか？
　年間65万円以上かつ対象者の収入以上の送金
が必要です。
　また、いつ、誰から、誰に、いくら送金したかを明
確に証明できる書類（金融機関の振込票、預金
通帳等の写し）を保管してください。『手渡し』で
の仕送りは認められません（生活費としての仕
送りですので、毎月の送金を原則とします）。
□送金額の上限基準は満たしていますか？
　仕送りをする「組合員世帯（扶養する側）の生活
費」が仕送りを受ける「別居被扶養者世帯（扶養
される側）の生活費」を下回ることがないよう送
金基準に上限額を設定し、社会通念上の妥当性
を確保しています。

雇用保険や休業補償（傷病手当金など）を受給している方…
□給付日額は3,612円＊未満ですか？
　雇用保険等は日額で判定します。日額が3,612円
＊以上の給付を受ける場合には、向こう１年間に
130万円＊以上の収入が見込まれるため、被扶養
者として認定されません。

被扶養者が個人事業者となった方…
□事業収入から売上原価のみを必要経費として差し
引きした収入額が130万円＊未満ですか？
　個人事業者は原則、被扶養者として認定されませ
んが、収入が著しく低いときは認定される場合もあ
ります。
　ただし、法人の代表取締役および従業員を１人でも
雇っている事業主等は、被扶養者として認定されま
せん。

◎なお、認定対象者に配偶者がいる場合には、夫婦間に
おける相互扶助義務が他の親族における相互扶助義
務より優先します。一方の収入が限度額未満であって
も、2人の収入の合計額がそれぞれの収入限度額を
合算した額以上となる場合には被扶養者として認定
できなくなります。

 被扶養者の収入状況をしっかり把握！

 別居認定されている被扶養者がいる方！
 毎年の検認の際、提出書類を保管していないためど
うしたらよいかとのお問合わせが多数あります。
　収入に関する書類（給与明細書等）や経済的援助に
関する書類（金融機関の振込票等）を保管していない
方がいらっしゃるようですが、いつ、調査依頼があって
も提出できるよう、関係書類は必ず保管しておいてく
ださい。

 検認時に必要な書類はきちんと保管！

 詳細は「被扶養者認定取
扱基準」（当共済組合ホー
ムページに掲載）でご確認
ください。

 認定基準をもう一度確認！

＊障害年金受給者または60歳以上の公的年金受給者は年額
180万円、月額150,000円、日額5,000円

「検認」で「認定不可」とならないために…

予 告
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当共済組合への
手続きをお忘れなく！

　「組合員証」「被扶養者証」「限度額適用認定証」「高齢受給
者証」等を返却してください。資格喪失後、誤って「組合員
証」等を使って医療機関にかかった場合、その医療費（共済
組合負担分）を返還していただくことになります。

◆「組合員証」「被扶養者証」等を返却

被扶養者が就職したときなど組合員が退職したとき

引っ越しをしたとき

被扶養者が就職したときなど

　被扶養者が就職して勤め先の健康保険組合等に加入し
た場合や、被扶養者が結婚して配偶者の被扶養者になった
場合等には、すみやかに「被扶養者申告書」を提出して減員
の手続きをしてください。

◆減員手続きを！

　記入する余白がなくなったら「組合員証等再交付申請
書」を提出して、新しい証の交付を受けてください。

◆組合員証・被扶養者証等の裏面に
　新しい住所を記入 　人事異動のため組合員のみ引っ越しすることとなったと

きや、その他の理由で組合員と被扶養者が別居するときに
は、届出が必要です。
　引く続き扶養するときには、「被扶養者申告書」を提出
し、別居認定の届出をしてください。
　また、「扶養状況確認調査（検認）」の際、別居する被扶養
者への送金事実確認書類（金融機関の振込票、預金通帳
等の写し）の提出が必要となりますので、必ず保管しておい
てください。
　なお、認定基準を満たさなくなった場合は、すみやかに
減員の手続きをしてください。

※別居扶養の認定基準や必要書類等については、当共済
組合のホームページ等でご確認ください。

◆被扶養者と別居する場合

　「国民年金第3号被保険者住所変更届」を提出してくだ
さい。

◆国民年金第3号被保険者に
　該当する被扶養者がいる場合

　引っ越し先の自治体で医療費助成制度を受ける場合は、
その医療証のコピーに組合員の職員番号と氏名と連絡先
電話番号を記入して当共済組合に提出してください。ま
た、医療証の内容に変更があった場合も当共済組合にご
連絡ください。
※大阪市の医療費助成制度に該当している方、または大阪市以外の
大阪府下の自治体にお住まいの方で「小児ぜんそく等医療費助
成制度」以外の医療費助成制度に該当している方は、当共済組合
への連絡は不要です。

◆引っ越し先の自治体の
　医療費助成制度を受ける場合

年度替わりの時期、就職、退職、引っ越しなど、新生活を始める方も多いことでしょう。
それに伴って、当共済組合への手続きが必要な場合があります。

該当する場合は、すみやかに各所属所（市長部局にあっては総務事務センター）を通じて手続きをしてください。

組合員が退職したとき

引っ越しをしたとき

異動の多い季節です

当共済組合への
手続きをお忘れなく！
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令和2年3月末退職予定です。組合員証等を返却する予定ですが、子供の被扶養者証が見当たりません。どう
したらいいですか？

資格喪失する際には、必ず組合員証等を返却していただく必要があります。返却できない場合は、所属所（市
長部局にあっては総務事務センター）を通じて「組合員証等滅失届」を提出してください。

被扶養者認定されている子供が４月から就職予定です。減員手続きには、どのような添付書類が必要ですか？

事実発生日と事由が確認できる書類を添付してください。
就職の場合は、就職日の確認ができる就職証明書（辞令等の写し）を添付してください。健康保険の資格取
得日と就職日が同日の場合に限り、就職証明書の代用として健康保険証の写しまたは健康保険資格取得証
明書でも可能です。

被扶養者認定されている子供が4月から大学進学し、別居することになりました。
どのような手続きが必要ですか？
また、人事異動のため別居しなければならない場合は、どうしたらいいですか？

被扶養者と別居する場合で、引き続き扶養するときは、別居認定の届出が必要です。所属
所（市長部局にあっては総務事務センター）を通じて「被扶養者申告書」に次の書類を添
付して提出してください。
【学生別居】
●経済的援助にかかる申出書（学生を別居扶養する場合の申請用）
●在学証明書または学生証の写し
●対象被扶養者の住民票(続柄が記載されている世帯全員のもの)
●その他所属所において必要とする書類
【人事異動】
●「共済組合被扶養者にかかる申出書（人事異動用）」
なお、届出が遅延した場合には、別途収入および仕送りに関する証明書類（課税証明書
や給与明細書等の写しおよび送金記録等写し）等の添付が必要となります。

年度替りの時期です。
本市退職時の組合員証等の未返却、被扶養者の就職による減員、大学進学等による別居認定
等の届出漏れが多く見受けられますので、お忘れのないようご注意ください。

こんなときには・・・こんなときには・・・

A1

Q1

A2

Q2

A3

Q3
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令和2年3月13日の組合会にて、令和2年度の事業計
画および予算が承認されましたので、その概要をお知
らせします。

予算が
決まりました

収支差引額
177,918千円

短期経理 組合員とその被扶養者の病気やけが、出産、死亡、休業、災害に対して給付を行う経理です。
組合員の掛金や事業主の負担金等をおもな資金としています。

収支差引額177,918千円は、利益剰余金として次年度に繰越します。

●負担金　8,976,623千円
●掛金　9,092,907千円
●育児・介護休業手当金交付金　411,992千円
●高額医療交付金　268,432千円
●前年度繰越支払準備金　1,286,249千円
●その他　59,746千円

●給付金　8,404,282千円
●高齢者医療制度等への拠出金　6,940,157千円
●介護保険制度への拠出金　2,171,904千円
●財政調整事業等への拠出金　216,922千円
●育児・介護休業手当金に係る共同事業等への拠出金　811,089千円
●業務経理へ繰入　29,191千円
●次年度繰越支払準備金　1,331,703千円
●その他　12,783千円

不足額は、前年度からの剰余金を充当します。

●負担金　132,673千円
●掛金　134,306千円
●その他　144千円

●厚生費　283,403千円
●特定健康診査等費　102,242千円
●委託費　14,029千円
●普及費　12,984千円
●連合会分担金等　35,864千円

組合員とその被扶養者の健康の保持・増進を目的に、各種検診事業や健康教育等に要する
経費を執行する経理です。組合員の掛金や事業主の負担金等をおもな資金としています。保健経理

19,918,031千円支出総額20,095,949千円収入総額

448,522千円支出総額267,123千円収入総額

収支差引額
▲181,399千円

令和2年度
予算が
決まりました

令和2年度
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短期給付および年金給付に係る事務費を執行する経理です。

不足額は、前年度からの剰余金を充当します。

収支差引額4,120千円は、利益剰余金として次年度に繰越します。

●負担金　157,009千円
●短期繰入金　29,191千円
●連合会交付金　5,665千円
●その他　740千円

●役員報酬・職員給与　57,095千円
●事務費　25,212千円
●委託費　32,173千円
●普及費　7,836千円
●連合会分担金等　70,021千円
●その他　14,655千円

●負担金　24,138,626千円
●組合員保険料　15,007,895千円

●連合会払込金　39,146,521千円

●組合員貸付金利息　23,807千円
●雑収入等　4,216千円

●連合会払込金　8,379千円
●委託費等　15,524千円

●負担金　1,230,705千円
●掛金　1,230,705千円

●連合会払込金　2,461,410千円

業務経理

住宅・高額医療・出産等の各種貸付の収支を行う経理です。貸付経理

年金払い退職給付（新３階）の保険料の収支を行う経理です。退職等年金経理

一元化以降の年金給付（１階・２階）の保険料の収支を行う経理です。厚生年金保険経理

23,903千円支出総額28,023千円収入総額

206,992千円支出総額192,605千円収入総額

2,461,410千円支出総額収入総額

39,146,521千円支出総額39,146,521千円収入総額

2,461,410千円

収支差引額
▲14,387千円

収支差引額
4,120千円
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掛　金
組合員が負担する保険料

変更後
（令和2年4月から）

47.50

0.80

8.70

91.50

7.50

お問合わせ ： 庶務係　☎06-6208-7581

短期掛金率
（医療保険等に関する財源）
福祉掛金率
（検診事業等に関する財源）
介護掛金率
（介護保険に関する財源）
厚生年金保険料率
（年金に関する財源）
年金払い退職給付掛金率
（新3階年金に関する財源）

現　行
（令和2年3月まで）

令和2年4月から保険料率が次のとおり変更されます。

負担金
事業主が負担する保険料

（単位：千分比）

49.00

0.80

7.10

91.50

7.50

変更後
（令和2年4月から）

47.50

0.80

8.70

91.50

7.50

短期負担金率
（医療保険等に関する財源）
福祉負担金率
（検診事業等に関する財源）
介護負担金率
（介護保険に関する財源）
厚生年金保険料率
（年金に関する財源）
年金払い退職給付負担金率
（新3階年金に関する財源）

現　行
（令和2年3月まで）

49.00

0.80

7.10

91.50

7.50

※上記の掛金率および負担金率は定例給料および期末勤勉手当とも同率です。
※事業主負担には、上記に記載の負担金のほか、短期公的負担金（0.06/1000）、調整負担金（0.10/1000）、基礎年金拠出金に係る公的負担金
（40.00/1000）、追加費用（21.60/1000）が必要となります。

令和2年度の保険料率が決まりました
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●ずっと使える
就職や転職したときなどでも、同じマイナンバーカード
を保険証として使い続けることができます。

●早い！
読み取り機器にかざすだけで、すぐに医療保険の資格
を確認することができます。

●かんたん設定
マイナンバーカードを保険証として利用するための最
初の登録（マイナポータルでの登録）は、スマホやパソコ
ン、市区町村の窓口、病院や薬局などで簡単に設定でき
るようになっています。

❶スマホで顔写真を撮影
❷スマホで交付申請書のQRコードを読み取る
❸申請用WEBサイトでメールアドレスを登録
❹申請者専用WEBサイトのURLが届いたら、顔写真を
登録、必要事項を入力して申請完了

❶カメラで顔写真を撮影
❷申請用WEBサイトでメールアド
レスを登録
❸申請者専用WEBサイトのURLが
届いたら、顔写真を登録、必要事
項を入力して申請完了

❶交付申請書に必要事項を記入し
て、6ヵ月以内に撮影した顔写真
を貼り付けて郵送し、申請完了

❶「個人番号カード申請」を選択
❷料金を投入して、交付申請書のQRコードをバーコー
ドリーダーにかざす
❸必要事項を入力
❹顔写真を撮影して送信し、申請完了

マイナンバーカードの申請方法は4つ

マイナンバーについてのお問合わせ先

平　日／9時30分～20時00分　土日祝／9時30分～17時30分（年末年始を除く）
紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については24時間365日受付 マイナンバーの▲

申請方法はこちらから　

0120-95-0178
マ　 イ　ナンバー

マイナンバー総合
フリーダイヤル

スマホから

●マイナンバーカードを保険証として利用すると、こんなメリットが！

　令和元年5月に公布された改正健康保険法により、令和3年3月から
マイナンバーカードが保険証として利用できるしくみ※が導入されます。

※現在の保険証が使えなくなるわけではありません。
　マイナンバーカードに保険証の機能も持たせるしくみです。

マイナンバ
ー

カードの作
り方は

こちら

マイナンバーカード　保険証マイナンバーカード　保険証

パソコンから

郵便で 証明用写真機で

利用できるようになります！

令和3年3月から、
が　　　として
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退職後に必要な、年金の手続き退職後に必要な、年金の手続き退職後に必要な、年金の手続き

　国民年金は６０歳まで加入しなければなりません。そのため、早期退職した人および60歳未満の国民年金
第３号被保険者である配偶者は、退職後、国民年金の保険料を第１号被保険者として自分で納める必要があ
ります。手続きについては、お住まいの市（区）役所または町村役場にお問合わせください。

退職後に国民年金に加入する場合退職後に国民年金に加入する場合

　住所を変更した場合や、氏名を変更した場合は「年
金待機者異動報告書」を当共済組合に提出してくだ
さい。

　再就職先の所属所に、当共済組合に加入していた旨を報告してください。
　共済組合が支給する老齢または障害年金を受給している場合は、再就職先の所属所に「年金受給者再就
職届書（組合員用）」を提出してください。（国家公務員共済組合へ加入する場合は、当共済組合に連絡してく
ださい）
　在職中は、年金の一部または全部が停止となります。

公務員として再就職（共済組合に再び加入）する場合公務員として再就職（共済組合に再び加入）する場合

　老齢厚生年金の支給開始年齢に到達される前に、
ご自宅へ請求書等が送付されますので、忘れずにご
提出ください。
　６０歳以後支給開始年齢到達日前に老齢厚生年金
の繰上げ受給を希望する場合は、事前に当共済組合
にご連絡ください。

老齢厚生年金の支給開始年齢に到達した場合老齢厚生年金の支給開始年齢に到達した場合

大阪市を退職した後、年金に関して、さまざまな手続きがあります。
将来受け取る大切な年金のことですので、忘れずに手続きをしてください。

住所または氏名を変更した場合住所または氏名を変更した場合
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　退職年金は、１年以上引き続く組合員期間を有する者が①退職し65歳に達したとき、または②65歳に達
した日以後退職したときに支給されます。
　半分を終身退職年金、残り半分を有期退職年金で受給することとなりますが、終身退職年金と有期退職年
金は同時に請求することとなります。
　なお、有期退職年金の支給期間は原則20年ですが、10年または一時金として受給することも選択できま
す。有期退職年金を10年または一時金として受け取るための申出は、給付事由が生じた日から６ヶ月以内に
終身退職年金の請求と同時に行う必要があり、支給開始後の変更は行えません。
　退職年金の請求書は、上記①または②のときに、当共済組合からご自宅へ送付いたしますので、忘れずに
ご提出ください。
　６０歳以後65歳に達する日前に退職年金の繰上げ受給を希望する場合は、事前に当共済組合にご連絡く
ださい。

退職等年金給付における退職年金を請求する場合退職等年金給付における退職年金を請求する場合

　必要なお手続きをご案内いたしますので、当共済組
合にご連絡ください。

老齢厚生年金の支給開始年齢に到達する前に死亡した場合

老齢年金受給者が議員になられた場合

老齢厚生年金の支給開始年齢に到達する前に死亡した場合

　共済組合が支給する老齢年金を受給している方が
国会議員または地方公共団体の議会の議員となられ
た場合は、当共済組合にご連絡ください。
　ただし、日本年金機構が支給する老齢年金を受給
している方については、管轄の年金事務所での手続
きが必要になります。

老齢年金受給者が議員になられた場合

お問合わせ ： 年金係　☎06-6208-7547、7548、7549

手続き等の詳細については当共済組合にお問合わせください。
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地共済年金情報Webサイトをご利用いただくには、
あらかじめ地共済年金情報WebサイトからユーザIDの申込みが必要です。

地共済年金
情報Webサイト

組合員および過去に組合員であった方
※次に掲げる方は対象者にはなりません。
（1）昭和54年12月以前に退職され、退職一時金全額受

給期間（年金を受け取るために積み立てた掛金を退
職一時金として全額受給した場合の当該期間）のみ
を有する方

（2）当共済組合を退職または老齢の年金受給権を有す
る方

（3）老齢厚生年金の支給開始年齢にすでに到達されて
いる方

（1）年金加入履歴および加入期間
（2）将来受給することとなる老齢厚生年金等の見込額
（3）標準報酬月額等および標準賞与額等の記録
（4）保険料納付額（組合員の方のみ）
（5）年金払い退職給付の給付算定基礎額残高（平成27

年10月以降の組合員期間がある方のみ）

利用対象者 閲覧できる内容

URL  https://www.chikyosai-nenkin-web.jp/

地方公務員共済組合連合会 検索

年金情報がWEBサイトで
確認できます
年金情報がWEBサイトで
確認できます

年金払い退職給付に係る
財政状況（平成30年度末）について

　地方公務員共済組合連合会では、ホームページに平成30年度末の「財政検証結果」を掲載しています。ぜ
ひ、ご覧ください。
　http://www.chikyoren.or.jp/（地方公務員共済組合連合会トップページ）
　トップページの「年金払い退職給付制度」からご覧いただけます。
※令和2年4月以降は、ホームページのリニューアルのため掲載場所が変わります。
（トップページ「年金関連情報⇒年金財政関係⇒年金払い退職給付（退職金等年金給付）⇒財政検証・財政
再計算」からご覧いただけるようになります）

10月に年金払い退職給付に係る基準金利
および終身年金現価率ならびに
有期年金現価率の値が変わります

　地方公務員共済組合連合会では、ホームページに基準利率や年金現価率等に関する情報を掲載していま
す。今後、これらの率についての関連情報等を掲載していきますので、ぜひ、ご覧ください。
　http://www.chikyoren.or.jp/（地方公務員共済組合連合会トップページ）
　トップページの「年金関連情報⇒年金財政関係⇒年金払い退職給付（退職金等年金給付）⇒地共連の定款
で定める事項（基準利率等）」からご覧いただけるようになります）
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おおさか健活マイレージ「アスマイル」をぜひご活用ください！
　おおさか健活マイレージ「アスマイル」は、ウォーキングなどの健康行動を楽しく続けて、健康寿命を
延ばすことなどを目的として大阪府が提供するサービスです。
　大阪府民（18歳以上）であれば無料でご利用いただくことができますので、ご自身の健康管理、健康
づくりにぜひお役立てください！
　また、大阪府以外の自治体でも同様のサービスを提供しているところがありますので、お住まいの自
治体のホームページなどでご確認ください。
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広告（広告に関する責任は広告掲載者に帰属します）
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広告（広告に関する責任は広告掲載者に帰属します）
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