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※1   その傷病について、初めて医師の診療を受けた日

※2   ① 初めて医師の診療を受けた日（初診日）から１年６か月を経過した日
②人工透析を初めて受けた日から３か月が経過した日
③人工骨髄、人工股関節を挿入置換した日
④心臓ペースメーカー又は人工弁を装着した場合は、装着した日
⑤人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日
⑥切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日
⑦咽頭全摘出の場合は、全摘出した日
⑧在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

年年年年年年年年年年年年年年年年年 金金金金金金金金金金金金金金金金金 講講講講講講講講講講講講講講講講講 座座座座座座座座座座座座座座座座座

障害共済年金について�

◎障害共済年金の支給要件

1. 障害認定日において障害の状態にあるとき

組合員である間に初診日（※1）があり、かつ、障害認定日（※2）において障害等級が１級、
２級、３級のいずれかに該当する障害の状態にあるとき。

2. 障害認定日後に障害の状態になったとき（事後重症制度）

障害認定日（※2）には障害等級の１級から３級に該当する障害の状態になくても、６５歳に達
する日の前日までの間に、障害等級が１級から３級に該当する障害の状態になったとき。

障害共済年金とは

障害共済年金は、組合員である間に初診日がある傷病により、障害等級が１級、２級又は３級

の障害の程度に該当する障害の状態になったときに支給されます。

なお、障害等級が１級又は２級の障害の状態になったときは、原則として障害基礎年金も支給

されます。

診断書の現症日と必要枚数

障害認定の目的 必要な診断書と枚数 支給開始月

障害認定日請求 障害認定日以降３月以内の現症を記したものが１枚
認定日の属する月の
翌月分から

障害認定日請求
（遡及請求）

障害認定日以降３月以内の現症を記したものが１枚、
請求日以前３月以内の現症を記したものが１枚の計２枚

認定日の属する月の
翌月分から

事後重症による請求 請求日以前３月以内の現症を記したものが１枚
請求日の属する月の
翌月分から
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◎ 障害共済年金の請求から決定までの流れ

1. 障害共済年金の請求

障害共済年金請求書に、所定の診断書、病歴・就労状況等申立書のほか必要書類を添付のうえ、
所属所の共済事務担当者へ提出していただきます。
2. 障害認定事務

診断書、病歴・就労状況等申立書に基づき、全国市町村職員共済組合連合会（以下「市町村連合
会」という。）にて障害程度を診査し認定を行います。
3. 障害程度の認定通知及び障害共済年金の決定

市町村連合会からの障害程度の認定通知に基づき、障害等級が３級以上に該当した場合は、障害
共済年金の決定を行い、年金証書等を在職中の方については所属所担当者を通じて、退職者につ
いてはご自宅あてにお送りします。

◎ 障害共済年金の停止

① 在職中の場合は、原則として支給停止になります。ただし障害基礎年金は在職中でも支給され
ます。

② 退職後、再就職して被用者年金制度に加入する場合は、所得制限の対象となり、障害共済年金
の一部が支給停止となる場合があります。

③障害等級が３級にも該当しなくなった場合は全額停止となります。
④ 地方公務員災害補償法等による傷病保障年金等の支給を受けるときは、その間、公務等による
障害共済年金が調整されます。

⑤ 他の種類の年金(退職共済年金等)の受給権を有する場合は、併給調整により停止となる場合があ
ります。

◎ 障害の程度の再認定による診断書の提出

障害共済年金として決定された後は、市町村連合会が指定した年度（１年・３年・５年・永久固
定）に合わせて、原則として受給権者の誕生月に診断書を提出していただき障害の状態について再
認定を行います。

◎ 障害の程度の減退による受給権の消滅

障害の程度が減退して障害等級が３級にも該当しなくなったときは、障害共済年金の支給が停止
されますが、該当しなくなった日からその状態のまま３年を経過し、かつ６５歳に達したときは、
障害共済年金を受ける権利は消滅します。

◎ 傷病手当金の支給調整

共済組合から傷病手当金の支給を受けている方が、障害共済年金(同一給付事由に基づく障害基礎
年金を含む)を受給するようになったときは、傷病手当金の支給が調整されます。
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被扶養者として認定されている方が、現在も被扶養者の要件を満たしているかを確認するため被扶

養者資格確認調査を実施します。

法に基づく適正な被扶養者の認定を行っていくうえで不可欠な調査ですので、組合員の皆様のご理

解とご協力をお願いいたします。

◆ 調査対象者（再認定対象者）
・配偶者と父母（養父母・義父母）は60歳以上【昭和２４年４月１日以前の誕生日の者】

・その他の続柄は１８歳以上【平成３年４月1日以前の誕生日の者】

ただし、次の①②は調査対象から除きます。

①平成２１年１月以降に認定された者

②平成２１年４月以降に継続認定の手続きを行った者

◆ 再認定実施期間
平成２１年９月１日～平成２１年９月３０日

◆ 調査基準日
平成２１年４月１日

◆ 調査方法
該当する組合員に対し、共済組合から「被扶養者資格確認届書」をお送りしますので、必要事項を

記入のうえ確認書類を添付して、所属所の共済事務担当課（係）へ提出してください。

なお、扶養手当が支給されている被扶養者については、所属所において確認が行われますので、確

認書類の添付は不要です。

◆ 調査に必要な書類
被扶養者の状況により、確認書類が必要となります。

在学証明書、給与明細書、確定申告書、収支内訳書、年金決定・改定通知書、公的機関各種届出

（開業届・廃業届等）の控のほか、収入状況等確認できるものがありましたら大切に保管しておいて

ください。

被扶養者の資格確認調査を行います�
「組合員被扶養者証」の再認定
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父母などの方で、夫婦どちらか一方を被扶養者として認定している場合は、夫婦二人の収入のわか

るものを確認できる書類が必要になります。

また、組合員以外に扶養義務者がいる場合は、他の扶養義務者の収入を確認できる書類を求めるこ

とがあります。

◆ 注意事項
調査（再認定）時に「組合員被扶養者証」の提出は必要ありません。

調査により被扶養者の要件を満たしていないことが判明した場合は、要件を欠いた日に遡って認定

を取消すことになりますので、速やかに取消の手続きを行ってください。この場合、取消日以降に受

診された医療費について返還していただくことになりますのでご留意ください。

◆ 注意していただきたい事例
１.  就職した。

２.  アルバイトなどの給与収入が認定基準を超える。

被扶養者認定基準の収入年額は130万円（月額108,344円）未満となっています。

３.   年金額及び給与収入等の合算額が認定基準を超える。

年金額あるいは年金と他の収入を合わせた額が認定基準額（180万円）を超えたときは取り消

しになります。

４.  父母合算により認定基準を超える。

・父母ともに６０歳未満　221万円

・一方が６０歳以上の年金者　263万5千円

・父母ともに６０歳以上の年金者　306万円

※ 調査実施に関する詳細は、皆様のお勤め先の共済事務担当課（係）を通じて別途お知らせいた

します。所属所によって締切日が異なる場合がありますが、共済組合への提出期限は８月２８

日（金）といたします。
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８月３日（月）・４日（火）に開催します健康セミナー

のカリキュラムをお知らせします

健康への意識と運動やリラクゼーション体験を取り入れたカリキュラムをお知らせします。
≪今回の健康セミナーの募集は７月中旬に終了しました。≫

１０：００　　開  会�
�
１０：１５　　講  演　�
　　　　　 『こころと身体の元気力アップ！最新情報』�
�
１２：００　　昼  食（ヘルシー弁当）�
�
１３：００　　運  動　�
　　　　　 『ボクシングエクササイズ』�
�
　　　　   休  憩�
�
１４：１５　　運  動　�
　　　　　 『気軽にリラクゼーション』�
�
１５：００　　質疑応答・閉会�

脱！メタボ元気力アップセミナー�

8月3日（月）�

女性健康セミナー�

8月4日（火）�

１０：００　　開  会�
�
１０：１０　　講  演�
　　　　　 『更年期からのリセット術』�
�
１２：００　　昼  食（ヘルシー弁当）�
�
１３：００　　運  動�
　　　　　 『すっきりシェイプエクササイズ』�
�
　　　　  休  憩�
�
１４：１５　　運  動　�
　　　　　 『ストレッチ＆リラクゼーション』�
�
１５：００　　質疑応答・閉会�
�

＊＊＊＊＊＊ 今回参加されます皆様、お待ちしております。＊＊＊＊＊＊�

平成２１年４月より、嶺北中央病院を成人病精密検査の指定機関と共済広報４月号に
掲載し周知しておりましたが、今回は、解除となりましたのでお知らせいたします。

成人病精密検査の指定機関の解除のお知らせ�
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共済広報４月号に、医療機関で医師から処方される薬には、新薬（先発医薬品）と、ジェネリック

医薬品(後発医薬品)があることをご案内しましたが、現在どちらを利用していますか。

今回家計の負担を軽くするだけでなく、医療費抑制に再度ご協力をお願いするため、９月頃に所属

所を通じましてジェネリック医薬品リーフレット付き希望カードを組合員に配布いたしますのでご活

用をお願いします。

ジェネリック医薬品

希望カード
私はジェネリック医薬品の
処方を希望します

希望カード

受診の際に・・・『希望カード』を『保険証』や『診察券』と一緒に受付窓口に提示してください。

薬局で薬を処方してもらうときにも『希望カード』を提示してください。（処方せんに署名がない時）

新型インフルエンザって何？？？

人には、感染しにくかった動物のインフルエンザウイルスの遺伝子が変異して、人から人へ

感染する人にとって新たなウイルスとなって引き起こされたインフルエンザを新型インフルエ

ンザといいます。

ほとんどの人が感染したことがない新しいタイプなので、誰も免疫をもっておらず発生後短

時間で大流行を引き起こし健康被害を受けます。又、慢性病で治療している方を中心に発症し

やすいとも言われています。インフルエンザは感染者の咳やくしゃみ、つばなどに含まれるウ

イルスを、鼻や口から吸い込むことによって感染したり、ウイルスが付着した物をさわった手

で口や目の粘膜に触れることでも感染すると言われています。

新型インフルエンザや１１月頃から流行し始める季節型インフルエンザの感染をしないため

の予防には、マスクの着用や手洗い又うがい等など日々心がけ、自己管理をすることが大事で

すね！
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◎ 組合員が資格喪失及び扶養認定の取消になられた時には速やかに当組合に保険証を返納して下さい。

◎ 異動の為、記号・番号の変更があった組合員の方で現在医療機関にかかっている方は新しい保険

証を持参のうえ変更をしておいてください。又旧保険証は速やかに当組合に返納して下さい。

※ 医療機関での窓口支払いが自己負担５，０００円以上に対しまして診療月の２ヶ月遅れで共済組

合・互助会より給付をしておりますが、レセプトに記号・番号等の不備があれば医療機関に一度

返却する為、給付が遅れる場合がありますのでご了承下さい。

資格関係誤りレセプト発生防止に
皆様のご協力をお願いします。

◎ 指定施設名の変更のお知らせ ◎
※指定管理者の変更に伴い、下記の施設の名称が変更になりました。
（平成21年７月1日より）

【旧】『バーデハウス室戸』
室戸市室戸岬町3795－1
TEL 0887－22－0563
↓　　　

【新】『シレストむろと』

TEL 0887－22－6610

高速道路の通行料金も安くなり遠出の機会も増えていると思います。
子供さんの夏休みや夏期休暇を利用して、ご家族・ご友人揃って健康増進施設・
宿泊施設等をご利用下さい。

◎ 指定宿泊施設の再開始のお知らせ ◎
※ 平成18年3月31日をもって閉館しておりました下記の施設が平成21年12月1日よりグランドオープ
ンいたします。
なお、予約受付開始は自組合員は9月1日からとし他組合員及び一般の受付は10月1日以降で申し込
みをして下さい。
『湯河原温泉　ちとせ』 〒259－0314

神奈川県足柄下郡湯河原町宮上281
TEL 0465－63－0121
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さて、今年も高知県市町村職員球技大会地区予選の参加申込が多数あり、各地区予選では、６月

２０日を皮切りに９月２６日（土）の本大会に向けて熱き戦いが始まってますが、ケガ等のないよう

注意して試合を行って下さい。又、地区予選のお世話をして頂いている所属所の担当の方には感謝申

し上げますと共に本大会にはご家族揃って応援をよろしくお願いします。

なお、地区予選の日程・場所、本大会への決定チームを下記にお知らせいたします。

ソフトボール

第１地区・・・６月２７日（土） 中芸消防署・BBC・奈半利町（本大会決定）

第２地区・・・７月１１日（土） 県立青少年センター

第３地区・・・予選なし　　　　 南国市消防本大会決定(本大会決定）

第４地区・・・６月２０日（土） クリーン高知・高知市消防局野球部
（本大会決定）

第５地区・・・７月２０日（月） 吾川中学校

第６地区・・・８月　１日（土） 梼原町農村広場

第７地区・・・７月１１日（土） 土佐清水市浦尻運動公園他

バレーボール

第１地区・・・８月　８日（土） 結いの丘ドーム体育館

第２地区・・・７月２５日（土） 香北青少年の家

第３地区・・・出場チームなし

第４地区・・・予選なし　　　　

高知市役所バレーボール部・ただいま準備中（本大会決定）

第５地区・・・７月　４日（土） 仁淀消防組合・仁淀川町池川（本大会決定）

第６地区・・・７月２５日（土） 須崎市立スポーツセンター

第７地区・・・７月　４日（土） 四万十市バレーボール部A・土佐清水C・
四万十市バレーボール部B（本大会決定）

平成21年度ソフトボール・バレーボール大会地区予選の�
実施報告及び本大会への出場チームのお知らせ�
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高知検診クリニック

脳ドックセンター長　朴　啓彰

前回、日本では４人に１人の割合で約3000万人が慢性頭痛で悩んでおり、慢性頭痛の中で特に片頭

痛は、こじゃんと治療しなければ、うつ病や脳虚血、薬物乱用にもなる「たかが頭痛」と侮れない病

気であると述べました。今回は、頭痛をもっと身近に考えてもらうために、頭痛にまつわるエピソー

ド１を紹介します。

まずは古代の話しから。古代エジプトでは、牛は神の使い、神聖な動物とされ、頭痛は悪霊が起こ

すと信じられていました。古代エジプト人は頭痛を治すために、頭痛の原因である悪霊を頭の中から

追い払おうと牛の糞を頭に塗りつけたと伝えられています。牛糞の強烈な臭いで頭痛の痛みを紛らわ

そうとしたのかも知れませんが、片頭痛の特効薬であるトリプタン製剤の劇的効果を知っている現代

人にとって想像もできない話しです。

次はギリシャ神話から。ギリシャ神話の神々の中で最高神であるゼウスは、ある日激しい頭痛に襲

われ、そのあまりの痛さに耐えかねて、鍛冶の神ヘパイトスの作った斧でゼウス自身の頭を割ってし

まいます。今も昔も片頭痛の激しさは大いに人を悩ませたということでしょうか、そしてゼウスの割

れた頭から智慧の女神アテネが生まれたと言い伝えられています。「雨降って地固まる」という諺のご

とく、片頭痛も最後は良くなるという喩えかも知れません。頭痛専門医には勇気づけられる神話です。

そしてキリスト教から。イエス・キリストの最大かつ最高の弟子である聖パウロは、熱心なユダヤ

教の家庭に生まれ育ったために、当初はキリスト教を迫害しました。やがてパウロは成人となり、

「悪魔の仕業」と呼んだ、何度も繰り返す激しい痛みに苦しんだとされています。ある日突然の閃光

の中で「パウロあなたはなぜ私を迫害するのですか？」とイエスの声を聞き、最終的にキリスト教に

改宗しました。「何度も繰り返す激しい痛み」と「閃光」は、片頭痛の典型的な症状です。パウロは

キリスト教伝道の最大功労者であると後世に讃えられていますが、もし仮に彼が頭痛もちでなければ、

世界宗教としてのキリスト教の発展は無かったかも知れません。因みに、キリスト教に改宗した後、

ゼウス
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パウロの片頭痛はどうなったか知りたいところですが、一般的に片頭痛発作は年齢と共に軽減し、や

がて消失します。キリスト教伝道師として大活躍した晩年のパウロには、片頭痛で悩む機会は少なか

ったものと推測されます。片頭痛から解放されたパウロは、イエス様の導きによる賜と信じて、より

一層キリスト教伝道に専念したに違いありません。

絵画の世界では、ピカソと片頭痛の関係が有名です。ルネサンス以降の一点透視画法を否定し、い

ろいろな角度から見た物の形を一つの画面に収める革新的手法を編み出し、現代美術の大きな動向と

なったキュビズム（立方体派）を創始した、“20世紀最大の芸術家”と称されるパブロ・ピカソ。複

数の視点が存在することで、キュビズムは現代社会における価値観の多様性を象徴しているかも知れ

ません。鼻や目や顔の輪郭を尖った図形で、しかも非対称に表した人物画は、片頭痛の前兆に伴う視

覚障害を彷彿とさせ、ピカソ自身の片頭痛体験が投影されていると評論されてきました。しかしなが

ら、ピカソが片頭痛患者であったという記録は全くありません。片頭痛は女性に多い病気ですから、

感受性豊かで恋多きピカソなら、自分自身の体験からではなく、むしろ激しい片頭痛発作で慟哭する

モデル女性を見て、現代人の苦悩・苦痛さらには孤独・疎外感を感じ取り、キュビズムを思い至った

かも知れません。そう考える方が自然だと思われます。いずれにせよ、ピカソが活躍した時代にトリ

プタン製剤が存在したなら、ピカソのあの独創的画法は生まれなかったかも知れません。「たかが頭

痛」と侮るなかれ、個人の生活に大きく影響するだけでなく、人類の歴史をも左右するのが他ならぬ

「頭痛」なのです。

頭痛専門外来：　久病院、毎週火曜日　17時から19時まで

住所：高知市桜井町１－２－３５　（さえんば商店街北詰め）

電話：０８８－８８３－６２６４

聖パウロ

「泣く女」 1937年 パプロ・ピカソ作
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住宅貸付等をご利用のみなさん　万一の備えは大丈夫?

「だんしん」及び「債務返済支援保険」

中途加入募集中
（未加入の方はぜひこの機会にご加入ください。）

◎事業内容について
○　団体信用生命保険事業(だんしん)は、組合員の方(借受人)を対象とした生命保険事業です。借
受人が償還中に万一死亡又は高度障害となった場合、保険金により債務を相殺し、退職手当をご
本人及びそのご家族のために確保することができます。
○　債務返済支援保険制度は、病気や傷害により就業不能となった場合、返済金相当額を保障する
制度です。債務返済支援保険のみの加入はできませんので、「だんしん」と併せてお申込みくだ
さい。

◎募集の対象者
○　だんしん

貸付申込時に加入しなかった者で、本年９月末残高が５０万円以上あり、かつ告知事項に合致
する者。
○　債務返済支援保険

だんしんを同時に申し込んでいる者で、告知事項に合致する者。

告
　
　
知
　
　
事
　
　
項

だ
　
ん
　
し
　
ん

団体信用生命保険への加入申込(告知)日現在、就業を制限されておらず、かつ３年以内
に下記の病気により連続して２週間以上の入院をしたことがないこと。

狭心症、心筋梗塞、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、高血圧症、脳卒中(脳出血、
脳梗塞、くも膜下出血)、脳動脈硬化症、精神病、ノイローゼ、てんかん、自律神経失
調症、アルコール依存症、ぜんそく、慢性気管支炎、胃かいよう、十二指腸かいよう、
かいよう性大腸炎、慢性すい臓炎、慢性肝炎、肝硬変、慢性腎炎、ネフローゼ、腎不
全、がん、肉腫、白血病、腫瘍、ポリープ、糖尿病、リウマチ、膠原病

債
務
返
済
支
援

「だんしん」の告知事項(健康状況)に合致し、かつ３年以内に下記の病気で医師の診
察・検査・治療・投薬をうけたことがないこと。

一過性脳虚血発作(TIA)、心不全、大動脈瘤、不整脈(心房粗細動など)、じん肺症、慢
性肺気腫、クローン病、下垂体・副腎機能障害(クッシング病、巨人症、アジソン病な
ど)、重症筋無力症、血友病、再生不良性貧血、悪性リンパ腫、エイズ・HIV感染症、
認知症、パーキンソン病・症候群、網膜色素変性症、黄斑部変性症
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◎保証料及び保険料
○だんしん
毎年９月末の貸付金残高を基準に算定し、残高１０万円に対し月額２０円です。
○債務返済支援保険
平成２１年度の保険料については、平均返済月額１万円に対し、月額９６円です。

◎徴収方法
特約保証料及び保険料の１２ヶ月分(前払い)を毎年１２月２２日に口座振替により徴収します。

◎保障期間
平成２１年１２月１日から１年間。（以後、自動更新となります。）

◎申込方法
所定の申込書により、共済事務担当者を通じてお申し込みください。

◎募集締切
平成２１年９月２５日（金）

＊お早めにお申し込みください。また、ご不明な点がございましたら、当組合福祉課貸付係までお問
い合わせください。

現在、各共済貸付の申込み時には、「借入状況等申告書」の提出が必要となっています。これは、

貸付申込み者が申込み時点で有するすべての借入金を確認し、申込み者の給料月額と借入金の毎月返

済合計額との割合を審査するためのものです。

共済貸付は、その貸付要件として、「申込み者のすべての借入金の毎月返済合計額は給料月額の３

０％以内とする。」と定められており、３０％を超える場合は貸付を行うことはできません。このた

め、申込み者が、亡失または故意等により他の金融機関等の借入状況の記入を怠ったことが判明した

場合は、虚偽申告として、共済組合理事長による即時償還命令書の送付対象となり、共済貸付の残高

を一括償還していただくこととなりますのでご注意ください。

近年、貸付事故者（破産法・民事再生法の適用者等）が増大していることから、貸付申込み時の審

査が非常に厳しくなっています。借入状況等申告書の記入に当たっては十分に注意し、金融機関の借

入金のみならず、ノンバンクから個人間の借入金に至るまで、漏れなく正確にご記入いただきますよ

うお願いします。

【貸付係からのお知らせ（重要）】

借入状況等申告書への記入は正確に！�借入状況等申告書への記入は正確に！�
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○共済組合の積立貯金ならこんなにオトク!!
・利率は半年複利の1.35％。定期貯金の1.3％より有利です。（注 1 ）
・積立方法は3種類。ご自由にお選びいただけます。

①定時積立…毎月の給料から天引きされる積立です。
②ボーナス積立…ボーナスから天引き（ 6 月・12月のみ）される積立です。
※①と②は併用でもご利用いただけます。
③臨時積立…いつでも追加で預け入れできる便利な積立です。

・払戻しは月2回（注2）。手続きは所属所を通じて払戻請求書を提出していただくだけ。送金日に
共済組合に登録されている個人口座に直接送金されますので簡単・安心です。
※平成21年の払戻請求書の締切日と送金日は共済広報「黒潮」2009年1月号に掲載しています。
（注3）
（注1）利率は平成21年７月現在のものです。
（注2）同月内での送金はどちらか1回のみとなりますのでご注意ください。
（注3）締切日は当日必着完備（ＦＡＸ不可）の取扱となります。不備による再提出が締切日を

過ぎますと次回分に繰り下げとなりますのでお急ぎの場合などは特にご注意ください。

是非この機会に簡単・便利・安心で有利な積立貯金をご利用ください!!

※ご希望の方は下段の申込書に必要事項をご記入の上、共済事務担当者までご提出ください。

〈 キ　リ　ト　リ　セ　ン　〉

積 立 貯 金 加 入 申 込 書

※その月の１５日までに申込書が到着すれば、翌月の給料から積立開始できます。

積立開始年月※

年 月 円

定例積立額（毎月）

円

賞与積立額（６月）

円

賞与積立額（１２月）

～ 積 立 貯 金 の ご 案 内 ～



（21）

☆平成21年6月1日以降の立替分より連帯保証人が必要です。（連帯保証人は組合員期間1年以上の方）�

＊利率は変動利率で�
　平成21年7月現在�
　のものです。�

（現在自動車購買立替制度をご利用�
　いただいている方は対象外となり�
　ます）�






