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本誌はホームページにも掲載していますので、皆さまでご覧ください。
野木町煉瓦窯（野木町野木町煉瓦窯（野木町）



総務課庶務係　☎028-615-7804上記記事に関するお問い合わせは

現在の組合会議員は、令和4年11月30日をもって任期満了となることから選挙を行います。
なお、任期は令和4年12月1日から令和6年11月30日までとなります。

議員の定数は、市町村長である議員と市町村長以外の組合員である議員、それぞれ10人の計
20人です。市町村長以外の組合員である議員の選挙は、組合員100人ごとに1人互選される代議
員により行われます。
組合会議員は、組合会で定款の変更、事業計画及び予算、決算など組合の重要事項を審議・議

決します。

市町村長である議員 10人 10人市町村長以外の
組合員である議員

組合会議員の構成

令和 4年　11月4日選挙

選挙区  所属所 議員数  所属所 議員数 選挙会場

第
1
区

大田原市
矢板市
那須塩原市
さくら市
那須烏山市
塩谷町
高根沢町
那須町
那珂川町

3
人

大田原市、矢板市、那須塩原市、
さくら市、那須烏山市、塩谷町、
高根沢町、那須町、那珂川町、
那須地区広域行政事務組合、
南那須地区広域行政事務組合、
黒磯那須共同火葬場組合、
黒磯那須公設地方卸売市場事務組合、
塩谷広域行政組合、
那須地区消防組合

3
人

塩谷町
生涯学習センター

研修室

第
2
区

宇都宮市
鹿沼市
日光市
真岡市
上三川町
益子町
茂木町
市貝町
芳賀町

4
人

宇都宮市、鹿沼市、日光市、
真岡市、上三川町、益子町、
茂木町、市貝町、芳賀町、
芳賀郡中部環境衛生事務組合、
芳賀地区広域行政事務組合、
芳賀中部上水道企業団、
宇都宮西中核工業団地事務組合、
栃木県市町村総合事務組合、
栃木県後期高齢者医療広域連合、
栃木県市町村職員共済組合

4
人

宇都宮市役所
14大会議室

第
3
区

足利市
栃木市
佐野市
小山市
下野市
壬生町
野木町

3
人

足利市、栃木市、佐野市、小山市、
下野市、壬生町、野木町、
石橋地区消防組合、
小山広域保健衛生組合、
佐野地区衛生施設組合、
地方独立行政法人新小山市民病院

3
人

栃木市役所
正庁

～任期満了に伴う組合会議員選挙を行います～
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定時決定の対象者

定時決定のイメージ

保険者算定（定時決定の特例）

標準報酬の月額は掛金・負担金のほか、年金や育児休業手当金、傷病手当金などの標準報酬の月額は掛金・負担金のほか、年金や育児休業手当金、傷病手当金などの
給付の算定にも用いられます。給付の算定にも用いられます。

保健課　☎028-615-7816上記記事に関するお問い合わせは

標準報酬

報酬月額
等級

月額短期給付
長期給付

厚生年金
保険給付

退職等
年金給付

… … … … …

18 19 18 300,000 円 290,000 円～
310,000 円

19 20 19 320,000 円 310,000 円～
330,000 円

… … … … …

標準報酬等級表に当てはめる

標準報酬月額
短期給付
　退職等年金給付
　第18級

300,000円
厚生年金保険給付
　第19級　

300,000円

定時決定

4 月の報酬 5月の報酬 6月の報酬

報酬月額
303,333 円

（円位未満の端数切捨て）

各種手当
30,000 円

給料月額
260,000 円

各種手当
60,000 円

給料月額
260,000 円

各種手当
40,000 円

給料月額
260,000 円 ÷3=

時間外勤務手当、通勤手当、
扶養手当など

標準報酬の定時決定は、実際に受けている給料及び手当（以下「報酬」といいます。）と現在の標
準報酬の月額との間に大きな差が生じないように、4月から6月までの3か月間に受けた報酬の平
均を基に、その年の9月以降の標準報酬の月額の見直しを行うものです。
定時決定により決定された標準報酬の月額は、随時改定等に該当しない限り、原則として翌年
の8月31日まで適用となります。

7月1日に組合員である方が対象となります。ただし、次の方は対象外となります。　
● 6月1日から7月1日までの間に資格を取得した方。
● 7月から9月までのいずれかの月に随時改定等が行われた方。

定時決定は、原則として4月から6月までの3か月に受けた報酬の平均を基に標準報酬の月額を
決定しますが、次に該当する場合は、特例として過去1年間（前年7月から当年6月まで）の報酬
の平均により標準報酬の月額を決定することができます。保険者算定を希望される方は、所属所
の共済事務担当課にお申し出ください。
●4月から6月までの報酬の平均を基に算出した標準報酬の月額が、過去1年の平均により算出し
た標準報酬の月額と比べ2等級以上の差がある場合。
●繁忙期（閑散期）のため、4月から6月までの報酬が増加する（減少する）などの状態が業務の性
質上、例年発生すると見込まれる場合。なお、今年は多忙だったが来年は分からない、という
場合は該当しません。
●4月から6月までの間に産前産後休暇を取得し、4月から6月までの報酬の平均を基に算出した標
準報酬の月額が、産前産後休業を開始した日の属する月以前の過去1年の平均により算出した
標準報酬の等級を2等級以上下回る場合。

標準報酬の定時決定を行います
毎年

９月
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https://www.tochigi-kyosai.jp/news/kikanichiran.html


通知対象者

送付時期

ジェネリック医薬品を利用することで、窓口での自己負担が抑えられるだけでなく、医療
費の節減にもなるため、組合員が納める掛金の増加を抑えることにも繋がります。

ジェネリック医薬品差額通知では、調剤薬局等で処方される新薬をジェネリック医薬品に
切り替えた場合の差額をお知らせしています。ぜひ、この機会にジェネリック医薬品へ切り
替えの検討をお願いします。

比較的ジェネリック医薬品に切り替えやすく、切り替えた場合に
1 か月の自己負担額が300円以上減額になると見込まれる組合員及び被扶養者の方。

令和4年10月下旬　通知対象者のご自宅に送付します。

ジェネリック医薬品ジェネリック医薬品

特許期間が終了した新薬と同じ有効成
分・効用でつくられる後発薬です。

製品によっては、新薬と比べ大きさや味が工夫されています。

開発費用が少ないため、新薬の約2割～7割程度の価格で販売されています。

法律により、新薬と同じ品質を保つこ
とが義務付けられています。

ジェネリック

医薬品希望

保険証にジェネリック医薬品
希望シールを貼ることで、

意思表示することができます。
ジェネリック医薬品差額通知に

同封していますので、
ご活用ください。

ジェネリック医薬品ってなに？

ジェネリック医薬品差額通知で医療費を確認しよう　

医療費負担を軽減する

ジェネリック
医薬品希望

保健課　☎028-615-7816上記記事に関するお問い合わせは

4
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ひまわり畑

野野野野
のぎまちのぎまちぎまちのぎまちぎまちこうりゅこうりゅこうりゅこうりゅゅゅこうりゅうせんたうせんたうせううせう ーー
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のぎほふのぎほふほふのぎほふのぎほふふまんかんまんかんままま

木木木ホホホホホホフフフフフフマママママンンン館館館）野野
のぎまちちれんがれんがががまま

木木木町町煉煉煉煉煉瓦瓦瓦瓦瓦窯窯窯

野木町のいいところ満載

晩酌にピッタリ！

明治の息吹にふれる
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店、店、店、店、店、地元地元地元地元食材食材食材食材材材を味を味を味を味味を味味わわえわえわわえわ るカるるカるるカフェフェフェがあがあがあり、り、り、り
煉瓦煉瓦煉瓦煉瓦造り造り造り造りの石の石の石の石窯で窯で窯で窯で焼く焼く焼く焼 ピザピザピザピザザ焼き焼き焼き体験体験体験験などどなどな
体験体験体験験体験メニメニメニニニューューューューも豊も豊も豊も豊富で富で富です。す。す。レンレンレンタサタサタサイクイクイイクク
ルをルをルをルを使っ使っ使っ使って近て近て近て近隣の隣の隣の隣のの｢渡｢渡｢渡良瀬良瀬良瀬遊水遊水遊水地｣地｣地｣や社やや社や社や
寺を寺を寺を寺を訪れ訪れ訪れ訪れれるのるるのるのる もおもおも すすすすすすめ。め。め 楽し楽し楽しい観い観観い観観観光の光の光ののの
拠点拠点拠点拠点点となとなとなってってていまいまいます。す。すす

明治明治明治明 23232 年に年年にににに造ら造ら造ら造ら造 れたれたれた「ホ「ホ「ホホフマフマフマン式ン式ン式ン 」と」と」と呼呼呼呼
ばればればれる赤る赤る赤煉煉瓦煉瓦煉瓦煉 焼成焼成焼成用の用の用の円形円形円形形輪窯輪窯輪窯窯。昭。昭。昭。昭。昭和和和和和
4646466年ま年ま年ま年までのででののの約8約8約880年0年0年間、間、間、ひとひとひと月約月約月約40404040万個万個万個万個万個万個個
ものものももの赤煉赤煉煉赤煉赤煉瓦瓦を瓦を瓦を焼き焼き焼き焼 上げ上げ上げ、近、近、近代日代日代日本本の本の本の本本 煉煉煉煉煉
瓦建瓦建瓦建建建築を築を築を築を築を支え支え支え支えましましました。た。た。国内国内国内に残に残に残残残残る4る4る4基の基の基の基の
ホフホフフホフフマンマンマンマンマン窯窯の窯の窯のうちうちうち、唯、唯、唯唯一原一原一原一原型を型を型ををを型 とどととどとどとどめてめてめてめて
保存保存保存保存存保 されされされされされていていてていている貴る貴る貴る貴重な重な重な重 産業産業産業産業遺産遺遺産遺産遺遺 であでであであであり、り、り、りりり
国の国国の国ののの国 重要重要重要重要重要文文化文化文化化財に財に財に財に財にも指も指も指も指定さ定さ定さ定されてれてれてれていまいまいまててていまいまいまいままます。す。す。す。す

野木町
栃木県の南の玄関口に位置する野木
町。なだらかで肥沃な大地と温暖な
気候をいかして米や麦、果樹などの
栽培が盛んに行われています。季節
の花々に包まれる社寺や、国の重要
文化財に指定されている産業遺産な
ど見どころも豊富です。

日
に ほ ん し ゅ「 の ぎ き ら り 」

本酒「野木きらり」

9:9:9:00～00～00～00～ 18:18:18181 0000（0（0（0 煉瓦窯煉瓦窯煉瓦窯瓦窯瓦窯瓦窯見見学は見見学はは17:17:77 00ま00ま00ま000 でで）で）で） （祝日（祝日祝日祝日の場合の場合の場合場合は開館は開は開館開館、翌平、翌平、翌平日が休日が休日 休館）館）館館月曜月曜月曜月曜（祝（（祝
020280-80-80--80 33-33-33-33 6666666666677（野7（野7（野7 野木木野野野木町交木町交町交木町交町交交交交流セン流セ流センセン流センター）ター）ター）タタ 　 野木野木野木野木町野木町野木町野木町 3323323323323324-14-14-10　00下都賀下都賀下都賀都賀下都下都 郡野郡野郡野郡野
高校校生以上以上以上以上生以 100100010 円円円円円 約3約3約330分0分0分分東北自東東北自東 動車道動車道車道車車道車道車道車道車道車道道道道「佐野「佐野「佐野佐野「佐野野野藤岡藤岡I藤岡藤岡藤藤岡IIC」かC」かC」かC」か」 ら約ら約ら約ら
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野野野野
のぎじんのぎじんのぎじんじゃじゃじゃ

木木木木木神神神社社社

熊熊熊熊
くまのじくまのじくまのじんじんじゃじゃんじゃ

野野野野神神神神神社社社社

のののののの
のぎみずのぎみずのぎみずぎみずずべのがっべのがっべのがっべのがっべのがっの っこうここうこうこうこ

ぎぎぎぎ水水水水辺辺辺辺辺のののの楽楽楽楽校校校校校校校

赤赤赤赤
あかつかあかつかつかかつつ ふれあいふれあいれあいふれあれれれれれ こうえんこうえんこうえんえこう

塚塚塚塚ふふふれれれれあああいいい公公公園園園

大イチョウが美しい由緒ある神社

歴史ある荘厳な神社

水辺のボードウォークが楽しい！

家族みんなでのんびりと

仁徳仁徳仁徳仁徳仁徳天皇天皇天皇天皇の時の時の時の 代に代に代に建立建立建立されされされた、た、た、た 1616661 000000000年年余年年 り66000000年年余り
の歴の歴の歴歴歴史を史を史を有す有す有す有する神る神る神る 社。社。社。平安平安平安時代時代時代、坂、坂、坂坂坂上田上田上田上田上上 村
麻呂麻呂麻呂麻呂が蝦がが蝦が蝦が 夷征夷征夷征討に討討に討に成功成功成功し、し、し、そのそのその祈願祈祈願願成成就成就就成成 の
お礼お礼お礼お礼礼としととしととして社て社て社て社殿を殿を殿をを殿を新築新築新築新 したしたしたと伝と伝と伝えらえらえらえ れてれてれてていいいま
す。す。す。そのそのそのそのそ 際に際に際に際に植樹植樹植樹されされされれされさ たとたとたとたた いういういう樹齢樹齢樹齢齢12121200000000 年年年の
大イ大イ大イチョチョョチョョウはウはウはウは、県、県、県県の名の名の名の名木百木百百木百木 選に選に選に選にも選も選も選ばればればれれてててお
り、り、り、厳か厳かか厳かな境な境な境な境内を内を内を内を今も今も今も今も変わ変わ変わらずらずらずずず美美美し美し美ししくく彩く彩く彩りりりまり
す。す。す。

野木野木野木町野町野町野野野渡の渡の渡の渡の鎮守鎮守鎮守鎮守で、で、約1約1約 20200年0年年前、前、前前、紀州紀州紀州紀 ・熊熊熊野神野神野神野
社の社の社の社社 御分御分分御分御 霊を霊を霊をこのこのこの地に地に地に地 祀っ祀っ祀 たのたののが起が起起起源と源と源とされされさされていていまままま
すす。す。す。参道参道参道道脇の脇の脇の脇のの道に道道に道には境は境は境内に内に内に沿っ沿っ沿 て煉て煉瓦壁壁瓦壁壁があがあがあがあり、、り、かかかかか
つてつてててレンレンレンガ道ガ道ガ道と呼と呼と呼呼と ばればればればれたこたこたここたこの道の道の道のの道を馬を馬を 車が車が車ががが通り通りり通 煉瓦煉瓦煉瓦煉瓦煉 を運を運を運運運
んだん ののだのだのだだとかとかとかとか。春。春。春。 の例の例の例の例祭で祭で祭で祭 は、は、は、魔除魔除除魔 けやけやけやや豊作豊作豊作豊作を祈を祈を祈を祈祈を る「るるる「る「る「さささささ
さらさら獅子子子子獅 舞」舞」舞」舞舞 が子が子が子どもどもどもどもたちたちたちによによによってってって奉納奉納奉納奉 されされさされますますますす。。

豊か豊か豊か豊か豊かな湿な湿な湿湿な湿地環地環地環地環地 境に境に境に境にに生き生き生き生き生きる植る植る植る植物や物や物やや物やや物や物や物や物やや物や物や生物生物生物生物物生 と間と間と間間間間間
近に近に近に近に近 触れ触れ触触れ触 合え合え合え合え合 る貴る貴る貴る貴貴重な重な重な重な自然自然自然自然体験体験体験体験体験験スポスポポポポスス 。ススポポポポポッッットットッ 。。
ラムラムラムラムムサーサーササール条ル条ル条ル条約湿約湿約湿約湿湿地に地に地に地にに登録登録登録登録されされされされていていてて るるる「る「「る「る 渡渡渡渡渡「「「「渡渡渡渡渡
良瀬良瀬良瀬良瀬遊水遊水遊水遊水遊水地」地」地」地地 に隣に隣に隣に隣接し接し接し接し接 た稲た稲た稲た稲荷谷荷谷荷谷荷谷谷や清や清や清清清や清水水水谷水谷水谷水谷谷
に、に、に、に、に 遊歩遊歩遊歩遊歩歩道や道やや道や道や湿地湿地湿地湿地湿 の中の中の中の中を通を通を通を通る木る木る木る木木道が道が道が道が道が整備整備整備備整備整備整備備
されされされれていていていていていますますますますます。9。9。9。99月に月に月月に月 は「は「は「は「ワタワタワタワタタラセラセラセラセラ ツリツリツリツリフネフネフネフネフネフフネ
ソウソウソウソウ」が」が」がが赤紫赤紫赤紫赤紫色の色の色の色の花を花を花を花花 咲か咲か咲か咲かかせ、せ、せ、せ 訪れ訪れ訪れ訪れる人る人る人人人人
の目の目の目の目を楽を楽を楽を楽しまししませてせてせてくれくれくれますますます。。

木々木々木々に囲に囲に囲まれまれまれま た緑た緑た緑た 豊か豊か豊かな公な公公園。園。園。春の春の春の春の春の春の春春 桜や桜や桜や桜や桜や桜やや桜 秋の秋の秋秋
紅葉紅葉紅葉、野、野、野鳥た鳥た鳥たちなちなちなななど四ど四ど四四どど 季折季折季折折々の々の々の自然自然然自然然然然然と触と触と触と触と触と触と触とと触触れ合れ合れ合れ合れれれ合れ合合
え、え、え、芝生芝生芝生生広場広場広場広 でのでのでのでで んびんびんびびりとりとりとり 過ご過ご過ごごしたしたたしたり、り、り、り 池の池の池の池池の池池の
周周り周り周り周 を散を散を散を散を 策し策し策しし策 たりたたりりりりと、と、と、と 世代世代世代代を問を問を問を わずわずわわず多く多く多く多多 の人の人の人の人のの人人
に親に親に親に親親しましましままれてれてれてているいるいるるスポスポスポポス ッットットトですですです。多。多。多多彩な彩な彩な彩 複合複合複合合複合複合複合合
遊具遊具遊具遊具遊 は子は子は子は子は どもどもどもたちたちたちちちに大に大大に大大人気人気人気。近。近近隣の隣の隣の町営町営町営入入入入浴入浴入浴入
施設施設施設施設設「ゆ「ゆ「ゆゆーらーららーー んどんどんど」も」も」もおすおすおすすすめすめすめですですです。。。

散策策自由自由 無休無休無休休休
0280-57-4174176（野6（野野6（野野野木町教木町教木町教木木町教育委員育委員育委員育委員員会事会事会事務会事務事 局生涯生涯局生涯学習課学習課学学習課生涯学生涯学生涯学習係）習係）習係）　
下都賀郡野木町野渡渡渡地内地内地内
無料無料　無料 東北自動車「佐野藤岡IC」から約30分東北自動車「佐野藤岡IC」から約30分東北自動車「佐野藤岡IC」から約30分

散散散策散策散策自由自由自由 無休無休無休　　 02802802 0-50-50-55-05-0020820820 　 下都賀下都賀賀賀賀下都賀郡野木郡野木郡野木郡野木町野町野木町野町野木野木240242402404　44 無料無料無無料無 　
東北東東北東北自北自東北自動車道動車道動車道「佐野「佐野「佐野藤岡I藤岡I藤岡IC」かC」かC」から約3ら約3約30分0分0

散策散策散策自由自由自由 無休無無休無休無 　 0280280280280282 0-500-50-5-50 7-47-47-47-410110110110101
(野木(野木(野木野 町政策町政策町政策町政策課政策課政策課政策政策推進係推進係推進係係係)))) 野木野木野木野木町野木町野木町野木町野木木地内地内地内地内地
無料　無料　無料　 東北東北東北東 自動車自動車動車自動 道「佐道「佐「佐「佐「佐佐佐野藤野藤岡野藤岡野藤岡岡野藤 IC」IC」IC」IC」から約から約から約ら約から約30分30分30分3030分0

散策策策策自由自由自由自 無休無休無休無休　 020202280-80-80 57-57-415415555（野5（野5（野木町都木町都木町都市市市整備市整備整備整備整備整備整備整備備備課）課）課）課課）
 野木町南赤南赤南赤南赤塚15塚15塚1514-14-4 14141414 無無料無料　 JRJRJR宇都宮宇都宮宇都宮都宮宮宇都宮線「線「線「線「野「野「野「野木」か木」か木」か」 ら徒歩ら徒歩ら徒歩徒徒徒ら徒歩徒歩徒徒徒 約35約35約35約335約35分分分分分分

産
さんぎょさんぎょさんぎょさんぎょさんぎょさんぎょさんぎょさんぎょさんんぎんぎさんぎょささんさんぎょさんぎょささんぎょさささささささんぎささんんさ うさいうさいうさいううさいうさいうさいうさいうさいさいうさいうさいうさいうさいうさいううう

業祭

11月6日（日）

野木野木野木野木野木野木野木野木野木野野木野木野野木野野木野野木野木野野木町の町の町の町の町の町の町の町の町の町町の町の町の町ののの産業産業産業産業産業産業産業産業産業産業産業産業産業産産 を一を一を一を一を一を一を一をを一を一を一を一一一一を 堂に堂に堂に堂に堂堂に堂に堂に堂に堂に堂に堂に堂に堂に堂にに堂ににににに堂 集め集め集め集め集め集め集め集集め集め集め集集集集 て毎て毎て毎て毎て毎て毎て毎て毎て毎て毎て毎毎毎て毎て毎て毎毎毎て 年年年年年年年年年年年年年
1111111111111111111111111111月に月に月に月に月に月月に月に月に月に月に月に月にに月月に開催開催開催開催開催開催開催開催開催開催開催開催開催開催開催催されされされされされされされされされれされされされされされれれれされる恒る恒る恒る恒る恒る恒る恒る恒る恒る恒るる恒るる恒例イ例イ例イ例イ例イ例イ例イ例イ例イ例イ例イ例イ例例イ例例例 ベンベンベンベンベンベンベンベンベンベンベンベベベベベベベベ ト。ト。ト。ト。ト。ト。ト。ト。トト。ト。ト。ト。。
農産農産農産農産農産農産農産農産農産農産農産農産農産農産農産農農産農産産産物や物や物や物や物物や物や物や物や物や物や物や物や物や物やや物物物 工業工業工業工業工業工業工業工業工業工業工業業工業工工業工 製品製品製品製品製品製品製品製品製品製品製品製品製品製品品製品品製品品品品品、郷、郷、郷、郷、郷、郷、郷郷郷、郷、郷、郷郷、郷、、郷郷、 土の土の土の土の土の土の土の土の土の土の土の土の土の土の手作手作手作手作手作手作手作手作手作手作作手作手作手作手手手手手作作作手作手手手作作作作りりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり
食品食品食品食品食品食品食品食品食品食品食食品食品食品食品品品食品の即の即の即の即の即の即の即の即の即の即の即の即の即の即の即のの 売会売会売会売会売会売会売会売会売会売会売会売会売会会会売会売売会売会売会売売売売会売会売会会会会会会売会会会会会会会会会会会や苗や苗や苗や苗や苗や苗や苗や苗や苗や苗や苗や苗や苗や苗や苗や苗やや苗や苗苗木の木の木の木の木の木の木の木の木の木の木の木の木のの木の木 無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料料配布配布配布配布配布配布配布配布配布配布配布配布配布配布配布配布配 なななななななななななな
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解約金は、10月28日、11月29日に送金します。
個人で臨時積立をする場合は、預入限度額の超過の確認が必要となるため、毎月18日までに当組合へ着金
となるよう振込み、19日以降は振り込まないようお願いします。
所属所における提出期限は、共済事務担当課へお問い合わせください。
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「貯金払戻（解約）
　請求書」
　共済提出期限

払戻送金日

各申込書
共済提出期限

臨時積立振込期限

11月10月

総務課福祉係　☎028-615-7805上記記事に関するお問い合わせは

10月
上旬 預入限度額のお知らせを配付します
利息繰入後の残高が預入限度額3,500万円を超えた貯金者は、10月17日（10月2回目の「貯金払戻（解約）

請求書」の当組合提出期限）に払戻しをお願いします。
預入限度額を超えていない方も、限度額を超える前に払戻しまたは積立中断等の手続きをお願いします。

預入限度額3,500万円の98％に達した貯金者へ

貯金現在残高通知書を配付します10月
中旬 

共済積立貯金は、9月末日及び3月末日に決算を行い、半年分の利息を元金に組入れます。貯金現在残高
通知書は、再発行しませんので大切に保管してください。

令和4年4月から
9月までの積立・
払戻の明細を記載
しています。

貯金払戻（解約）・臨時積立等スケジュール
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見込証明での被扶養者認定につついて
　雇用形態の変更や転職等により、その後の収入が基準額未満であると見込まれる場合は、就労先から3か
月分の給与の見込みが基準額未満であることの証明を受けることで扶養認定することができます。
　ただし、後日、証明を受けた3か月分の給与明細書の提出が必要です。
　なお、基準額以上であることが判明した場合は、さかのぼって扶養認定を取消すことになりますのでご注
意ください。

育児休業手当金及び介護休業手当金の算定基礎となる給付日額に設けられ
ている給付上限相当額が変更されました。

基準利率や終身年金現価率及び有期年金現価率については、地方公務員共済組合連合会ホームページ「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）」からご覧いただけます。

令和 4年 10月からの

基準利率
―退職等年金給付―

検 索地方公務員共済組合連合会

給付上限相当額

変更日 令和4年8月1日から
給付名 給付割合 給付上限相当額

育児休業手当金
67/100（休業期間が 180日まで） 13,878 円（7月まで 13,722 円）
50/100（休業期間が 181日以降） 10,356 円（7月まで 10,240 円）

介護休業手当金 67/100 15,266 円（7月まで 15,102 円）

保健課　☎028-615-7816上記記事に関するお問い合わせは

年金課　☎028-615-7817上記記事に関するお問い合わせは

育児・介護休業手当金育児・介護休業手当金のの
給付上限相当額変更給付上限相当額変更のお知らせのお知らせ

令和4年10月～令和5年9月 0.020.02 ％（年利）
　基準利率は、前年度の国債の利回り等を基準に毎年10月に改定されますが、本年10月より0.00％か
ら0.02％に引き上げられます。
なお、基準利率を算定基礎とする終身年金現価率及び有期年金現価率も変更となります。
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https://www.tochigi-kyosai.jp/news/saiyou.html
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茨城県市町村職員共済組合の
宿泊施設のご紹介
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https://www.tochigi-kyosai.jp/doc/04001.html

