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　新年明けましておめでとうございます。
　組合員の皆さま並びにご家族の皆さまにおかれまし
ては、健やかに新春をお迎えのことと、心よりお慶び申し
あげます。
　また、日頃より当共済組合の事業運営に格段のご
理解とご協力を賜り厚くお礼申しあげます。
　私は、昨年11月25日に開催されました選挙会（組
合会）におきまして、理事長の職を引き続き務めさせて
いただくこととなりましたのでよろしくお願いいたします。
　共済組合を取り巻く環境は、急速に進行した少子
高齢化社会を背景に、社会保障制度全般の見直し
が進む中、依然厳しい状況にありますが、長期事業
（年金事業）、短期事業（医療保険事業）、福祉事
業（貸付・宿泊・保健事業）を三位一体とした共済
制度については、将来にわたり安定した事業運営を
図るため、役職員一同、新たな気持ちで努力する所存
でございます。
　さて、本年度も社会保障関係の改正が順次行わ
れてまいりますが、長期事業の一面では、年金制度の
改革において、年金制度の持続可能性を高め、将来
世代の給付水準の確保を図るための年金額改定
ルールの見直し等も予定をされていますことから、今まで
以上に、円滑な業務運営が行えるよう関係機関と連
携しながら、適切に対応してまいりたいと考えております。
　併せて、被用者年金一元化法により、共済年金
は厚生年金に統合されましたが、皆さまの年金裁定や
年金相談については、引き続き共済組合が窓口とし
て、担当をさせていただいており、今後は厚生年金の
実施機関として、ワンストップサービスの向上にも努め
てまいります。
　また、本年1月から順次、様 な々行政手続きにおい
て個人番号（マイナンバー）の利用が開始され、その
手続きにおいて皆さま方の提出する書類が簡素化さ
れるなど利便性が向上することになりますが、当共済
組合においても、年金事務及び医療保険事務等に
個人番号を利用させていただく予定となっております。
　なお、個人番号については、組合員及び被扶養者
の皆さまの大切な情報でございますので、セキュリティ
の向上と個人情報の保護には、より一層、万全の体
制で対応してまいりますので、ご安心をいただきご協力を
お願いいたします。
　一方、短期事業におきましては、後期高齢者支援

金の全面報酬割が平成29年度に完全実施される
とともに、介護納付金の総報酬割が検討されるなど、
共済組合を含む被用者保険者にとって、負担増加が
見込まれる中、医療費の適正化についても、医療保
険者としての取り組みの重要性を認識いたしており、
特定健診・特定保健指導実施率や後発医薬品
（ジェネリック医薬品）の使用率の向上に向け努力い
たしておるところでございます。
　また、保健事業として進めております、データヘルス
計画につきましては、今年で第一期の最終年（3年
目）に入ることになり、次の第二期に向けた計画を策
定する大切な年となっております。
　現在は、健診等のデータを基に、皆さま方の疾病
構造を適切に分類し、禁煙への啓発推進をはじめ、
重症化が心配される組合員や被扶養者には、一歩
先を見すえ医療機関への受診勧奨を行っております。
　なお、只今保険者のインセンティブ改革（保険者
努力の反映）として、後期高齢者支援金の加算・減
算制度の導入が検討されていますが、この制度が導
入されますと、保険者別に、健康増進に繋がる保健
事業の取組みが指数化され、その結果により、支援
金の更なる負担が増えることも予想されますことから、今
年はこの対策準備も含め、今まで以上に保健事業を
推進していく必要があると考えております。
　つきましては、健診機関や各所属所との連携等に
より、積極的な取組みを進めてまいりますので、健康づ
くりや疾病予防と併せ、保健指導の必要性にも関心
をお持ちいただきますようお願いいたします。
　次に、福祉事業の一環として運営いたしております、
「シティプラザ大阪」におきましては、おかげをもちまして、
昨年、10周年を迎えることができました。
　現在、宴会場やロビー、客室等の絨毯を、10年を
機に入れ替えを進めており、施設もリフレッシュをいたし
ております。
　今後も、より多くの皆様方にご愛顧いただけるよう、
更なるサービスの充実と、健全な施設運営に努めてま
いりますので、是非、ご家族やご友人、職場の皆さまと
機会を見つけていただき、ご利用いただきますようお願い
申し上げます。
　結びになりますが、各自治体等のご発展と組合員
の皆さま方のご健勝とますますのご活躍を心より祈念
申しあげ、年頭のご挨拶とさせていただきます。

新しい組合会議員が決まりました

大阪府市町村職員共済組合

理事長　多田 利喜（富田林市長）
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新しい組合会議員が決まりました新しい組合会議員が決まりました新しい組合会議員が決まりました
組合会議員任期満了に伴う組合会議員選挙が、昨年11月18日（金）に行われ、新しい組合会議員20
名が選出されました。
また、同年11月25日（金）に開催された選挙会において役員選挙が実施され、理事が選出されたの
に続き、理事長に多田利喜氏（富田林市長）が引き続き選出されました。
選出された役員の任期は2年間で、今後、本組合の運営にあたることになります。

大阪府市町村職員共済組合 組合会議員

■共済組合の機関

市
町
村
職
員
共
済
組
合

補
助
機
関

組合会（議決機関）

理事長・理事（執行機関）

監　事（監査機関）

■組合会は、次のような重要
　事項を審議し議決する

■理事長及び理事の職務

■監事の職務

●
事
務
局
長
そ
の
他
の
職
員

●
共
済
組
合
の
事
務
局

市町村長側 職 員 側
富 田 林 市
摂 津 市
寝 屋 川 市
貝 塚 市
島 本 町
豊 中 市
高 槻 市
大 東 市
松 原 市
高 石 市

多田　利喜
森山　一正
北川　法夫
藤原　龍男
川口　　裕
淺 利 敬一郎
濱田　剛史
東坂　浩一
澤井　宏文
阪口　伸六

理事長
理事
理事
理事
理事（理事長職務代理者）
議員
議員
議員
議員
議員

箕 面 市
門 真 市
富 田 林 市
東 大 阪 市
泉 南 市
吹 田 市
茨 木 市
交 野 市
堺 市
田 尻 町

吉田　寿樹
西本　孝雄
寺内　克憲
大 植 美佐夫
佐野　建也
坂田　俊之
木村　宅詞
岩城　　明
山口　　浩
寺川　　淳

理事
理事
理事
理事
理事
議員
議員
議員
議員
議員

※監事は次回開催の組合会にて選出されることになっており、それまでの間は現監事が引き続きその
職務をおこないます。

●20人の議員をもって組織する
●議員の半数は、市町村長の代表
である
●議員の半数は、市町村長以外の
組合員の代表である

●定款の変更
●事業計画、予算及び決算
●重要な財産の処分及び重大な
債務の負担

●理事長は、共済組合を代表し、
その業務を執行する
●理事は、理事長を補佐して共済
組合の業務を執行する

●監事は共済組合の業務を監査
する

●監事は、組合会において、学識経験
者1人、組合会の議員のうちから市
町村長である者と組合員を代表す
る者のそれぞれ1人を選挙する

●理事長は、市町村長である理事
のうちから理事が選挙する
●理事は、組合会の議員のうち市
町村長である者と組合員を代表
する者のそれぞれのうちからそ
れぞれ同数を選挙する
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保険課資格係よりお知らせ保険課資格係よりお知らせ保険課資格係よりお知らせ

任意継続組合員の加入手続きについて

1 2 3 4

任意継続掛金を期日までに納付しないと任意継続の資格取得が取消しとなりますので、納付期限
には十分ご注意ください。

任意継続の申請期限は退職日から20日以内です。それ以後の任意継続の申請はできませんの
で、任意継続を希望される方は速やかに手続きを行ってください。
平成29年3月31日に退職の方は「任意継続組合員資格取得申出書」の受付を平成29年3月15
日から開始の予定としております。

　退職日の前日まで継続して1年以上共済組合に加入されている組合員の方は、任意継続組合員と
して、退職後も引き続き医療保険に加入することができます。

任意継続申請の流れ

組合員

共済組合所属所
共済事務主管課

「任意継続組合員資格取得申出書」（※1）を所属所共済事務主管課にて受取。

※1

共済組合指定の
金融機関

1

「任意継続組合員資格取得申出書」を退職日から20日以内に共済組合に郵送。（※2）2

共済組合から、「任意継続組合員証」、「任意継続掛金納付書」などを組合員宛に送付。3

共済組合指定の金融機関に任意継続掛金を期日までに納付。（※3）4

記入方法等については、次のページ「任意継続組合員資格取得申出書について」をご参照ください。

※2

※3
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『任意継続組合員資格取得申出書』について
保険課資格係よりお知らせ

31

29

29 500,000

退職時の標準報酬月額
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1

2

3

4

「組合員氏名」、「フリガナ」、
「性別」、「生年月日」、「退職
年月日」、「退職時の標準報酬
月額」、「組合員証の記号と
番号」を記入してください。

1

「退職時の所属所名称・所在地」、申請者の住所、
電話番号、氏名を記入し、最後に押印していただい
たうえで申請を行ってください。

●任意継続をされますと、組合員証の記号と番号が変更になります。医療機関に受診の際は
必ず窓口に新しい任意継続組合員証をご提示ください。

4

「扶養継続しない家族」に
ついて
　在職中に認定されている
扶養家族は引き続き認定さ
れますが、任意継続資格取
得と同時に、「就職」などで
扶養家族から外す場合は、
ご記入ください。

2

「希望する掛金の納付方法」
について
　任意継続の掛金納付方
法には、「年払い」、「半期払
い」、「毎月払い」の3種類の
納付方法があり、あらかじ
め納付方法を選択していた
だきます。「年払い」、「半期
払い」を選択していただき
ますと年4分の割引(原価
複利計算)がございます。

3

※選択された納付方法は年度
途中で変更はできませんの
で、ご注意ください。



保険課給付係よりお知らせ保険課給付係よりお知らせ保険課給付係よりお知らせ

柔整・鍼灸・マッサージの施術にかかる療養費の取扱いについて

　柔整・鍼灸・マッサージの施術に関する費用については、患者が一部負担金（基本3割）を柔道整復
師等へ支払い、共済組合が残りの費用（基本7割）を患者からの受領委任を受けた柔道整復師等に支
払います。
　当該施術にかかる費用については、健康保険が使えるものと使えないものがありますので、受診
の際は、本誌を参考に、負傷内容や原因等をはっきり伝えて受診していただきますよう、よろしくお願
いいたします。

保険が使える保険が使える 負傷・症状・疾病等について

施術内容

柔　整

鍼　灸

マッサージ

負傷 ・ 症状 ・ 疾病

● 急性又は亜急性の外傷による捻挫、打撲、挫傷（肉離れ）

● 骨折、脱臼（応急処置以外は医師の同意が必要です。）

● 神経痛、リウマチ、五十肩、頸腕症候群、腰痛症、頸椎捻挫後遺症
　 等の慢性的な疼痛

※鍼灸の施術を受けることを認める医師の同意がある場合のみに限られます。

（例）
・家の中で重い荷物を運んだ時に腰を痛めた。
・買い物途中に階段で滑り、足を捻った。
・運動中に転んで、腕の骨を折った。　　　等

● 筋麻痺、関節拘縮等 （改善などの治療効果が期待できる場合）

※マッサージの施術を受けることを認める医師の同意がある場合のみに
　限られます。

保険が使えない
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保険課給付係よりお知らせ

柔整・鍼灸・マッサージの施術を受けられた方へ

　近年、柔道整復師等から施術を受けられる方が増加し、柔道整復師等へ支払う療養費

が短期給付事業の大きな部分を占めるようになっています。

　そこで、共済組合では、療養費支出の一層の適正化を図るため、柔道整復師等からの

請求について、厳格な点検、審査に努めています。

　このため、療養費支給申請書の内容（負傷原因、負傷名、日数、金額など）をよく確認し

て、ご自身で署名していただきますよう、お願いいたします。

　また、組合員の方、被扶養者の方に対し、柔道整復師等から受けられた施術内容につい

てお問い合わせをさせていただく場合がありますので、当該内容について照会文書が届

きましたら、ご回答くださいますよう、ご協力をよろしくお願いいたします。

保険が使える

保険が使えない保険が使えない 実例について

※全額自己負担での受診となります。
（本誌では請求件数が多い“柔整”に関する実例を掲載しています。）

施術内容

柔　整

実　例

● 仕事や家事などの日常生活による単なる疲労、肩こり

● スポーツによる筋肉疲労

● 慰安目的による、あんま（マッサージ）代わりの利用

● 保険医療機関（病院や診療所など）で同じ箇所（負傷など）を治療中のもの

● 症状の改善がみられない長期の施術

● 労災保険（公務災害）が適用となる、仕事中や通勤途中の負傷
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野菜ソムリエによる 知っ得 納得♪

健康食生活セミナーのご案内

　平成28年1月からマイナンバー制度（社会保障・税番号制度）が開始されました。

　共済組合では、平成29年7月から始まる地方公共団体等との連携開始に向けて、

個人番号の収集をいたします。

　個人番号の収集につきましては、組合員・被扶養者とも、所属所（事業主）経由で提

供していただきますので、ご協力をお願いいたします。

　共済組合では、特定個人情報に関する法令を遵守し、特定個人情報の取扱いに関する規定の策定
を行い、漏洩、滅失又はき損の防止等の安全管理を実施します。
※特定個人情報とは、個人番号を含む個人情報をいいます。

※行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）
別表第1の24及び39の項に基づき、組合員及び被扶養者の個人番号を利用するものです。

●厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の
徴収に関する事務

●地方公務員等共済組合法による短期給付若しくは年金である給付の支給若しくは福祉事業の
実施又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による年金である給付の支給
に関する事務

個人番号（マイナンバー）の個人番号（マイナンバー）の
共済組合への提供について共済組合への提供について
個人番号（マイナンバー）の
共済組合への提供について

共済組合では主に次の目的で利用します

特定個人情報の取扱い
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野菜ソムリエによる 知っ得 納得♪野菜ソムリエによる 知っ得 納得♪野菜ソムリエによる 知っ得 納得♪

健康食生活セミナーのご案内健康食生活セミナーのご案内健康食生活セミナーのご案内
　「元気で明るい生活」はみんなの願いです。とりわけ「メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）」に着

目した、生活習慣病（糖尿病・高血圧等）予防は、健康であり続けるうえでとても大切です。本組合では、「適

切な量と質の食事」「運動習慣を身に付けること」をテーマに、下記のとおり「健康食生活セミナー」を開催

いたします。野菜ソムリエ、健康運動指導士の資格を持つ「ベテラン管理栄養士ユニット」による講演、実際

に野菜を手に取り、何をどれだけ食べればよいか、巷にあふれる食と健康の情報に惑わされない、得する健

康づくりの方法選びをお手伝い、さらに空いた時間に手軽にできる「ちょこっとエクササイズ」で、無理のな

い運動もご紹介する、楽しいセミナーです。

　参加ご希望の方は、下段の「健康食生活セミナー 参加申込書」をコピーのうえ、必要事項をご記入いた

だき、所属所の共済組合事務主管課へご提出ください。

健康食生活セミナー 参加申込書　＜締切日：平成29年2月15日（水）＞

※家族の方もご参加の場合は、出席者全員のお名前をご記入ください。
　所属所⇒共済組合福祉課健康推進係　締切日平成29年2月20日（月）必着

氏　名

住　所
〒

電話番号

区　分‒ 組  合  員  ・ 家  族

フリガナ

組合員証
記号・番号

開催日時 平成29年3月5日（日）　9時30分～１1時30分

場 所 シティプラザ大阪 ２階 「旬」　大阪市中央区本町橋2番31号

参 加 費 無 料

参加資格 本組合組合員とその家族（平成29年2月15日に資格のある方）

募集人数 100名（応募多数の場合は、抽選させていただきます）

申込締切

そ の 他

平成29年2月15日（水）

参加者には、シティプラザ大阪1階レストラン「リヴァージュ」、和食「大江」
でお使いいただける昼食半額券（当日限り有効）をお渡しします。
また、講師オリジナルの「健康レシピ集」をさしあげます。

※締切り後、参加決定のご案内等を「参加申込書」にご記入いただいたご住所へ送付いたします。

記

個人番号（マイナンバー）の
共済組合への提供について
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健康季刊誌健康季刊誌「四季のけんこう」「四季のけんこう」を
希望者に自宅送付します希望者に自宅送付します
健康季刊誌「四季のけんこう」を
希望者に自宅送付します

「四季のけんこう」申込書（無料）　締切日：平成29年2月15日（水）　

※ 所属所⇒共済組合 福祉課健康推進係 2月17日（金）締切（必着）

「四季のけんこう」申込書（無料）

所属所名
（勤務先）

組合員氏名

組合員住所

電話番号

（注）お送りいただいた申込書は、出版社に送付します。季刊誌の誤配達がないよう正確に
　　ご記入ください。

組合員証
記号番号

〒　　　－

－

フリガナ

　㈱社会保険出版社※より、年4回刊行されている、元気を応援する

最新情報マガジン「四季のけんこう」を希望される組合員に有資格期間中、ご自宅宛送付いたします。

季節に応じた健康管理のポイントをまとめた内容で、「元気な心と体づくり」をテーマに、食生活、運動、

メンタルヘルス等の健康情報を掲載しています。

　今回のお申込みは、「春号（3月下旬送付予定）」からのお届けになります。ご希望の組合員は下の申込

書（無料）をコピーして、2月15日（水）までに、所属所の共済組合事務主管課にご提出のうえ、お申込み
ください。 既に、同誌をお申込みいただいている方は、改めて提出していただく必要はありませんので、
ご留意のほどよろしくお願いします。（平成30年度以降、引き続き希望される方は登録更新のため、その時点で

改めてお申込みいただきます。）

　組合員、ご家族の皆様の健やかな毎日に、どうぞお役立てください。

☆本組合ホームページ（http://www.osaka-kyosai.jp/）に、季刊誌の紹介、更に申込用
　紙のダウンロードが可能になりました。ご参照ください。
※㈱社会保険出版社は、プライバシーマーク認定を受けています。

フリガナ

「秋の健康ウォーキング」を
開催しました

人間ドックのお申込みについてのお願い

「みんなで学ぶタバコセミナー」
を開催しました
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健康季刊誌「四季のけんこう」を
希望者に自宅送付します

「秋の健康ウォーキング」を「秋の健康ウォーキング」を
開催しました開催しました
「秋の健康ウォーキング」を
開催しました

人間ドックのお申込みについてのお願い人間ドックのお申込みについてのお願い人間ドックのお申込みについてのお願い

特定健診（メタボ健診）受診期限は、3月31日です。受診はお済みですか？

「みんなで学ぶタバコセミナー」「みんなで学ぶタバコセミナー」
を開催しましたを開催しました
「みんなで学ぶタバコセミナー」
を開催しました

　当日は好天の中、多数の方にご参加いただきました。
　今回は、初めての試みとしてシールラリーを行い
ました。 正解は堺市にゆかりのある人物、「千利休」
でした。
　応募された方の中から、抽選で堺市の特産品「くるみ餅」をお贈りしました。 おめでとうございます。（当選者の発
表は商品の発送をもって代えさせて頂きます。）
　次回は春を予定しており、新しい企画で皆様のご参加をお待ちしています。

開催日

コース 堺市　大仙公園周辺コース
平成28年11月3日（木・祝）

　セミナーでは、肺年齢測定、クイズや豊富な写真等により、なごやか
な雰囲気の中、参加者の体験等積極的な意見交換もあり、有意義なセミナーとなりました。
　ご参加ありがとうございました。

開催日

場　所 シティプラザ大阪
平成28年11月23日（水・祝）

　平成28年度の人間ドック受診期限は、平成29年3月31日です。年度内受診を希望される方は、お早目に健
診機関にご予約のうえ、「人間ドック利用申込書」を提出してください。

　特定健診受診券をお持ちの方（被扶養者）は、受診期限が平成29年3月31日までと迫っています。お早
目に健診機関での受診をお願いします。

①毎年１月から３月にかけては、受診希望者が非常に多くなります。

④人間ドック健診機関の「東大阪市立総合病院」が10月1日から名称を変更しています。
　「地方独立行政法人　市立東大阪医療センター」となります。
　既にドックを予約済の方や、これから予約する方には変更はありません。

　健診機関に予約を取らずに、「人間ドック利用申込書」を提出されるケースがあります。事前に健診機関に予
約を取らないと希望日に受診できません。必ずご本人から予約を取って、「人間ドック利用申込書」に必要事項
を記載のうえ提出してください。
※「日本赤十字社和歌山医療センター」のみ本人予約が不可の為、共済組合で予約します。予約を取りやすくするために、
複数の受診希望日を共済組合使用欄に記入して提出してください。（健診決定日には記入しないでください。）

②事前に人間ドック健診機関に予約をしてください。

　旧様式（緑印刷）の「人間ドック利用申込書」を使用されている場合があります。ご本人が健診機関に予約し
ているか、改めて確認しなければなりませんので、新様式（黒・赤印刷）をご使用ください。
◎健診機関を予約されたら、「人間ドック利用申込書」を速やかに、所属所共済組合事務担当課にご提出くださ
い。（提出が遅れると受診できない場合があります。）

③新様式（黒・赤印刷）の「人間ドック利用申込書」をご使用ください。
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「いつでも電話健康相談」のごあんない

24時間健康・医療相談サービス

介護相談サービス

メンタルヘルス相談サービス

スキー場リフト等割引利用事業についてスキー場リフト等割引利用事業についてスキー場リフト等割引利用事業について

ハチ・ハチ北スキー場ハチ・ハチ北スキー場ハチ・ハチ北スキー場 箱館山スキー場箱館山スキー場箱館山スキー場

スキージャム勝山スキージャム勝山スキージャム勝山 鷲ヶ岳スキー場鷲ヶ岳スキー場鷲ヶ岳スキー場

兵庫県養父市・兵庫県美方郡香美町 滋賀県高島市

福井県勝山市 岐阜県郡上市

○食事券（1,000円分）付リフト1日券
【12/9～3/12】

【12/9～3/12】

金券（500円分）付
ゴンドラ・リフト1日券

ゴンドラ・リフト半日券
金券無

○レンタルスキー・ボード 20%引き

・大 人
・子 供、シニア

・1日券

・5時間券

4,300円＋1,000円→4,300円

3,500円＋1,000円→3,500円

※1日券は8：00～16：30まで利用可能

・オールナイト券
3,800円→3,300円

・大 人
・シニア
・子 供

5,300円→4,500円
4,300円→3,500円
4,000円→3,200円（子供:4歳から小学生まで）

（シニア:60歳以上）

※平成28年12月10日
　～営業終了日

（シニア:50歳以上、子供:18歳以下）

（レンタル利用時の「子供」の区分は12歳以下）

5,500円→5,100円
4,500円→4,100円

○リフト1日券 ○フリーチケット（1,000円分）付リフト券
　〈大人のみ〉

○リフト券 フリーチケット無
　〈大人のみ〉

・大 人
・子 供

※平成28年12月23日～平成29年4月2日

4,700円→3,700円
3,000円→2,500円

※3/13～営業終了日は上記料金が500円引きです

・大 人
・シニア
・子 供

4,200円→3,700円
3,100円→2,600円
2,900円→2,400円

下記のスキー場で、リフト券等が割引料金で購入できます。
所属所共済組合事務主管課に「スキー場リフト等割引利用券」を送付しておりますのでご利用ください。

◆利用券をスキー場の窓口（箱館山スキー場は「山麓ゴンドラ・リフト券売場の窓口」、鷲ヶ岳スキー場は
「センターハウス2階インフォメーションコーナー」）でご提示ください。
◆上記の割引額でリフト券等が購入できます。
◆年齢を証明できるものをご持参ください。

※対象 大人：中学生以上
子供：小学生

※平成28年12月17日～平成29年4月2日
※リフト券ご購入の際、別途ICカードお預り金500円
　（返却時、返金）が必要です。

※購入時、別途IDカード補償金1,000円が必要です。
　リフト券返却時に1,000円は返金。
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「いつでも電話健康相談」のごあんない「いつでも電話健康相談」のごあんない「いつでも電話健康相談」のごあんない

24時間健康・医療相談サービス24時間健康・医療相談サービス

「24時間健康・医療相談」「メンタルヘルス相談」「介護相談」にお応えします。
（本組合と明治安田生命保険相互会社が契約し、健康・医療・メンタルヘルス・介護の相談事業を行います。）

　健康や生活に関する幅広い分野についてご利用いただける総合相談窓口です。

◆プライバシーは厳守されます…氏名・年齢・性別・相談内容等、ご利用者のプライバシーは厳重に取り扱われます。

　本事業は利用される方に適切な相談サービスを提供し、問題の解決に役立てていただくことが目的です。
しかしながら、本サービスの利用に関して発生した、相談者のいかなる損害に対し、一切の責任を負わないものとし、当該損害の
賠償はいたしません。

※免責事項

受付番号 0120－630－343

電話相談 24時間いつでも相談可能です。（年中無休）

〔利用対象者〕…組合員、被扶養者
利用時間・相談回数に制限はありません。

介護相談サービス介護相談サービス
　家族の介護や介護保険、介護サービスの利用方法、事業所等のご相談にお答えします。

受付番号 0120－517－010

電話相談 月～金曜日　10時～16時　（祝日・年末年始を除く）
上記時間以外は、一旦ご相談をお受けし、ケアマネージャーから後日回答します。

〔利用対象者〕…組合員、被扶養者
相談回数に制限はありません。

メンタルヘルス相談サービスメンタルヘルス相談サービス
　メンタル面でのお悩みやご相談に電話または面接でカウンセリングが受けられます。
　利用方法　①カウンセリングを希望する場合は、まず上記の受付番号にお電話いただきます。
　　　　　　②自動音声ガイドに従い、利用したいサービスを選択してください。

受付番号 0120－727－338

電話相談 月～土曜日　10時～22時　（祝日・年末年始を除く）
⇒ 1人1回20分程度となります。

〔利用対象者〕…組合員、被扶養者
相談回数に制限はありません。

面談予約 月～土曜日　10時～20時　（祝日・年末年始を除く）
⇒ 全国主要都市のカウンセリングルームで行います。

〔利用対象者〕…組合員、被扶養者
面談によるカウンセリングは組合員・被扶養者とも年度内5回とします。

スキー場リフト等割引利用事業について

ハチ・ハチ北スキー場ハチ・ハチ北スキー場 箱館山スキー場箱館山スキー場

スキージャム勝山スキージャム勝山 鷲ヶ岳スキー場鷲ヶ岳スキー場
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※最近、本組合の交通事故に係る届出で、事故当事者が自転車運転者の事案が増えて
います。大阪府では、「大阪府自転車条例」が制定され、条例が本年４月１日より施行され
ました。自転車条例の概要は以下です。

①自転車保険の加入義務化（平成28年7月1日～）

②交通安全教育の充実 ④交通ルール・マナーの向上③自転車の安全利用

※詳細は大阪府ホームページ http://www.pref.osaka.lg.jp/dorokankyo/osakajitensha/index.html をご覧ください。

② 組合員証等を使った場合の示談

③ 注意事項

①組合員証等（保険証 以下同様）を使う場合の連絡
　組合員又は家族（被扶養者）が、交通事故など他人（第三者）の行為※でケガをした場合には、第三者の行為で起きたケ
ガですから、一般的には、加害者である第三者がその損害を補償することになります。
　しかし、このような場合であってもそのケガが公務外であるときは、組合員証等を使って治療することもできます。その場
合は、すぐ所属所共済組合事務主管課、または共済組合に連絡し、損害賠償申告書等を提出してください。

【地方公務員等共済組合法施行規程第103条】
※第三者の行為に該当するのは、交通事故（自転車事故を含む）にあったときや、喧嘩に巻き込まれたとき、他人の飼い犬にかまれたときなどです。

共済組合福祉課 TEL.（06）6941-0366

　組合員証等によって治療を受けたときは、共済組合は、被害を受けた組合員又は家族（被扶養者）に代わって、治療費や
その他立て替えた費用を加害者に請求する権利を取得します。しかし、被害を受けた組合員や家族（被扶養者）が加害者と
不利な示談をすると、共済組合はこれらの費用を加害者に請求できなくなり、組合員自身に負担していただかなければなら
ないことになりますので、組合員証等によって治療を受けたときの示談は、あらかじめ、共済組合とよく相談のうえですすめ
てください。 【地方公務員等共済組合法第50条】

●運転者の氏名、住所、免許証番号、車検証、自動車の持主の氏名、住所（営業車のときは、会社名、代表者名）を相手方から
聞き取りましょう

●警察に届出し、後日「交通事故証明書」を交付してもらえるようにしましょう
●どんな軽いケガでも、念のため医師の診断を受けましょう
●組合員証等を使って治療するときは、所属所共済組合事務主管課、または共済組合にすぐご連絡ください
●安易な示談をすると後日、取り返しがつかなくなることもありますのでご注意ください

治療費窓口負担分等請求 治療行為

①

②

③

④

⑤

⑥
⑦

⑧

⑨

組合員証等提示
（保険証）治療費窓口負担分等支払

共済負担治療費支払
共済負担治療費支払

損害賠償申告書
等提出

共済負担治療費請求 共済負担治療費請求

被害者

病院加害者
（保険会社）

共済
組合

交通事故などにあったときの
保険給付の流れ

　交通事故にあったら、まず次のことをしましょう。

損害賠償申告書・損害賠償に係る報告書・確約書・誓約書・事故発生状況報告書
交通事故のときは交通事故証明書（正本）・示談しているときは示談書の写★提出書類

交通事故などにあったときの届出交通事故などにあったときの届出交通事故などにあったときの届出

加入していますか？
自転車保険

貸付事業のご案内
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交通事故などにあったときの届出 貸付事業のご案内貸付事業のご案内貸付事業のご案内
　共済組合の福祉事業は、地方公務員等共済組合法（以下「共済法」）に基づき、組合員の皆様やその家族が豊かに楽
しく生活できるよう行っている事業です。貸付事業は、物品購入など臨時に資金を必要とする時の普通貸付、お子様等
が高校や大学等に進学する時の入学貸付や修学貸付、住宅の購入やリフォーム時の住宅貸付などがあり、在職中の組
合員の皆様の福利増進をサポートします。
　貸付金は、お勤めの所属所内で申込手続きが可能で、組合員が指定した口座へ直接送金されます。その後の返済方
法は、共済法等に基づく給与天引償還となりますので、引落しなどで金融機関口座に入金する必要がないなど便利に
利用いただけます。

①貸付申込の相談と書類確認
②申込書類と添付書類の提出
※所属所の締切日を要確認

⑪指定口座へ着金
※借受翌月より給与天引にて償還開始

③申込内容と提出書類のチェック
④決裁（所属所長）後に書類発送
※共済組合へ月末必着

⑤貸付審査
⑥決裁（貸付決定）
※翌月20日

⑦貸付決定通知書（発送）⑧貸付決定通知書（配付）⑨貸付決定通知書（受領・確認）

⑩貸付金送金

貸付金の申込みから借り受けまでの流れ

所属所 共済組合
（共済組合事務 担当課） （福祉課）組合員

貸付時期が“随時”の場合は、共済組合に書類到着後、概ね1週間～10日で送金となります。（月初より約10日間を除く）

物品購入など臨時に資金を必要とする
とき 本俸の6ヵ月分 月末

月末

月末

随時

随時

随時

月末

随時

月末

随時

①本俸基準
（別に定める月数）
②組合員期間

最高180万円×修業年限
（年度開始月の翌月より
月額15万円ずつ減額）

①住宅貸付と同じ
②住宅貸付額の2倍

別枠貸付

本俸の6ヵ月分

本俸の6ヵ月分

本俸の6ヵ月分

本俸の6ヵ月分

本俸の6ヵ月分

居住住宅の新築・増改築・修理・住宅購
入・宅地購入の資金を必要とするとき

上記住宅貸付の追加として、介護対応仕
様を満たした場合に貸付可能。

水震火災その他の災害(盗難含む)によ
り家財に損害があったときの復旧費用

水震火災その他の災害により居住家屋
などに損害があったときの復旧費用

組合員又はその被扶養者（被扶養者で
ない子を含む）の入学時にかかる費用

組合員又はその被扶養者（被扶養者で
ない子を含む）の修学時にかかる費用

組合員又はその被扶養者の長期療養
（1ヵ月以上の入院）にかかる費用

組合員又はその被扶養者、子、孫、兄弟
姉妹の婚姻にかかる費用

組合員の配偶者、子、父母、兄弟姉妹
又は配偶者の父母の葬祭にかかる費用

（注意）事後貸付は原則不可となりますので、貸付時期と支払時期を確認してください。
　　　本俸とは、各所属所の給料表等に定められた俸給月額（諸手当を除く）です。標準報酬月額（諸手当を含む）ではありません。

貸付種類

普通 2.66％

2.66％

2.40％

2.22％

2.22％

2.66％

2.66％

2.66％

2.66％

2.66％

1～200万円

10～1800万円

10～300万円

1～200万円

10～1900万円

1～200万円

1～180万円（年間）

1～100万円

1～200万円

1～200万円

災害
（家財）

災害

入学
特別

修学
特別

医療
特別

結婚
特別

葬祭
特別

（住宅）

（介護住宅）

住宅

内容・用途 年利率 貸付額 貸付時期限度額算出の要件

貸付金の種類と貸付額
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貸付種類

貸付の組み合わせ 限度額

普通

災害
（家財）

災害

入学
特別

修学
特別

医療
特別

結婚
特別

葬祭

①

②

③

特別

（住宅）

（介護住宅）

住宅

申込添付書類 （借入状況申告書に係る書類に加え） 償還 （給料等からの天引）

見積書又は契約書

①見積書　②被災の事実を証明する書類

①住宅貸付と同じ　②被災の事実を証明する書類

①合格通知書　②入学案内書（入学金等が確認できる
もの）　③続柄の確認できる書類　④その他資料

【元利均等】①毎月償還　②ボーナス併用償還（100万
円以上の場合は選択可）

【元利均等】①毎月償還　②ボーナス併用償還（100万
円の場合は選択可）

【元利均等】①毎月償還　②ボーナス併用償還（100万
円以上の場合は選択可）

【元利均等】①毎月償還　②ボーナス併用償還（100万
円以上の場合は選択可）

【元利均等】①毎月償還　②ボーナス併用償還（900万
円以上の場合は選択可）

【元利均等】①毎月償還　②ボーナス併用償還（900万
円以上の場合は選択可）

【元利均等】①毎月償還　②ボーナス併用償還（100万
円以上の場合は選択可）
※修業年限内は元金据置（利息は償還）を選択可
【元利均等】①毎月償還　②ボーナス併用償還（100万
円以上の場合は選択可）
※修業年限内は元金据置（利息は償還）を選択可

【元利均等】毎月償還

【元利均等】毎月償還

①在学証明書　②在学案内書（授業料等が確認できる
もの）　③続柄の確認できる書類　④その他資料

①医師の診断書　②費用がわかる書類
③続柄の確認できる書類

①婚礼見積書　②正式の式場予約時の申込金領収書
③続柄の確認できる書類

①死亡診断書又は火葬許可証　②葬祭見積書
③続柄の確認できる書類

【共通】⇒登記簿謄本
新築・増改築⇒工事請負契約書又は見積書
住宅・宅地購入⇒売買契約書、手付金領収書
※抵当権設定は「不要」です。

普通貸付　＋　住宅（又は災害）貸付

普通貸付　＋　特別貸付

「②以外の組み合わせ」　＋　特別貸付

住宅（又は災害）貸付の限度額

住宅貸付の限度額

住宅（又は災害）貸付の限度額 ＋ 同じ事由による特別貸付1件

（注意）上記以外に共済組合が必要と判断した場合は、追加書類を求めることがあります。

①本組合及びその他の金融機関等の借入金の毎月償還額（新規借入分の償還予定額を含み、元金の償還を猶予されている貸付けは通常償還し
ているとみなした額）の合計額が給料月額（本俸）の30％を超える場合、年間償還額（毎月償還＋ボーナス償還等の全ての合計額）が算出年収
額（本俸の16ヵ月分で算出）の30％を超える場合は、新たな借入れをすることはできませんので十分注意してください。

②給料の一部において、支給が停止されている場合の償還能力審査の基準となる給料は、現に支給されている給料月額（減額後の本俸）が基準と
なります。　          
③次の事項に該当する場合、新たな借入れをすることができません。●給料の全額の支給が停止されているとき。●懲戒処分により給料の一部が
停止されているとき。●公的機関からの差押えの通知により給料の一部を控除されているとき。
④住宅貸付を借受けた場合（改築・修理は除く）は、3ヵ月以内に完了届の提出が義務付けられています。提出されない場合は、当該住宅貸付につ
いて即時償還命令の対象となり、以後の一切の貸付けは受けられません。
⑤住宅貸付を借受け現在も償還中の方は、全ての新規貸付申込みの際に当該対象物件に引き続き居住しているかの確認をします。なお、居住し
ていない場合は新規貸付をお断りし、当該貸付金の全額償還を求める場合があります。また、貸付申込審査において、本組合の貸付規則等に抵
触する状況が判明した場合も同様の処置を講ずる場合があります。

本組合の貸付金の原資は、公的年金（公的資金）である経過的長期預託金管理経理より充てられています。
貸付制度は、無理なく正しく利用くださいますようお願いします。

貸付金の申込添付書類と償還

2つ以上の貸付を併せて借りる場合の限度額

注意事項

入学貸付・修学貸付のご案内
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入学貸付・修学貸付のご案内入学貸付・修学貸付のご案内入学貸付・修学貸付のご案内
　お子様などの進学や修学に係る資金に貸付制度をご利用いただけます。（貸付条件を満たした方）
　入学時の費用支払い（入学金等）に充当できる『入学貸付』と修学時の費用支払い（授業料等）に充
当できる『修学貸付』の２種類があります。
　下記をご参照のうえ、ご不明な点がありましたら、所属所事務担当課までお問い合わせください。

組合員又はその被扶養者（被扶養者でない子を含む）が、高校・大学・短大・専門
学校に入学する際に必要な資金（入学時及び初年度の費用等）の貸付
年利2.66％（毎月償還額等はホームページ等をご参照ください。）
本俸（棒給月額）の6ヵ月分で最高200万円（高校は最高100万円）
随時貸付（共済組合に書類が到着後、概ね1週間程度で個人口座へ振込）
※支払済（支払期日経過を含む）の事後貸付は原則不可
給与天引償還（次の2つの方法から選択できます。通常償還→元金据置償還は変更不可）
①貸付月の翌月から通常償還（元金・利息）
②通常の修業年限内（在学期間）は利息のみの償還（元金据置）
　→修業年限終了後、通常の償還（元金・利息）となります。
〔例〕200万円の場合、①毎月18,999円×120回②毎月26,719円×60回とボーナス53,438円×10回

続柄の確認書類（扶養親族等の場合）、合格通知書の写し、入学案内書等（入学金
等の金額が確認できるもの）、経費の内訳書（その他必要に応じた書類）

【概　　要】

【利　　率】
【限  度  額】
【貸付時期】

【償還方法】

【添付書類】

組合員又はその被扶養者（被扶養者でない子を含む）が、高校・大学・短大・専門
学校に入学後の修学に必要な資金（授業料等）の貸付
年利2.66％（毎月償還額等はホームページ等をご参照ください。）
月額15万円で最高180万円（年額※）
※修学貸付は修業年度（4月～翌年3月）が単位です。（参考：下図参照）
《最短は3月貸付で4月貸付まで180万円、以後は月額15万円ずつ減額されていきます。》

月末貸付（申込月の翌月末の貸付で個人口座へ振込）年度内1回貸付
※支払済（支払期日経過を含む）の事後貸付は原則不可
給与天引償還（次の2つの方法から選択できます。通常償還→元金据置償還は変更不可）
①貸付月の翌月から通常償還（元金・利息）
②通常の修業年限内（在学期間）は利息のみの償還（元金据置）
〔例〕180万円の場合、毎月3,988円
　→修業年限終了後、通常の償還（元金・利息）となります。
〔例〕180万円の場合、①毎月14,117円×150回②毎月24,047円×60回とボーナス48,094円×10回

続柄の確認書類（扶養親族等の場合）、在学証明書の写し、在学案内書等（授業料
等が確認できるもの）、賃貸契約書等の写し（下宿家賃等が確認できるもの）、経
費の内訳書（その他必要に応じた書類）

【概　　要】

【利　　率】
【限  度  額】

【貸付時期】

【償還方法】

【添付書類】

入 学 貸 付

修 学 貸 付

毎月の最終
償還額は
異なります

毎月の最終
償還額は
異なります

貸付日 4月末日
180万円 165万円 150万円 135万円 120万円 105万円

90万円 75万円 60万円 45万円 30万円 180万円

5月末日 6月末日 7月末日 8月末日 9月末日

10月末日 11月末日 12月22日 1月末日 2月末日 3月末日
限度額
貸付日
限度額
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「ねんきん定期便」についてだんしん事業のご案内だんしん事業のご案内だんしん事業のご案内
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　平成27年10月1日に「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」
が施行され被用者年金制度は一元化されました。
　この被用者年金制度の一元化後は、現に加入している（または最後に加入していた）公的年金制度とその被
保険者種別に応じて、各実施機関から「ねんきん定期便」を送ることとなっています。
　この「ねんきん定期便」は、国民年金および厚生年金に加入している皆さまに、年金加入記録をご確認いただ
くとともに、年金制度に対するご理解を深めていただくことを目的として、年金加入期間や加入実績に応じた年
金額などに関する情報をお送りするものです。
　なお、「ねんきん定期便」は、毎年誕生月に送付されます。

＜公的年金制度と被保険者種別と送付する実施機関＞

公的年金制度と被保険者種別

国民年金の第1号被保険者および第3号被保険者
日本年金機構（厚生労働大臣から受託）

国家公務員共済組合連合会

地方職員共済組合（地方共済事務局・団体共済部）
公立学校共済組合
警察共済組合
東京都職員共済組合
全国市町村職員共済組合連合会
（指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合、
  都市職員共済組合）

厚生年金保険の一般厚生年金被保険者

厚生年金保険の国共済厚生年金被保険者
（国家公務員共済組合の組合員）

日本私立学校振興・共済事業団

50歳未満の者

①これまでの年金加入期間

②これまでの加入実績に応じた年金額

③老齢年金の種類と見込額
　（1年間の受取見込額）

⑤最近の国民年金（第1号・第3号）納付状況・
　厚生年金保険の月別状況

⑦これまでの厚生年金保険における標準
　報酬月額などの月別状況

④（参考）これまでの保険料納付額（累計額）

⑥これまでの年金加入履歴

⑧これまでの国民年金保険料の納付状況

50歳以上の者 35歳、45歳の者 59歳の者通 知 内 容

厚生年金保険の私学共済厚生年金被保険者
（私立学校教職員共済制度の加入者）

厚生年金保険の地共済厚生年金被保険者
（地方公務員共済組合の組合員）

「ねんきん定期便」を送付する実施機関

通知内容1
　通知内容は、年齢区分ごとに次のとおりです。（　　印が通知されます。）

「ねんきん定期便」について「ねんきん定期便」について「ねんきん定期便」についてだんしん事業のご案内
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「共済事業補完制度」
ご加入のみなさまへ

昨年10月から年金払い退職給付に係る基準利率
及び終身年金現価率並びに有期年金現価率の値が
変わりました！！ 基準利率や年金現価率の詳細は、地方公務員共済組合連合会の

ホームページに掲載されています。

お問い合わせについて3

送付方法2

＜「ねんきん定期便」イメージ＞
●50歳未満の者、50歳以上の者・・・圧着はがきを送付します。

　通知された内容についてお問い合わせがある場合は、次の相談窓口までお問い合わせください。
　お問い合わせ先・・・大阪府市町村職員共済組合　年金課
　　　　　　　　　  ☎06‐6941‐4803（土・日・祝日を除く9時から17時30分）

●35歳、45歳の者、59歳の者・・・封筒（角2）に通知とパンフレットを同封して送付します。

OPEN

昨年10月から年金払い退職給付に係る基準利率
及び終身年金現価率並びに有期年金現価率の値が
変わりました！！
http://www.chikyoren.or.jp/ 地方公務員共済組合連合会 検索 クリック
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「共済事業補完制度」「共済事業補完制度」「共済事業補完制度」
ご加入のみなさまへご加入のみなさまへご加入のみなさまへ

今年も平成29年1月1日をもちまして更新を迎えました！
寒さも続きますが風邪などひかれていませんか？

「ご加入内容のお知らせ」にて今一度ご自身で加入内容をご確認ください。

※「ふれあいセット傷害」「団体傷害保険」はパンフレット記載の事故連絡票にて各所属担当課経由でご請求ください。

お問い合わせ先

ご
請
求
方
法

（株）市町村共済サービス

給付事由の
発生

各所属担当課で
請求書、必要
書類を受領

請求書、必要
書類を所属
担当課へご提出

TEL：06（6947）5599（平日 9：00～17：30）
明治安田生命保険相互会社 近畿公法人部法人営業第一部 TEL：06（6208）5426

MYG-A-16-LF-672MY-A-16-LF-007556

1 2 3

請求事例 請求もれはありませんか？
こんなとき保険金・給付金の請求対象になります

制度内容等詳細についてはパンフレットをご一読ください

Ａさんのケース
ふれあいセット傷害１コースに加入

【事由】
料理中に火傷をしてしまい、３日通院した。

【支払保険金】
通院保険金日額 3,500円 × 3日 ＝10,500円
を給付

Cさんのケース
団体傷害保険Wコースに加入

【事由】
自転車を運転中に人をはねてケガをさせてしまった。

【支払保険金】
賠償責任保険金
最大5,000万円まで補償

Bさんのケース
入院保障プラン（基本型）5,000円コースに加入

【事由】
胃が痛かったので病院に行ったところ、胃潰瘍と
診断され継続して2日入院した。

【支払保険金】
入院給付金日額 5,000円 × 2日 ＝10,000円
を給付

Dさんのケース
重病克服プラン（一時金）200万円コースに加入

【事由】
体調不良が原因で病院に行ったところ、所定の
悪性新生物（がん）と診断確定された。

【支払保険金】
特定疾病保険金200万円を給付
※主契約のみ加入の場合
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高まるリスク 住民の賠償意識の高まりや、市町村の厳しい財政状況の中で、「住民訴訟」や
「民事訴訟」が提起されるリスクは高まっています。

経済的な負担 訴訟提起による「争訟費用（弁護士報酬等）」と敗訴した
場合の「損害賠償金」の負担が生じます。

実際に訴訟になった場合、勝訴したとしてもご自身の弁護士費用等の争訟費用の
負担を強いられるケースがあります。

精神的な負担 弁護士選定をはじめ、訴訟の準備に対する負担が
生じます。

公務遂行における
大きなリスク

お問い合わせ先
●取扱代理店

〒540-0029　大阪市中央区本町橋2番31号
　　　　　　　　　　　　　シティプラザ大阪内
TEL 06-6947-5599

株式会社 市町村共済サービス

（受付時間：平日の午前9時から午後5時30分まで）

●引受保険会社

〒550-0002　大阪市西区江戸堀1-11-4
TEL 06-6449-1050

損害保険ジャパン日本興亜株式会社
大阪金融公務部第一課

（受付時間：平日の午前9時から午後5時まで）

注目！！

重要重要
4月から
補償が
拡大します。

大阪府市町村職員賠償責任保険が解決します！！
《補償内容と保険料》 保険期間：平成29年4月1日午後4時～平成30年4月1日午後4時まで1年間

30型 3億円

1億円

5,000万円

3億円

1億円

5,000万円

500万円

500万円

500万円

10,320円

8,400円

5,400円

10型

5型

（SJNK16-11331　平成28年11月04日作成）

この案内は制度の概要を説明したものです。 詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜下記営業店までお問い合わせください。

（注）上記保険金額は、保険期間（1年間）を通算しての限度額となります。 自己負担額（免責金額）はありません。
※ただし、翌年度以降の保険料については、損害率に応じて保険料の再算定を実施させていただきます。

平成29年2月20日から手続きを開始します！！
【新規加入】専用の加入依頼書、口座振替依頼書に必要事項をご記入のうえ、各市町村の共済組合事務担当窓口までご提出ください。
【継続加入】加入内容に変更がない場合は加入依頼書の提出は不要です。加入依頼書の記載内容に間違いがないかご確認ください。

被保険者1名あたりの保険金額 年間保険料
保険期間：1年間
1名あたり

①損害賠償金 ②争訟費用 ①＋②
期間中限度額

初期対応費用
期間中限度額

ある日突然 どうしますか？られたら訴え

住民訴訟賠償

●短時間再任用職員の継続加入について範囲拡大をしました。
短時間の再任用職員は共済組合員でなくなるものの雇用が継続しているため、保険に
ご加入（継続）いただけるよう範囲を拡大しました。

●国家賠償法2条2項による自治体からの求償にも対応
公の営造物の設置・管理責任を対象にします。

民事訴訟賠償などのその他損害賠償請求

一連の損害賠償請求あたりのてん補限度額

『大阪府市町村職員賠償責任保険』『大阪府市町村職員賠償責任保険』『大阪府市町村職員賠償責任保険』
ー公務員賠償責任保険ー　事前募集案内ー公務員賠償責任保険ー　事前募集案内ー公務員賠償責任保険ー　事前募集案内
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重要

『大阪府市町村職員賠償責任保険』
ー公務員賠償責任保険ー　事前募集案内
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