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１．各種手続き一覧表  

 

 互助給付金を申請する場合は、互助給付金申請証明書を必ず添付してください。 

※ただし、退職後の結婚・出産の申請には戸籍抄本、母子手帳出産届出済ページの写しが必要です。 

【事業主に関すること】

届出が必要なとき 届出書類 様式番号 手引きの掲載ページ

　共済契約を申込みするとき 　共済契約申込兼契約書

　共済契約確認書兼施設長等届出書 　第６号

　退職共済給付金の運用に関する

　　基本方針の制定に関する同意書 　第１１号

　掛金の自動引落の申込･変更するとき 　預金口座振替届出書

　共済契約者に変更があるとき 　共済契約確認書兼施設長等届出書 　第６号

　（法人名・代表者・住所等）

　契約を解除するとき（共済契約者） 　共済契約解除申出書 　第７号 Ｐ．１３～Ｐ．１４

　施設が罹災したとき 　互助給付金申請書（施設災害） 　第８号 - （１） 　Ｐ．１４

　毎年４月（全会員の本給） 　標準給与月額変更届

　退職共済給付金の運用に関する方針が 　退職共済給付金の運用に関する

　変更になるとき 　　基本方針の制定に関する同意書

【職員に関すること】

届出が必要なとき 届出書類 様式番号 手引きの掲載ページ

　加入するとき 　加入申込書 　第１号 - （１） Ｐ．６～Ｐ．７

　退職したとき 　加入者退会報告書 　第２号 - （１）

　退職給付金支払請求書 　第３号 - （１）

　※死亡により退職するとき 　互助給付金申請書（会員死亡） 　第８号 - （１）

　契約解除を申し出たとき（会員本人） 　加入者退会報告書 　第２号 - （１）

　＊退職ではない契約解除 　退職給付金支払請求書 　第３号 - （１）

　氏名変更したとき 　加入者異動届 　第４号 - （１）

　（氏名変更・休職及び復職届）

　※入籍したとき 　互助給付金申請書（結婚） 　第８号 - （１） Ｐ．１４

　休職するとき 　加入者異動届 　第５号 - （１）

　（掛金を中断する時） 　（氏名変更・休職及び復職届）

　※病気により20日以上欠勤したとき 　互助給付金申請書（傷病） 　第８号 - （１）

　※出産したとき 　互助給付金申請書（出産） 　第８号 - （１）

　休職期間を延長するとき 　加入者異動届 　第４号 - （１）

　（氏名変更・休職及び復職届）

　復職するとき 　加入者異動届 　第４号 - （１）

　（氏名変更・休職及び復職届）

　施設・団体間で異動したとき 　加入者異動届 　第５号 - （１）

　（施設・団体間異動届）

　会員家族（親族）が死亡したとき 　互助給付金申請書（家族死亡） 　第８号 - （１）

　会員の配偶者が出産したとき 　互助給付金申請書（出産） 　第８号 - （１）

　会員が罹災したとき 　互助給付金申請書（会員災害） 　第８号 - （１）

　自助年金を利用するとき 　自助年金各様式 　手引きP．４１～Ｐ．５０ Ｐ．１５～Ｐ．１６

　健康診断を受けたとき 　健康チェック助成申請書 　第９号 - （１）

　＊各年度健康チェック助成事業該当者のみ

　海の家・山の家を利用するとき 　海の家・山の家利用申請書 　第１０号 - （１） Ｐ．１７

Ｐ．１４

Ｐ．１６～Ｐ．１７

Ｐ．１２

Ｐ．１２

Ｐ．１４

Ｐ．１２

Ｐ．６

Ｐ．１３

Ｐ．９～Ｐ．１１

Ｐ．１３～Ｐ．１４

　第１１号 Ｐ．１７～Ｐ．１８
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２．各種承認通知書一覧表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業主に関すること】

届出書類 承認通知書等確認書類 様式番号

　共済契約書 　共済契約申込兼契約書

　共済契約確認書兼施設長等届出書 　共済契約確認書兼施設長届等出書 　第６号

　共済契約解除申出書 　共済契約解除申出書 　第７号

　互助給付金申請書（施設災害） 　互助給付金決定通知書（施設災害） 　第８号 - （２）

　標準給与月額変更届 　標準給与月額・掛金額認定通知書

【職員に関すること】

届出書類 承認通知書等確認書類 様式番号 通知先

　加入申込書 　加入申込承認通知書 　第１号 - （２） 事業主

　加入申込承認通知書 　第１号 - （３） 会員

　加入者退会報告書 　退職給付金裁定兼支払通知書 　第２号 - （２）・第３号 - （２） 事業主

　退職給付金支払請求書 　退職給付金支払決定兼支払通知書 　第２号 - （３）・第３号 - （３） 会員

　加入者異動届 　加入者異動確認通知書 　第４号 - （２） 事業主

　（氏名変更・休職及び復職届） 　（氏名変更・休職及び復職届）

　加入者異動届 　加入者異動確認通知書 　第５号 - （２） 事業主

　（施設・団体間異動届） 　（施設・団体間異動届）

　互助給付金申請書 　互助給付金支払決定通知書 　第８号 - （２） 事業主

　健康チェック助成申請書 　健康チェック助成決定通知書 　第９号 - （２） 事業主

　海の家・山の家利用申込書 　海の家･山の家利用券 　第１０号 - （２） 会員
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３．毎月の事務の流れについて  

 

【注意事項】 

  １）互助･･･互助給付金申請書 

  ２）健康チェック･･･健康チェック助成申請書 

  ３）海山･･･海の家・山の家利用申込書 

 

 ＜加入・退会届等の提出期限について＞ 

 ◇ 加入、退会、異動、休職の各届は事実発生から２週間以内に届けてください。 

  （例） ２月１日加入  ⇒ ２月１４日までに提出 

       ２月２８日退職 ⇒ ３月１４日までに提出 

  ・退職掛金の口座振替日は毎月２８日（休日の場合は翌営業日）です。 

  ・自動引落データに反映できるのは当月１４日（原則）までです。 

  ・１４日までに間に合わなければ、押印なしでも構いませんので共済会までＦＡＸ等でお伝えくださ

い。 

   

毎月 共済契約者 共済会

《随時》 互助・健康チェック・海山送付 各種書類の内容チェック照会

データ入力

当月上旬 前月分振替結果照会

原則１４日 各種書類提出〆切 データ更新の手続き
加入・退会・異動（施設間・加入者） 退職給付金の送金手続き

※郵送が期限までに間に合わな
ければＦＡＸ等でお伝え下さい

当月中旬 互助・健康チェック送金

当月下旬 共済契約者へ退職給付金送金

互助・健康チェック送金

＜掛金の納付＞

※会員の掛金と共済契約者負担
分を合わせた額

２８日 預金口座振替の共済契約者 口座振替日

金融機関休日は
翌営業日

翌月２０日まで 各金融機関振込依頼書で行う共済契約者
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※ 加入・退会届等を２週間以内に提出できなかった場合（ＦＡＸを含む）当月自動引落データには

反映できませんが、翌月以降の納付すべき掛金額と調整するため、届を至急提出してください。 

 

 ◇ 事実発生から、退職給付金の請求は５年、互助給付金・健康チェックの請求は１年以内にしてくだ

さい。 

  ※  期間内に届・申請書が到着しなかった場合は、給付されません。 

  ・互助給付金、健康チェックの申請は随時行っており、原則月２回の送金になります。 

 

＜その他＞ 

・様式は、様式集の様式をコピー又はホームページからダウンロードしてください。 

  ・届出書類に、共済契約者・会員の印鑑の押印を確認して提出してください。 

  ・届出書類は、共済契約者の控えをとってから提出してください。 

 

 

４．共済契約の手続きについて  業務運営規程（以下、「規程」という）第３条第１項第３号 

 ＊加入条件 

  岐阜県内において次に掲げる事業を行う者であって、国及び地方公共団体以外の民間社会福祉施設・

団体を経営する法人及び個人経営者。 

  ア 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条に規定する社会福祉事業 

  イ 更生保護事業法（平成７年法律第８７号）第２条第２項に規定する更生保護事業 

  ウ 社会福祉の向上を目的とする事業であって、理事会が認めた事業 

  

＊加入手続き 

  事業主は、共済契約の加入申込みをする場合は、下記の書類を提出ください。 

  ☆ 共済契約申込兼契約書 

  ☆ 加入申込書：様式第１号－（１） 

  ☆ 共済契約確認書兼施設長等届出書：様式第６号 

  ☆ 退職共済給付金の運用に関する基本方針の制定（改正）に関する同意書（確認書）： 

    様式第１１号 

☆ 口座振替のご案内（毎月の掛金納付を預金口座振替で希望する場合） 

→毎月の掛金納付は、預金口座振替の利用をお願いします。（振込みも選択できます） 

 

 

５．会員の加入手続きについて  規程第３条第１項第８号 

 ＊加入資格者（任意加入） 

  規程第３条第１項第７条のうち、共済契約の受益者とされた者。但し、１年未満の期間を定めて使用

される者（その者が１年以上引き続き使用されるに至った場合を除く。）を除くものとし、共済契約者

及び理事長が加入を承認した者をいう。 
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 ＊加入手続き（様式集Ｐ．１９） 

  共済契約者は、会員の加入申込みをする場合は、下記の書類を当月１４日までに提出ください。 

☆ 加入申込書：様式第１号－（１） 

 ※ 加入申込書を加入当月１４日までに提出できず、翌月１４日までに提出した場合の掛金は、翌月調

整します。それ以降提出の場合は、共済会へご連絡してください。 

なお、加入申込承認通知書を２通（共済契約者用：様式第１号－（２）・会員用：様式第１－ 

（３））と共済会のしおりを発送いたしますので、共済契約者用は保存し、会員用と共済会のしおり

は会員へ渡してください。 

 

 

６．標準給与月額について  規程第１５条 

 １ 標準給与月額は、会員の給与月額に基づいて定める。 

２ 標準給与月額は、会員が現に使用される共済契約者から毎年４月１カ月間に受ける給与の本給を給

与月額とし、これに基づいて定める。但し、掛金の算出基礎となる標準給与の昇給限度率は、国及び

地方公共団体の行う昇給率、ベースアップ率を勘案し、理事会において毎年決定する。 

３ 前項の規定によって定められた標準給与月額は、その年の４月から翌年の３月までの各月の標準給

与月額とする。 

４ 新たに会員となった者があるときは、その者が会員となった日の属する月の給与月額に基づき標準

給与月額を定める。 

５ 前項の規定によって定められた標準給与月額は、会員となった日の属する月から、次に来る３月ま

での標準給与月額とする。 

 

 

【標準給与月額についての解説】 

 

＊社会福祉施設・特定介護保険施設等の場合（独立行政法人福祉医療機構の合計額と同額） 

  

                      俸給の調整額 

 ・俸給表に定める格付本俸        ・特殊業務手当 

   ＋  （同様の趣旨の手当を含む） 

・給与特別改善手当 

                      （俸給表に算入済の場合を除く） 

 

 特殊業務手当･･･職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤

務条件が、同じ職務の等級に属している他の職種に比較して著しく相違しているため、

俸給表に定める格付本俸の格付本俸を調整する主旨で支給される手当です。 

 給与特別改善手当･･･保育士、介護職員、指導員等の俸給を改善する趣旨で支給されるものです。俸給

表に定める格付本俸の格付本俸とは別建てで支給している場合は加算してくださ

い。 
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＊社会福祉協議会等の団体の場合 

 

  ・俸給表に定める格付本俸     ＋  ・地域手当 

                      （国家公務員の給与に関する法律に示されている地域手

当に相当するもの） 

 

 

 ※ 各法人における給与は、それぞれ独自の給与規程を定めて支給していることから、必ずしも同じ取

扱いとは限りません。俸給の調整額は、以下のいずれにも該当していることが必要です。 

  ① 定額、定率のいずれかである 

  ② 月額により支給するものである 

  ③ 給与規程に支給条項が明記されている 

  ④ 支給の趣旨が、上記の特殊業務手当・給与特別改善手当の趣旨と合致し、これら以外の配慮が含

まれていない 

 

また、上記の①～④の条件を満たしていないものや下記のような手当は俸給の調整額としては含 ま

れませんので、ご注意ください。 

 ① 特殊勤務手当･･･従事した回数等をもとに支給額が決められる 

 ② 管理職手当･･･管理、監督の地位にある職員に対して支給される       

 ③ 地域手当･･･地域における賃金、物価水準等を勘案して支給される     調整額には 

 ④ 資格手当･･･取得した資格に対して支給される              含まれません！ 

 ⑤ 職務手当、調整手当･･･全ての職員（職種）に支給される 

 

 

 

 

７．掛金について  規程第１７条 

   掛金額は、標準給与月額（本給）の「 １、０００分の５０＋２００円」（通常掛金）とし、１０円

未満の端数は１０円単位に繰り上げるものとする。但し、独立行政法人福祉医療機構の施設加入区分

の「特定介護保険施設等」と「申出施設等」に従事する者に限り「 １、０００分の１００＋２００

円」（２倍掛金）の掛金を選択することができる。 

 

【掛金についての解説】 

 

   掛金は、会員となった日の属する月から、退会した日の属する月まで、毎月共済会に納付してくだ

さい。但し、第１３条第１項第１号に規定する加入者異動届を提出した場合は、例外になります。 

  ・ 掛金の種類は２種類ありますので、下記を参照ください。 

  ・ 掛金負担率は、会員及び共済契約者のそれぞれ折半とします。 

  ・ 退会した日が当月の１日であっても、その月の掛金は納付してください。 
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 ＊通常掛金の場合 

      標準給与月額  ×  
５０

１０００
  ＋  ２００円 

  

＊２倍掛金の場合（上記規定の該当施設で従事する者に限ります） 

      標準給与月額  ×  
１００

１０００
  ＋  ２００円 

 

 

＜掛金の算出例＞ 

標準給与月額 ２００，０００円の場合 

 ① 通常掛金：２００，０００×５０÷１０００＋２００＝１０，２００円 

     上記金額を折半で、共済契約者・会員それぞれ５，１００円負担 

 ② ２倍掛金：２００，０００×１００÷１０００＋２００＝２０，２００円 

     上記金額を折半で、共済契約者・会員それぞれ１０，１００円負担 

  

 標準給与月額 １７５，５００円の場合 

  ① 通常掛金：１７５，５００×５０÷１０００＋２００＝８，９７５円 

   →８，９８０円へ切上げ  共済契約者・会員それぞれ４，４９０円負担 

  ② ２倍掛金：１７５，５００×１００÷１０００＋２００＝１７，７５０円 

      上記金額を折半で、共済契約者・会員それぞれ８，８７５円負担 

   

 日給月給（日給７，０００円）の場合 

  ① 通常掛金：（７，０００円/日給×２１日）×５０÷１０００＋２００＝７，５５０円 

     上記金額を折半で、共済契約者・会員それぞれ３，７７５円負担 

  ② ２倍掛金：（７，０００円/日給×２１日）×１００÷１０００＋２００＝１４，９００円 

     上記金額を折半で、共済契約者・会員それぞれ７，４５０円負担 

 

 

 

８．会員の退職について  抜粋：規程第２２条／第２４条／第２５条／第２８条／第３１条 

＊退職給付金の給付 

第２２条 共済会は、会員が退会したときは、その者に退職給付金を給付する。但し、第６条第１

項第４号及び第５号に規定する共済契約解除による退会の場合は、会員掛金総額を退会一時金として

給付する。 

２ 共済会は、会員が死亡したことにより退会したときは、その遺族に退職給付金を給付する。 

＊加入期間の計算 

 第２４条 退職給付金算出の基礎となる会員であった期間（以下「加入期間」という。）の計算は、

会員となった日の属する月から退会した日の属する期間の年月数とする。但し、第１３条第１項第１

号に規定する休職等の期間は算入しない。 
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＊退職給付金の額 

  第２５条 共済会が給付する退職給付金の額は、別表１に定めるものとし、退会した者の標準給与

月額に、同表の左欄に掲げる加入期間（勤続年数）及び同表の上欄に掲げる掛金額に応じ、その下欄

に掲げる率を乗じて得た額とする。但し、退職給付金の額が会員掛金総額に満たない場合は、会員掛

金総額を退職給付金とする。 

＊退職給付金の請求 

   第２８条 退職給付金の給付を受けようとする者は、第６条第４項の場合を除いて、共済契約者又

は施設長等による加入者退会報告書（様式第２号－（１））とともに、共済契約者又は施設長等を

経由した退職給付金支払請求書（様式第３号－（１））を理事長に提出しなければならない。 

２ 死亡による退職給付金の請求には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 （１）死亡を証する書類 

 （２）遺族と死亡した会員との続柄を明らかにすることができる戸籍の謄本又は、事実上婚姻関係と同

様の事情にあった事実を明らかにすることができる書類 

 （３）遺族が、死亡した会員の配偶者以外の者であるときは、その者より先順位の遺族がないことを明

らかにすることができる書類 

 （４）遺族が第２３条第１項第２号及び第３号に掲げる者であるときは、その収入によって生計を維持

していたことを明らかにすることができる書類 

 （５）退職給付金の給付を受けるべき遺族に同順位者が２人以上あるときは、退職給付金の正当請求人

であることを証する書類 

３ 退職した者が、婚姻その他の事由により加入期間中の氏名と異なることとなった場合においては、

その者の戸籍抄本を第１項の請求書に添付しなければならない。 

 ＊退職給付金の給付方法 

   第３１条 退職給付金の給付は、共済契約者が指定する金融機関の預貯金口座への振り込みの方法

によるものとする。 

２ 共済契約者は、退職給付金を受領したときは、退職会員に対する退職給付金給付の内容につき、審

査しなければならない。 

３ 前項の審査の結果、退職会員に対し、退職給付金を給付するとの判断に至った場合には、共済契約

者は、退職会員に対しすみやかに銀行振込み、もしくはその他の方法により、退職給付金を給付しな

ければならない。 

 

＊退職の手続き（様式集Ｐ．２１） 

共済契約者は、会員の退職手続きをする場合は、下記の書類を退職日の翌月１４日までに提出くださ

い。 

☆ 加入者退会報告書：様式第２号－（１） 

☆ 退職給付金支払請求書：様式第３号－（１） 

   ※ 共済契約者による共済契約解除の場合は、併せて、様式第７号も提出ください。  

   ※ 加入者退会報告書・退職給付金支払請求書を退職日の翌月１４日までに提出した場合の掛金は、

翌月調整します。それ以降提出の場合は共済会へご連絡してください。 
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【退職給付金についての解説】 

 

  退職区分により、給付金額が変わる場合があります。下記項目を参照の上、作成してください。 

  ① 普通退職･･･自己都合、結婚、定年、雇用形態の変更などにより退職する場合  別表１ 

  ② 死亡退職･･･死亡により退職する場合（規程第２３条／第２８条第２項）       

 ③ 共済契約解除･･･共済契約者と会員による共済契約解除で退職する場合（第６条） 会員掛金 

 ④ 除名･･･（第１１条）                             総額 

  ⑤ 退職給付金受給権の消滅･･･（第２９条）／無支給 

 

 ＊退職給付金送金の流れ 

  退職給付金の送金は、退職日の翌月の１４日までに届が提出され、共済会が受付した場合、退職日の

翌月下旬に共済契約者の指定口座へ送金します。共済会からの送金を確認後、速やかに会員へ送金くだ

さい。 

  会員からのお問い合せで、送金の流れが伝わっていない場合もありますので、退職時に説明をお願い

します。 

  

＜共済会から送金の場合＞ 

・共済会           ・共済契約者              ・会員 

 

 ＜独立行政法人福祉医療機構から送金の場合＞ 

・独立行政法人福祉医療機構                     ・会員 

 ※ 独立行政法人福祉医療機構の場合は、会員の指定口座へ直接送金されます。 

   

  

 

＜退職給付金の試算例＞  

 標準給与月額が２５０，０００円で退職した場合（２倍掛金の会員は、２倍掛金の支給率になります。） 

  ① 加入後５ヶ月（１年未満）で退職した場合 

   ・会員掛金総額 毎月６，３５０円×５ヶ月分＝３１，７５０円を送金 

 

  ② 加入後１年（１２回掛金）で退職した場合 

   ・２５０，０００（標準給与月額）×０．３０（支給率）＝７５，０００円 

    →ただし、会員掛金総額の方が上回るため、会員掛金総額（７６，２００円）を送金。 

 

  ③ 加入後２０年（２４０回掛金）で退職した場合 

   ・２５０，０００（標準給与月額）×１０．５０（支給率）＝２，６２５，０００円を送金 
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９．会員の異動（加入者異動・施設間異動）について  規程第１３条 

＊加入者異動について 

（１）会員が休職し、又は停職したとき（但し、掛金納付を止めない休職又は停職を除く）。  

（２）（１）の会員が復職したとき。 

（３）会員の氏名に変更があったとき。 

 

＊加入者異動の手続き（様式集Ｐ．２３） 

  共済契約者は、会員の加入者異動の手続きをする場合は、下記の書類を当月１４日までに提出くださ

い。 

☆ 加入者異動届（氏名変更・休職及び復職届）：様式第４号－（１）  

※ 加入者異動届を休職及び復職当月１４日までに提出できず、翌月１４日までに提出した場合の掛

金は、翌月調整します。それ以降提出の場合は、共済会へご連絡してください。 

 

【注意事項】 

 ① 同時に複数申請する場合は、加入者異動届をそれぞれ作成してください。 

 ② 休職予定期間には、休職に伴い共済掛金の納付を停止する期間を記入ください。 

 ③ 休職期間を延長される場合は、延長予定期間の休職届を提出してください。 

 ④ 休職を終了し、復職する場合は、復職の休職期間（掛金停止期間）を記入し提出ください。 

 ⑤ 復職時の掛金は、当該年度４月に認定した掛金となり、休職期間の翌月分から納付ください。 

 ⑥ 月の途中の休職・復職の掛金納入月は、共済契約者又は施設長等で決定してください。 

 

＊施設間異動について 

（４）会員が同一事業主の経営する他の施設等への配置替え、及び共済会に加入している他の事業主の

施設等に異動し、引き続き会員になろうとするとき。 

 

＊施設間異動の手続き（様式集Ｐ．２５） 

  共済契約者は、会員の施設間の異動手続きをする場合は、下記の書類を当月１４日までに提出くださ

い。 

☆ 加入者異動届（施設・団体間異動届）：様式第５号－（１） 

  ※ 加入者異動届を当月１４日までに提出できず、翌月１４日までに提出した場合の掛金は、翌月調

整します。それ以降提出の場合は、共済会へご連絡してください。 

 

【注意事項】 

  ① 異動前後間で掛金納付期間が１ヶ月以上空いた場合は、異動できません。 

② 異動前後の施設で標準給与月額に変更があった場合も、当該年度４月に認定した標準給与月額は

変更できません。 

③ 異動前後での掛金区分の変更はできません。変更の場合は、加入者退会報告書・退職給付金支払

請求書（様式第２号－（１）及び第３号－（１））を提出ください。 

④ この届は、先に異動前施設・団体で記入し、異動後施設・団体から提出ください。 

⑤ 自助年金に加入している場合は、この異動届と同時に必要な書類を提出ください。 



13 

 

１０．共済契約者の異動について  規程第１２条 

   共済契約者又は施設長等は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、１０日以内に共済契約確認

書兼施設長等届出書（様式第６号）を理事長に提出しなければならない。 

（１）共済契約者が施設・事業を新設し、従事者を共済会に加入させるとき。 

（２）共済契約者が施設・事業を他の経営者から引き継いだとき。 

（３）共済契約者の名称又は住所、氏名、及び法人の代表者に変更があったとき。 

（４）施設長等に異動があったとき。 

  （５）共済契約者が施設・事業を休廃止したとき。 

２ 前項第１号及び第２号の場合においては、共済契約申込兼契約書及び加入申込書（様式第１号）

を合わせて提出しなければならない。 

  

＊共済契約者の異動手続き（様式集Ｐ．２７） 

  共済契約者は、共済契約者の異動手続きをする場合は、下記の書類を提出ください。 

☆ 共済契約確認書兼施設長等届出書：様式第６号 

 

１１．共済契約の解除について  規程第６条 

   次の各号の一に該当するときは、共済契約を解除することができる。 

（１）法人の解散 

（２）社会福祉事業施設、社会福祉事業団体の休廃止 

（３）会員が死亡し、又は退職し、もしくは常時従事する有給職員でなくなったとき 

（４）共済契約者が共済契約の解除につき､会員全員の同意を得たとき 

  （５）会員が共済契約の解除につき、共済契約者の承認を得たとき 

 

＊共済契約解除の手続き 

  共済契約者が、共済契約解除の手続きをする場合は、下記の書類を提出ください。 

・規程第６条第１項第１号/第２号の場合 

☆ 共済契約確認書兼施設長等届出書：様式第６号 

☆ 加入者退会報告書：様式第２号－（１） 

☆ 退職給付金支払請求書：様式第３号－（１） 

 

・規程第６条第１項第３号の場合 

☆ 加入者退会報告書：様式第２号－（１） 

☆ 退職給付金支払請求書：様式第３号－（１） 

 

・規程第６条第１項第４号の場合 

  ☆ 共済契約解除申出書：様式第７号 

☆ 加入者退会報告書：様式第２号－（１） 

☆ 退職給付金支払請求書：様式第３号－（１） 
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会員が、共済契約解除の手続きをする場合は、下記の書類を提出ください。 

 ・規程第６条第１項第５号の場合 

☆ 加入者退会報告書：様式第２号－（１） 

☆ 退職給付金支払請求書：様式第３号－（１） 

 

 

１２．互助給付金の給付について  規程第３３条第１項第１号 

   共済会は、会員の福利増進を図ることを目的として、次の各号に定める福利厚生事業を行う。 

（１）次の内容の互助給付金の給付を行う（様式第８号－（１））。その額及び条件は、別表２に定め

るものとする。 

①会員死亡弔慰金            ⑤出産給付金 

   ②家族死亡弔慰金            ⑥会員災害見舞金 

   ③傷病見舞金              ⑦施設災害見舞金 

   ④結婚給付金 

   

＊互助給付金支給の概要 

  会員が、別表２の支給区分に該当した時は、それぞれの給付金や見舞金を支給します。なお、それぞ

れの請求にあたっては、事実発生の日から１年以内です。 

 

＊互助給付金支給の手続き（様式集Ｐ．３１） 

共済契約者は、互助給付金支給の手続きをする場合は、下記の書類を提出ください。 

☆ 互助給付金申請書：様式第８号－（１） 

☆ 互助給付金申請証明書 

※ 退職の結婚・出産の申請の場合は、下記③を参照ください。 

   ※ 事実発生の日から１年以内に共済会に互助給付金申請書が到着しなかった場合は給付されま

せん。 

 

【注意事項】 

① 様式は、様式集の様式をコピー又はホームページからダウンロードしてください。 

  ② 申請書は１件につき１通としてください 

③ 退職後の結婚（入籍）、出産で申請の場合は互助給付金申請証明書ではなく、結婚給付金は戸籍

抄本、出産給付金は母子手帳の出産届出済の記載ページの写しが必要です。 

  ④ 共済契約者は、申請書を控えとして保存してください。 

  ⑤ 互助給付金決定通知書を発送いたしますので、共済契約者は、会員に伝えてください。 
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１３．自助年金について  規程第３３条第１項第２号 

   個人年金保険の受け入れ業務（共済会では「自助年金」という。）を行う。 

   

＊自助年金の概要 

  共済会のスケールメリットを活かし、将来を含め生活安定を促進するため、個人年金保険に該当 

する自助年金事業を利用することができます。 

（様式集Ｐ． ） 

  

 

 

 

加入資格 共済会会員（加入時に７０才未満の方）

積立金種類
（掛金）

月　払
・一口1,000円で一口以上とし給付支給額の範囲内
半年払（６月・１２月）
・一口10,000円で一口以上とし賞与支給額の範囲内
※半年払のみの積立はできません。

積立方法 給与・賞与支給時に共済契約者が天引きし共済会へ送金

積立金の変更
（掛金）

４月・１０月の年２回

積立金の中断
（掛金）

いつでもできますが、月払最低口数の一口は継続が必要

払い戻し 一部払い戻しはできません。

解約
（脱退）

いつでもできます（本人口座へ送金します。低金利のため
短期加入者は元本割れする場合があります。）
※事務費の関係で短期間加入（概ね４年程度）は元本割れがあ
ります。

年金給付

５５才以上で積立期間１０年以上で解約（脱退）したとき、ま
たは７０才に到達したとき年金を支払います。
（１）１０年確定年金（２）１５年確定年金（３）１５年保証
期間付終身年金

税法上の取扱

（１）積立金（掛金）
６０才未満の場合は、個人年金保険料控除の対象となり、６０
才以上の場合は、一般の生命保険料控除の対象となります。
（２）年金･･･雑所得
（３）脱退一時金
一時所得ですが、脱退一時金と払込掛金総額との差額が他の一
時金と合算して５０万円未満の場合は非課税

その他

積立金（掛金）は個人年金保険料控除の対象であり、所得税で
最高５万円が控除でき、住民税も有利になります。
脱退一時金は払込掛金との差額が他の一時所得と合算して５０
万未満の場合は非課税となりますので有利です。
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＊自助年金事業の手続き（様式集Ｐ．４１～Ｐ．５０） 

共済契約者は、自助年金の手続きをする場合は、下記の書類を提出ください。 

＜加入する場合＞ 

☆ 企業年金保険共済制度加入申込書 

☆ 口座振替のご案内（毎月の掛金納付を預金口座振替で希望する場合） 

 ① 共済契約者が既に加入している場合 

→毎月２０日までの申込みで翌月から積立が開始できますので、上記「加入申込書」を提出く 

ださい。 

② 共済契約者が加入していない場合 

    →加入希望会員がいる場合は、共済会までご連絡のうえ、上記２種類の書類を提出ください。 

＜解約する場合＞ 

☆ 企業年金保険給付金支払請求書（※概ね４年程度は元本割れがあります。） 

＜積立金額を変更する場合＞ 

☆ 企業年金保険共済制度加入申込書（増額希望） 

☆ 企業年金保険被保険者異動通知書（減額・中断希望） 

＜積立を復活する場合＞ 

☆ 企業年金保険共済制度加入申込書 

 

【注意事項】 

  ① 様式は、様式集の様式をコピー又はホームページからダウンロードしてください。 

    

 

 

１４．健康チェック助成について  規程第３３条第１項第３号 

   健康維持を図るため健康診断の助成業務（共済会では「健康チェック助成」という。）を行う（様

式第９号－（１）） 

 

＊健康チェック助成の概要 

  ４０才以上の会員を対象に、特定健診・特定保健指導が行われ、会員期間が１年以上の該当会員 

に対し生活習慣病予防健診の一般健診補助を行います。（現在、助成額一人２，７２０円） 

 

＊健康チェック助成の手続き（様式集Ｐ．３５） 

  共済契約者は、健康チェック助成事業の手続きをする場合は、下記の書類を提出ください。 

☆ 健康チェック助成申請書：様式第９号－（１） 

☆ 生活習慣病予防健診申込書（事業主用） 

※申込書がない場合は、検査項目実施証明書を提出ください。 

  ☆ 受診した医療機関の請求及び領収書（コピー可） 

  ※ 受診日から１年以内に共済会に健康チェック助成申請書が到着しなかった場合は、助成されませ

ん。 
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【注意事項】 

  ① 様式は、様式集の様式をコピー又はホームページからダウンロードしてください。 

  ② 該当者が毎年変更されますので、共済会のしおり等でご確認ください。 

  ③ 共済契約者は、申請書を控えとして保存してください。 

  ④ 健康チェック助成決定通知書を発送いたしますので、共済契約者は保存してください。 

 

１５．海の家・山の家利用助成について  規程第３３条第１項第４号 

   協定宿泊施設利用時の宿泊補助（共済会では「海の家山の家利用助成」という。）を行う（様式第

１０号－（１）） 

 

 ＊海の家・山の家利用助成の概要 

  共済会が契約した指定事業所（海の家・山の家）を会員もしくは会員と一緒にその家族が利用し 

た場合に助成します。年（年度）１回：会員は５，０００円 会員家族は２，０００円（３名以内） 

 ※ 会員家族とは、配偶者もしくは扶養親族の保険証などで確認の出来る添付書類がある方 

  ※ 女性会員の場合は、配偶者もしくは配偶者の扶養親族の保険証などで確認の出来る添付書類があ

る方 

 

＊利用の手続き（様式集Ｐ．３７） 

① 指定事業所名簿より、希望の宿泊施設を選び、希望日・人数等を直接宿泊施設に予約してくださ

い。 

② 予約後、様式集の「海の家・山の家申込書」の様式をコピー又はホームページからダウンロード

してください。 

③ 様式に必要事項を記入のうえ、共済会へ送付してください。 

  ④ 共済会到着後、必要事項や添付書類等を確認の上、「海の家・山の家利用券」を共済契約者経由

で、会員へ返送します。 

⑤「海の家・山の家利用券」を持参の上、フロントチェックイン時に提出ください。 

 

  共済契約者は、海の家・山の家利用助成の手続きをする場合は、下記の書類を提出ください。 

☆ 海の家・山の家利用申込書：様式第１０号－（１） 

☆ 添付書類（会員家族が利用する場合／保険証の写しなど） 

 

１６．退職共済給付金の運用に関する基本方針の制定（改正）に関す

る同意書（確認書）について  規程第４０条 

第４０条 共済会は、次に掲げる場合は、共済契約者総数の４分の３以上の同意を得なければならい。 

  （１）「退職共済資産の運用に関する基本方針」に定める信託契約等を変更するとき。但し、法令改

正に基づく変更又は用語あるいは名称の変更等の軽微な変更を除く。 

  （２）「退職共済資産の運用に関する基本方針」に定める信託契約等に基づく信託財産の運用方針を

変更するとき。 
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  （３）「退職共済資産の運用に関する基本方針」により規程の改廃を行うとき。 

２ 共済会は、前項に規定する共済契約者の同意を得る場合は、規程の改正案を共済契約者に提案しなけ

ればならない。 

３ 共済契約者は、前項の提案を受理したときは、「退職共済資産の運用に関する基本方針の制定（改正）

に関する同意書（確認書／様式第１１号）」を作成し、共済会に提出しなければならない。 

 

 ＊変更の手続き（様式集Ｐ．３９） 

 共済契約者は、基本方針の変更があった場合は、下記の書類を提出ください。 

 ☆ 退職共済給付金の運用に関する基本方針の制定（改正）に関する同意書（確認書）： 

   様式第１１号 

 

１７．共済会ホームページアドレス及び規定様式のダウンロード（取

り出し）の方法について  

 

ホームページアドレス 

http://www.gifuwel-kyousai.or.jp 

(アクセス後、「お気に入り」へ登録すると便利です） 

 

【規定様式のダウンロード（取り出し）方法】 

①インターネットで、共済会ホームページ（http://www.gifuwel-kyousai.or.jp）を選択 

↓ 

②トップページ右横の【規定様式のダウンロード】の中から取り出したい様式を選択 

↓ 

③必要な規定様式の「申請書（白紙））」又は「記入例」を選択しパソコンに取り込んでください 

 

※ダウンロードには、PDFファイルを使用しますので、専用ソフト（AcrobatReader）をまずパソコン

に取り込んでください 

http://www.gifuwel-kyousai.or.jp/


【別表１】

退職給付金支給率表（平成２８年４月１日適用開始）

０～５ヶ月 ６～１１ヶ月 ０～５ヶ月 ６～１１ヶ月

1 0.30 0.45 0.60 0.90

2 0.60 0.80 1.20 1.60

3 1.00 1.15 2.00 2.30

4 1.30 1.50 2.60 3.00

5 1.70 2.10 3.40 4.20

6 2.50 2.75 5.00 5.50

7 3.00 3.25 6.00 6.50

8 3.50 3.65 7.00 7.30

9 3.80 4.05 7.60 8.10

10 4.30 4.90 8.60 9.80

11 5.50 5.80 11.00 11.60

12 6.10 6.35 12.20 12.70

13 6.60 6.90 13.20 13.80

14 7.20 7.45 14.40 14.90

15 7.70 8.00 15.40 16.00

16 8.30 8.55 16.60 17.10

17 8.80 9.10 17.60 18.20

18 9.40 9.65 18.80 19.30

19 9.90 10.20 19.80 20.40

20 10.50 10.80 21.00 21.60

21 11.10 11.40 22.20 22.80

22 11.70 12.00 23.40 24.00

23 12.30 12.60 24.60 25.20

24 12.90 13.50 25.80 27.00

25 14.10 14.75 28.20 29.50

26 15.40 16.05 30.80 32.10

27 16.70 17.35 33.40 34.70

28 18.00 18.65 36.00 37.30

29 19.30 19.95 38.60 39.90

30 20.60 20.95 41.20 41.90

31 21.30 21.65 42.60 43.30

32 22.00 22.30 44.00 44.60

33 22.60 22.95 45.20 45.90

34 23.30 23.65 46.60 47.30

35 24.00 24.35 48.00 48.70

36 24.70 25.05 49.40 50.10

37 25.40 25.75 50.80 51.50

38 26.10 26.45 52.20 52.90

39 26.80 27.15 53.60 54.30

４０年以上 27.50 27.50 55.00 55.00
　 　

勤続（年）

退　職　理　由　に　よ　る　区　分

普通退職

通常掛金の場合 ２倍掛金の場合
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【別表２】

互助給付金支給
会員が、次の表の支給区分に該当したときは、それぞれの給付金や見舞金を支給します。

なお、それぞれの請求にあたっては、事実発生の日から１年以内です。

互助給付金支給基準表

支 給 条 件 添 付 書　 類

会員が死亡したとき

会員の住居が半壊・床上浸水・半焼したとき

施設が半壊・床上浸水・半焼したとき

（注意） 1.提出については事実発生の都度とし、請求権発生の日から１年以内とします。

2.申請書は１件につき１通としてください。

 対象となる会員

 全員に支給

支給区分 支給額（円） 解　説

会員死亡弔慰金 50,000

結婚給付金 20,000 会員１年以上で、結婚を前提に退職し結婚したとき

家族（親族）
死亡弔慰金

10,000

会員の配偶者及び一親等内の血族・姻族
が死亡したとき
（会員の実父母・配偶者の実父母・会員の
子・その子の配偶者）

※養子縁組も対象とします

出産給付金 20,000
会員及び会員の配偶者が会員期間中に出産したとき  夫婦とも会員の

会員期間１年以上で退職後６か月以内に出産したとき

傷病見舞金 20,000 会員が傷病により２０日以上入院、または自宅療養し、欠勤したとき

会員が会員期間中に結婚したとき  会員同士の場合
 は双方に支給

50,000 会員の住居が全壊・流出・全焼したとき
 借家等も対象と

30,000
 し会員全員に
 支給

・会員期間３年未満で退職し３か月以内に入籍したとき ・結婚とは入籍
  を意味します・会員期間３年以上で退職し８か月以内に入籍したとき

3.退職後の結婚（入籍）、出産で申請の場合は互助給付金申請証明書ではなく、結婚給付金は戸籍抄本、出産給付金は母子手
帳の出産届出済の記載ページの写しが必要です。

施設災害見舞金
100,000 施設が全壊・流出・全焼したとき

50,000

互助給付金申請証明書

 場合は双方に
 支給

会員災害見舞金
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一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 

自助年金管理要綱 

 

第１章  総  則 

 

  （目 的） 

第１条  この規程は、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（以下「共

済会」という。）定款第４条第２項に基づき、本会が事業主の委託を受けて管理する自助

年金(以下「年金」という。)について定めることを目的とする。 

 

  （預金者の範囲） 

第２条  この規程に基づき年金を行なうことのできる者は前条の事業主に常時使用される

職員とする。 

 

  （年金の範囲） 

第 ３条   年 金 は、その者 が支 給を受 ける給料 およびボーナスの範囲 で行 なわれなければ

ならない。 

 

  （年金の種類） 

第４条  年金の種類は「拠出型企業年金」とし、その名称を「自助年金」とする。 

 

  （債権の譲渡禁止） 

第５条  預金者は貯金に関して有する債権を第三者に譲渡または担保にしてはならない。 

 

  （年金台帳） 

第 ６条   共 済 会 は年 金 の状 況 を明 らかにするため預 金 者 別 の年 金 台 帳 を備 えつけ、年

金受け入れ、利息の組み入れおよび年金残高を記録するものとする。 

 

  （会計年度） 

第７条  会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

  （特別会計） 

第８条  共済会は自助年金に関する経理を他の事業にかかる経理と別に会計を設けて 

行なうものとする。 

 

第２章  積立年金 

 

  （年金の単位） 

第 ９条   年 金 の単 位 を毎 月 積 立 は１，０００円 の整 数 倍 とする。また、ボーナス積 立 （年 ２

回）は１０，０００円の整数倍とする。 

 

  （年金の受け入れ） 

第１０条  年金は預金者の申し出た積立金額を毎月給料支給日およびボーナス支給日 

に受け入れるものとする。なお、金融機関での口座自動振替により受入れを代用する 

ことも可能とする。 

 

（年金の申込み） 

第１１条  年金の申込みをしようとするものは、自助年金加入申込書に記名押印のうえ、 

事業主を経て加入しようとする月の前月の末日までに本会に提出する。 
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  （積立額の変更） 

第１２条  年金積立額の変更は毎年４月および１０月に行なうものとし、前月の末日までに 

自助年金変更依頼書で事業主を経て本会に提出しなければならない。 

 

  （年金の中断および復活） 

第 １３条   預 金 者 が止 むを得 ない事 由 により年 金 の積 立 てを継 続 できない場 合 は、年 金

変 更 依 頼 書 を中 断 しようとする月の前 月 の末日 までに事業 主 を経 て本 会 に提出 しな

ければならない。 

２  年 金 積 立 の中 断 事 由 が消 滅 したため、積 立 を復 活 しようとする場 合 は、自 助 年 金 変

更 依 頼 書 を復 活 しようとする月 の前 月 の末 日 までに事 業 主 を経 て本 会 に提 出 し、年 金

積立を復活することができる。 

 

  （年金の解約） 

第１４条  預金の解約は預金者の請求により行なう。 

２  預金者が年金の払戻しは、できないものとする。 

３  預 金者 が年 金を解 約 しようとするときは、自 助 年 金脱 退 請 求書 に所 定事 項 を記 入押

印のうえ、事業主を経て当月末日までに共済会に提出する。 

４  共 済 会 は、前 項 により年 金 の解 約 の請 求 を受 けたときは、すみやかに預 金 者 の指 定

する口座に振込むものとする。 

 

  （届出印鑑等の変更および事業所の異動） 

第１５条  事業主が氏名および取引銀行等を変更するときは、すみやかに共済会へ届出

なければならない。 

２  預金者が氏名を変更するときは、すみやかに異動依頼書を事業主を経て共済会に提 

出しなければならない。 

３  預金者が事業所を異動したときは、預金者はすみやかに異動依頼書を作成し、新事 

業主を経て共済会に提出しなければならない。 

 

  （年金残高の通知） 

第１６条  共済会は、毎年３月末日現在の預金者の積立残高のお知らせを事業主に交 

付する。 

 

第３章  制度の運営 

 

  （事務委託） 

第１７条  この規程による制度の運営にともなう事務の一部を生命保険会社に委託するも

のとする。 

 

  （規程の改廃） 

第１８条  この規程は経済情勢の変動、異常危険の発生その他止むを得ない事情により、 

変更もしくは改廃することができるものとする。 

 

  （年金の運用） 

第１９条  共済会は預金保全のためその運用状況を明らかにしておかなければならない。 

 

附   則 

第１条 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

第２条 平成１５年７月１日から施行「財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会

自助年金管理規程」での預金者の権利義務の一切を継承するものとする。 
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一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 
健康チェック助成事業  実施要綱 

 
（趣  旨） 

第 １条   生 活 習 慣 病 （成 人 病 ）の予 防 は「バランスのとれた栄 養 」「規 則 正 しい運 動 」など
が大切とされているが、健診による早期発見と早期治療についても重要なことである。そ
こで、共済会会員（以下「会員」という）に対する生活習慣病対策として、全国健康保険
協 会 （協 会 けんぽ）が実 施 する「生 活 習 慣 病 予 防 健 診 『一 般 健 診 』」受 診 者 に助 成 し、
生活習慣病の早期発見と早期治療はもとより、健康を確認するため実施するものである。 

 
（対象者） 

第２条  対象者は、会員期間１年以上で４０歳・４５歳・５０歳・５５歳・６０歳・６５歳の会員。 
（６５歳以上会員は５歳単位）：該当年度は別紙。 

   ただし、この一般健診は、毎年１回は受診できるため、その該当年度の会員のみを補 
助対象とする。 

 
（実施機関） 

第３条  受信医療機関は下記のとおりとする。 
（１）社会保険事務所の指定医療機関 
（２）上記医療機関以外でも「生活習慣病予防健診『一般健診』」を実施している医療機 

関 
 

（検査項目） 
第４条  検査項目に関しては別記の通りとする。 
 

（受診の方法） 
第 ５条   受 診 の方 法 は、全 国 健 康 保 険 協 会 （協 会 けんぽ）岐 阜支部 から送 付 される「生

活習慣 病 予防健 診 申込書」により、各自 所轄社 会 保険事 務 所（社会保 険健康 事 業団
岐阜県支部）へ申し込み、受診についてはその指示に従うものとする。 
全国健康保険協会（協会けんぽ）指定医療機関以外で受診する場合は、事業ごとに医
療機関と相談し受診する。その場合、検査項目実施証明書（別添・様式２）の発行を受
けるものとする。 

 
（受診料の支払い） 

第６条  受診をした医療機関へ各自が全額（６，８４３円）を支払うものとする。 
 

（助成金の額） 
第７条  助成金の額は、一人年１回 ２，７２０円とする。ただし、自己負担額が、助成額以

下の場合は、自己負担額を上限として助成 
 

（助成金の請求） 
第８条  助成金の請求は、受 診した後、「健康チェック助成申請 書（様式第 ９号－（１））」

により一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（以下「共済会」という。）
へ請求する。 

 
（申請時の添附書類） 

第９条  助成金の請求申請時には下記の添付書類とともに申請する。 
（１）「生活習慣病予防健診申込書」（事業主用）の写し（コピ―したもの）または、検査項

目実施証明書（別添・様式２）……福利厚生センター加入事業所は原本をセンターへ
提出し、写しを共済会へ提出、共済会のみ加入事業所は、原本を共済会へ提出くだ
さい。 

  （２）受診した医療機関の領収書。（写しでも可） 
 

（注意事項） 
第１０条  申請に関する注意事項  

（１）助成については、共済会会員を対象とし、被扶養配偶者は対象としない。 
  （２）助成金の請求については、受診日から１年以内とする。 
  （３）助成金は、各事業所へ一括で送金する。 
 

附 則 
 
１．  この実施要綱は平成２５年４月１日から施行する。 
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一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 

資産運用の基本方針 

 

一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会（以下「共済会」という。）は、共済

資産の運用に関する基本方針を次の通り定め、本基本方針に基づき共済資産の管理運営を

行うこととする。 

 

１．運用の目的 

共済会の資産運用の目的は、共済会の業務運営規程に規定した会員への給付の支払いを

将来にわたり確実に行うため、許容できるリスクの範囲内で、必要とされる総合収益を長期的に

確保することとする。  

 

２．運用目標  

財政計算に用いた利率を考慮し、長期的にこれを上回る成果の確保を目指すこととする。 

 

３．資産構成に関する事項 

共済資産運用の目的を達成するため、基本となる投資対象資産の期待収益率の予測に加

え標準偏差と相関係数を考慮した上で、将来にわたる最適な組み合わせである『政策的資産

配分』を別紙のとおり策定し、これに基づく資産配分を維持するよう努めるものとする。 

この『政策的資産配分』は、掛金収入と給付等支出の割合（成熟度）や財政状況等を勘案し、

中長期的観点から策定するものであるが、策定時の諸条件が変化した場合は、必要に応じて

『政策的資産配分』の見直しを行うものとする。 

 

４．投資対象資産 

投資対象とする資産は公開され流動性の高い、いわゆる伝統的な資産たる国内債券、国内

株式、外貨建債券、外貨建株式および短期金融資産を中心とする。これ以外のいわゆる非伝

統的資産への投資に関しては、原則採用しない。 

 

５．運用受託機関の選定 

投資対象資産区分ごとに運用スタイル・手法の分散を勘案し、最も適切な運用受託機関を

選定する。この選定にあたっては、当該運用受託機関の経営理念、経営内容および社会的評

価、運用方針及び運用スタイル、運用管理体制、法令遵守体制、過去の運用実績等を十分

に検討するものとする。  

なお、選定した運用受託機関に対しては、『運用ガイドライン』を提示し、資産の運用に関す

る指示等を個別に行うものとする。 

 

６．運用受託機関の遵守すべき事項 

運用受託機関は、以下の事項の遵守に努めるものとする。 

（１）受託者責任 

運用受託機関は、共済会の共済資産の管理運用にあたっては、善良なる管理者の注

意を以って、専ら委託者たる共済会の利益に対してのみ忠実に職務を遂行しなければな

らない。 

（２）法令遵守体制の整備 

運用受託機関は、法令を遵守するとともに、その確保のための体制の整備等に努めるものと

する。 

（3）運用スタイル・手法の明確化 

運用受託機関は、資産区分ごとの運用方針及びそれに基づく運用スタイル・手法を明
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確にし、想定されるリスクの下、期待される収益率の実現を目指し最大限の努力を行うもの

とする。 

 

７．運用業務の管理に関する事項  

共済会は運用受託機関に対し、資産運用および管理の基準として『本基本方針』ならびに

『運用ガイドライン』により示した事項につき、その遵守状況を管理することとする。 

 

８．運用業務に関する報告の内容および方法 

共済会は運用受託機関に対し、原則として、四半期毎に、残高状況、損益状況、取引状況、

費用状況等に係る共済資産の管理に関する報告書ならびに運用状況に関する報告書の提出

を求めるものとする。このほか共済会が特に必要と認める場合、運用受託機関はその指示に基

づいて報告を行い、また、運用に関する重要事項について協議を行うものとする。 

なお、『契約書』、『本基本方針』または『運用ガイドライン』等に反する行為があった場合は、

運用受託機関は直ちに共済会に対し報告を行い、その指示に従うこと。 

 

９．運用受託機関の評価 

運用受託機関の評価は定量的評価に定性的評価を加えた総合評価によるものとする。共済

会は各運用受託機関の評価に基づいて、資産配分割合の変更、委託契約の解除等を行うこ

ととする。この場合の評価対象期間は原則として５年とするが、運用成績に著しく問題がある場

合や当該運用受託機関に委任することが不適切と認められる場合にはこの限りではない。 

 

１０．共済資産運用状況に関する情報開示 

共済会は受託者責任の観点から、共済資産の運用収益または運用損失および資産構成割

合ほか共済資産の運用の概況について、会員等に対し定期的に周知するよう努めるものとす

る。 

 

１１．その他 

共済会は、必要に応じ『本基本方針』および『運用ガイドライン』の変更を行う。なお変更を行

った場合は、運用受託機関に対し、文書により示すこととする。また、提示された『基本方針』お

よび『運用ガイドライン』に対し、運用受託機関として意見がある場合には、これを申し出ることを

妨げるものではない。 

 

附 則 

第１条 この基本方針は、平成２５年４月１日から施行する。 

第２条 財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会資産運用基本方針（平成２１年４

月１日施行）は廃止する。 

 

＜別紙＞ 

政策的資産配分 

対象資産 構成比 

国内債券 ８１．５％ 

国内株式 ８．１％ 

外貨建債券 ７．４％ 

外貨建株式 １．０％ 

短期資金等 ２．０％ 

合  計 １００．０％ 
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