






任期満了に伴う

組合会議員選挙を行います
任期満了に伴う

組合会議員選挙を行います

令和4年
12月1日から2年間 

選挙日選挙日

新組合会議員の任期新組合会議員の任期

令和4年11月7日（月） 
　共済組合の重要事項を審議、議決する組合会は、市町村長から選出
される議員（市町村長側議員）10人と市町村長以外の組合員から選出
される議員（職員側議員）10人の計20人の議員により構成されています。
　この組合会議員の任期は2年間で、現組合会議員は本年11月30日を
もって任期が満了することに伴い、新しい組合会議員の選挙を11月7日に
執行します。共済組合の事業運営を担っていただく組合会議員を選出する
大切な選挙となりますので、円滑な選挙の実施と組合員の皆様のご協力を
お願いいたします。

市町村職員共済組合

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、定款・運営規則の変更、
事業計画および予算、決算などの
重要事項を審議、議決する。

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
補佐して業務を執行する。

監事は共済組合の業務および
財産の状況について監査する。

選挙の方法

◉市町村長以外の組合員が選挙する議員（職員側議員）選挙 （10人）

◉市町村長が選挙する議員（市町村長側議員）選挙 （10人）

選挙は原則として投票により行いますが、市町村長および代議員の過半数の者に異議がない
ときは指名推薦の方法によることができます。

各選挙区の市町村および一部事務組合ごとに50人に１人（50人に満たないときは１人）の割合で代議員を選出し、
その代議員の互選によって選出されます。

各選挙区の市町村長の互選によって行われます。

●市町村長側議員…１０人
●職 員 側 議 員…１０人

● 市町村長側議員…４人
　（うち 、理事長１人 ）
● 職 員 側 議 員…４人

● 市町村長側議員…１人
● 職 員 側 議 員…１人
● 学 識 経 験 者…１人
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石川県市町村職員共済組合の機関

組合会議員選挙



　新議員（20人）の中から、本年１２月に開催予定の組合会で選挙を行い選出されます。

◉市町村長側議員 

加賀市、小松市、白山市、能美市、川北町 

選 挙 区

金沢市、かほく市、野々市市、津幡町、内 町 

羽咋市、七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、宝達志水町、中能登町、 
穴水町、能登町 

議員数  

3人

3人

4人

10人

第1区

第2区

第3区

計

◉職員側議員

選挙区 議員数  

3人

3人

4人

10人

第1区

第2区

第3区

計

羽咋市、七尾市、輪島市、珠洲市、
志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町、
羽咋郡市広域圏事務組合、輪島市穴水町環境衛生施設組合、
奥能登広域圏事務組合、奥能登クリーン組合、
石川北部アール・ディ・エフ広域処理組合

金沢市、かほく市、野々市市、
津幡町、内 町、河北郡市広域事務組合、
石川県市町村職員共済組合、
石川県市町村職員退職手当組合、
石川県後期高齢者医療広域連合

加賀市、小松市、白山市、能美市、
川北町、手取川流域環境衛生事業組合、
手取郷広域事務組合、白山石川医療企業団、
南加賀広域圏事務組合、白山野々市広域事務組合、
能美介護認定事務組合
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役員（理事長・理事・監事）の選挙

選挙区および議員の数



　「時間がない」「面倒」「自分は健康」などの理由で、特定健診や特定保健指導を受けるのをやめていませんか？
　生活習慣病は自分でも気づかないうちに症状が進行し、気づいたときには病状が悪化して

取り返しのつかなくなることもあります。また、悪化すれば治療が長引き、医療費も膨大になります。
　特定健診は自分で現在の状態を確認し、生活習慣病を防ぐことを目的としておりますので必ず受けましょう。

　生活習慣病とは、悪しき生活習慣（偏った食事、運動不足、喫煙、過
度の飲酒、過度のストレスなど）がもたらす現代病です。生活習慣病に
は、高血圧症、脂質異常症、糖尿病などがありますが、これらは自
覚症状がほとんどないため、気づかないうちに進行し、脳や心臓、血管
などにダメージを与えていきます。その結果、狭心症や心筋梗塞、脳卒
中など命に関わる恐ろしい病気を引き起こします。

　いうまでもなく心筋梗塞・脳梗塞などが起こってからで
は手遅れです。体への負担はもちろん、医療費が必要と
なるばかりでなく、ひいてはみなさまに負担していただ
いている保険料にも影響を及ぼします。
　高血圧、脂質異常、高血糖などのリスクが高い方は、
特定保健指導を受けて悪しき生活習慣を見直し、これらの
恐ろしい病気の予防に努めることが重要です。

　特定健診の結果、生活習慣病のリスクが高い方で
生活習慣を改善することにより予防が期待できる方に
は、特定保健指導が行われます。
　１人で目標を立てて行動に移すことは難しいかもしれ
ませんが、医師や保健師、管理栄養士などによるアド
バイスを受けて一緒に
取り組むことができます。
　なお、特定保健指導に
係る費用は全額共済組
合が負担します。

　特定健診・特定保健指導につきましては、組合員本
人だけではなく、その被扶養者も対象となっています。
特定健診で毎年1回の健康チェックを行い、生活習
慣病のリスクがある方は特定保健指導を受けていた
だき、ご家族で楽しい生活をお過ごしください。

健診結果などを送付いただくことで特定健診を受けた
ことになります。共済組合への提出をお願いします。

●心筋梗塞…約350万円（入院1ヵ月程度）
●脳梗塞……約270万円（入院3ヵ月程度）
●人工透析…約450万円（年間）

健康チェックを欠かさず、特定健診から健康づくりを始めましょう 

例えば…

不健康な生活習慣 このまま放置すると…
命に関わる病気に！

こんなにかかる！ 年 間 医 療 費 

生活習慣病
ご存知ですか

？

被扶養者で
パート先などで健康診断を受けた方

偏った食生活
運動不足、ストレス過多

喫煙・飲酒 など

脳卒中（脳梗塞、脳出血、くも膜下出血 など）
心臓病（心筋梗塞、狭心症、心不全 など）
糖尿病の合併症（網膜症、腎症、神経障害）

少しだけ
血圧が高い

少しだけ
コレステロール
値が高い

少しだけ
血糖値が高い

※金額や期間はあくまで目安です。医療費には健康保険の給付も含まれます。

うん うん

特定保健指導とは…
組合員だけでなく…

40歳から74歳
までの
みなさんへ

令和4年度
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教えて！共済さんさん 19

転んで捻っちゃって…。
組合員証を 
持ってなかったから 
全額自己負担
だったよ～ 

ご安心ください！

 

…
 

組合員証を持たずに病院にかかったとき 
（保険証） 

医療費を立て替えたとき 

組合員証・組合員被扶養者証の紛失・盗難に遭ったとき 

旅先で急病になったときなど、組合員証等を提出せずに医療機関で治療を受けた場合、
立て替えた保険診療分の金額については、共済組合に申請して払戻しを受けられる。 

組合員証・組合員被扶養者証を紛失したときや盗難に遭ったときは、すみやかに勤務先の
共済事務担当課にて再交付申請を行ってください。

破損や経年劣化によって記載内容が不鮮明となっている場合は、医療機関を受診する際に
支障が生じるおそれがありますので、破損・汚損がある組合員証等を添付のうえ、再交付申請
を行ってください。

療養費（被扶養者の場合は「家族療養費」） 

書類のダウンロードは
共済組合ホームページ
《各種手続き》から
できます。

!

組合員証等再交付（返納不能）申請書提出書類
共済組合いしかわ

「療養費」を含め、短期給付の請求時効は2年です。お早めに手続きを行うよう、ご注意ください。

テニス大会
どうだった？…って
あれ！そのケガ
どうしたの！？

へぇ～！ 
後から 

戻ってくるんだね!

これなら、
また組合員証を忘れても

問題ないね！？ 

療養費の給付は

緊急のときだけ。

 組合員証は忘れずに 

持って行かないと

ダメですよー！ 

4
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よかった！ 
どうやって請求すれば

いいの？ 

療養費を申請する際は 

「療養費・家族療養費請求書」に「領収書（原本）」と 

「診療報酬明細書（レセプト）※」を付けて、

共済組合にご提出ください！ 

ちなみに共済組合では、

保険証のことを 「組合員証」

「組合員被扶養者証」といいます。 

※医療機関を受診した月から早くて  
　3ヵ月後となります。

5

組合員証を忘れて医療費を

全額自己負担した場合は 

共済組合に請求すれば、

立て替えた分（7～8割）が 

「療養費」として払い戻されます。 

さっそく申請しよっと！ 

※医療機関の窓口で依頼すれば、
無料で発行できます。
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　本来は専門的な病気の検査や治療を担当するはずの大病院に、軽微な病気の患者が
あふれ、医師はその治療や対応に忙殺されて、医療ミスのリスクが高まっています。
　こうした状況を改善するために、国では数年前から、大学病院などに紹介状なしで初診
でかかった場合、患者から5,000円以上の定額負担を徴収することを義務づけました。
10月からは、金額が7,000円以上に引き上げられ、対象となる病院も拡大されます。 

誰もが「かかりつけ医」をもち、まずはかかりつけ医に診てもらい、
必要に応じて「紹介状」をもらって大病院へ…という流れが患者にもメリットが多い受診の仕方です。

大学病院などの特定機能病院と、一般病
床が200床以上の地域医療支援病院
（かかりつけ医を支援するなど、地域医療を
支える能力と設備構造をもつ病院のこと）。

特定機能病院と一般病床200床以上
の地域医療支援病院に加え、一般病床
200床以上の「紹介受診重点医療機関」
も対象になる。これは、ほかの医療機関
から紹介される患者の治療を主に担う
医療機関を指す。 

“ 紹介状なし の大病院受診”は
自己負担が大幅アップ 

医科 

歯科

5,000円以上 

3,000円以上

現在は

医科 

歯科

7,000円以上 

5,000円以上

10月からは

現在は 10月からは

金額の拡大

金額も対象病院も拡大される

10月から 紹介状なしの大病院受診の料金上乗せ 

1

2対象病院の拡大

初診
の場合

医科 

歯科

2,500円以上 

1,500円以上

現在は

医科 

歯科

3,000円以上 

1,900円以上

10月からは
再診
の場合

10月から

2,000円 
以上アップ

10月から

400円 
以上アップ

紹介状なしで、
直接●▲大学病院に行くと
医療費が高くなるんだ！！

状
介
紹
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男性も
育児休業をとりやすく

なるね!
出産・子育て出産・子育てに関するに関する

法改正等のポイント法改正等のポイント

1 育児休業の取得回数が緩和されます

4月～6月の3月間の
報酬の平均額をベース

産前産後休業以前の12月間の
標準報酬月額の平均額をベース

4月 5月 6月

3月 4月 1月 2月

⇒ 25等級

⇒ 27等級

育休期間 ： 14日

掛金免除

12月 1月

掛金免除

育休期間 ： 35日

掛金免除

月末月初

育休期間 ： 3日ケース①

ケース②

ケース③

給与 ▶ 免除〇　賞与 ▶ 免除×

給与 ▶ 免除〇　賞与 ▶ 免除×

給与 ▶ 免除〇　賞与 ▶ 免除〇

女性は原則
2回までOK母

父

出生
▼

出生後8週
▼

3歳
▼

育児休業 育児休業

育児休業育児休業

産休

〈12月の掛金〉［具体例］

●連続した育児休業等を取得している場合は、2つの育児休業を1つの育児休業等とみなして掛金等の免除を適用します。

　子どもが生まれてから８週間以内に１回、８週間より後に１回としている取得回数の制限が緩和されます。
　※男性のみ、子の出生後８週間以内の育児休業は２回まで取得可能

施行日 政令で定める日

2 育児休業中の掛金免除の対象期間が一部変更されます

　育児休業中の給与と賞与にかかる掛金免除について、対象となる期間が変更されます。

施行日 令和4年10月1日

3 産前産後休業取得者の定時決定において、保険者算定が可能になりました

　毎年9月に行われる標準報酬月額の定時決定に際し、4月から6月までの間に産前産後休業を取得する組合員が所属所を
経由して共済組合に申出をした場合、その年の定時決定を保険者算定により行います。 施行日 令和4年4月1日～

A◯

B◯

給与

これまで 10月からは

①月末時点で育休を取得していれば免除
②月末時点で育休を取得していないと免除されない

①に加えて、その月中に2週間以上育休を取得して
いれば免除（月末でなくてもよい）

賞 与 月末時点で育休を取得していれば免除（１日でもOK）
賞与月の月末時点での取得かつ連続1ヵ月超の育休
取得に限り免除

男性は原則
4回までOK

◯が◯より2等級
以上下回る場合、
組合員の申出に
より◯で決定

A B

B

育児
休業

育児
休業
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　共済組合では、年金制度のしくみ
や請求手続きについてのご理解を
より深めていただけるよう、組合員
および組合員であった方（組合員
期間20年以上）を対象に「年金説
明会」を開催しています。
　昭和34年度生まれの方（特定消防
組合員の方は除く）が令和5年度中に
64歳に到達し、受給権が発生する
こととなります。対象となる方には、
開催のご案内を送付しますので、
ご確認ください。
　なお、昭和35年度以降生まれの
方につきましても、支給開始年齢に
応じて開催を予定しています。

［ 一般組合員（昭和34年4月2日～昭和35年4月1日生まれ）］

令和4年度（昭和34年4月2日～昭和35年4月1日生まれの方）

年金説明会を開催します

場　所開催日 市　町

かほく市役所 ３階 ３０１・３０２会議室

津幡町役場 ２階 大会議室１

羽咋市役所 ４階 ４０１会議室

七尾市役所 4階 ４０１会議室

中能登町社会福祉センター 2階 第２研修室

志賀町役場 １階 大会議室

能美市役所辰口庁舎 地下１階 Ａ会議室

加賀市役所別館 ３階 ３０２会議室

おびし荘 １階 大会議室

能登町役場 ２階 大集会場

輪島市役所本庁舎新館 2階 中会議室

穴水町地域情報センター ２階 研修室

白山市福祉ふれあいセンター 大会議室

金沢市役所第二本庁舎 ３階 第一研修室

金沢市役所第二本庁舎 ３階 第一研修室

［ 特定消防組合員（昭和36年4月2日～昭和37年4月1日生まれ）］
場　所開催日

2月14日（火） 石川県地場産業振興センター本館 ３階 第6研修室

かほく市

津 幡 町

羽 咋 市

七 尾 市

中能登町

志 賀 町

能 美 市

加 賀 市

小 松 市

能 登 町

輪 島 市

穴 水 町 

白 山 市

金 沢 市

金 沢 市

支給開始年齢生年月日

昭和34.4.2～昭和35.4.1

昭和35.4.2～昭和36.4.1

昭和36.4.2～昭和37.4.1

対 象 者

実施会場 】 表程日会明説金年 度年4和令 【 

［ 一般組合員（特定消防組合員以外） ］ ［ 年金説明会 ］

64歳

64歳

65歳

令和4年度

令和5年度

令和7年度

実施時期（予定）

　特定消防組合員の方の場合、
年金の支給開始年齢が62歳
となります。
　今年度は、62歳に到達する
方々を対象に、右記のとおり
年金説明会の開催を予定して
います。

特定消防組合員の方へ

昭和36年4月2日～
昭和37年4月1日生まれの

　年金額の試算・年金制度・請求
手続き等について約1時間の説明
を行い、その後、希望者の方の個別
相談に応じます。

内  容

１月20日（金）

１月2６日（木）

１月2７日（金）

2月 3日（金）

2月 7日（火）

2月 8日（水）

２月16日（木）

２月17日（金）

2月22日（水）

3月 1日（水）

3月 2日（木）

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。

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。

https://www.chikyoren.or.jp/

地方公務員共済組合連合会

地方公務員共済組合連合会

本年10月に年金払い退職給付（退職等年金給付）に係る基準利率および
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。
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Well News

0120-926-738専        用
ダイヤル

※組合員と配偶者およびそのいずれかの被扶養者の方々がご利用できます。  

携帯・PHSからでも無料！ 24時間・年中無休
こころとからだの

健康相談

専門家が電話で
健康相談にお答えします

仕事のことで悩んでいる… 子どもが夜中に熱を出した…

住宅借入金等特別控除を受けるための要件等は、最寄りの税務署・国税庁のホームページでご確認ください。

　みなさまが住宅ローン等を利用してマイホーム
を新築・購入・増改築等をした場合、一定の要件に
当てはまるときは、所得税額から住宅借入金等
特別控除を受けることができます。
　共済組合では、住宅借入金等特別控除を受けら
れる方を対象として「住宅取得資金に係る借入金
の年末残高等証明書」を発行します。各所属所の
共済事務担当課を経由して送付しますので、年末
調整・確定申告にご利用ください。

住宅取得資金に係る借入金の

年末残高等証明書  
を発行します

住宅資金を借り受けた時期により証明書の発行日が異なります

1

平成10年1月から令和3年12月までに
住宅貸付等を借り受けた方

令和4年11月初旬に発行 2

令和4年1月から令和4年12月までに
住宅貸付等を借り受けた方

令和5年1月初旬に発行

※一部繰上償還を行い貸付期間が10年未満となった方は、証明書の発行はありません。　※年末残高等証明書は、紛失されないようにご注意ください。

保 険 期 間 令和4年12月15日午後４時から1年間

加 入 対 象 者 石川県市町村職員共済組合の組合員とそのご家族

損害保険ジャパン（株）

申 込 方 法
10月上旬に、各所属所へパンフレット・専用振込用紙（兼加入申込書）を送付します。
ご加入希望の方は、共済事務担当課までお申し出ください。

引受保険会社

（有）石川共済サービス　金沢市幸町12-1
Tel.076‐263‐9430 ■受付時間　平日の午前９時から午後５時まで

団体ゴルファー保険 傷害総合保険 のご案内

お問い合わせ

主な補償内容

ゴルファー保険
（ゴルフプレー時のみ補償）

死亡（後遺障害） 入院 通院 ゴルフ中の賠償責任 
ゴルフ用品の損害 ホールインワン アルバトロス

死亡（後遺障害） 入院 手術 通院 
個人賠償責任 携行品損害

傷害総合保険
（24時間の突発的事故（ケガ）の補償）

「石川北部アール・ディ・エフ広域処理組合」が
10月1日より石川県市町村職員共済組合に加入します。new
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令和4年度健康管理セミナーのお知らせ

参加には、事前にZoomアプリのダウンロードが必要です。
Zoomアプリについては、コチラをご確認ください。https：//zoom.us/jp-jp/meetings.html　

令和4年11月26日（土）  am10：00～am11：30開催日時 

※12月5日～1月4日（予定）まで DAY2のアーカイブ配信をします。 URLは後日、共済組合ホームページ「共済いしかわ」でお知らせします。

 ●https://zoom.us/j/91406030632

登 録 方 法パソコンの場合 スマートフォンの場合

【iPhone】　

■Zoom使用時に発生する本誌記載以外の対応・トラブルについては、当組合は責任を負いかねます。
■「Zoomヘルプセンター」にて該当項目をご覧いただくか、下記よりお問い合わせをお願いいたします。
　◇Zoomヘルプセンター：https://support.zoom.us/hc/ja　
　◇お問い合わせ：https://zoom.us/jp-jp/contact/html ※アクセス後「メールでのお問い合わせ」をご選択ください。

Zoomに関しての
お問い合わせ

  生活習慣改善メソッド  生活習慣改善メソッド

参加
無料

オンライン型

申込不要

❶ZoomのWebサイト（https://zoom.us/）へアクセスいた
だき、ページ下部にある【ダウンロード】をクリックください。　
※受講時に使用するパソコンで実施してください。

❷表示されたページの「ミーティング用Zoomクライアント」の　
【ダウンロード】をクリックするとダウンロードが始まります。

❸ダウンロード完了後､下記の画面が表示されると完了です。

【Android】
❶Google Playを開き､検索欄に「zoom」
と入力します。「ZOOM Cloud Meet-
ings」が該当のアプリです。

❷「インストール」をタップします。

❶「App Store」を開き､検索欄に「zoom」
と入力し検索します。候補が複数表示され
ますが、「ZOOM Cloud Meetings」が
該当のアプリです。

❷[入手]をタップします。個人のIDとパス
ワードでサインインにて取得ください。

DAY2 【 実践・振り返り編】 
DAY1で受講した内容を実際に行動に移し、その効果を振り返ろう！

 DAY1・DAY2両方に参加※して 
アンケートにご回答いただくと

もれなく景品をプレゼント！
※アーカイブ配信を含みます。
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令和4年10月29日（土）  am10：00～am11：30開催日時❶ 

【加賀地区会場】 小松市粟津温泉 おびし荘

令和4年11月5日（土）  am10：00～am11：30開催日時❷ 

令和4年10月7日（金）必着申込締切

各会場30名募集人数

共済組合ホームページ「共済いしかわ」から
申込用紙をダウンロードして FAX または 郵送にてお申し込みください。

申込方法 

【金沢地区会場】 消費生活支援センター 研修室

【能登地区会場】 石川県立生涯学習センター 能登分室

金沢市幸町12-1 幸町庁舎2階 

輪島市三井町洲衛10-11-1 能登空港ターミナルビル4階 

※11月10日～12月9日（予定）まで DAY1のアーカイブ配信をします。 URLは後日、共済組合ホームページ「共済いしかわ」でお知らせします。
※今後の状況により中止または変更となる場合があります。

【参加準備物】
・筆記用具、メモ用紙  ・スポーツタオル  ・動きやすい服装  ・水分（運動実技があるので必ずご準備ください）　

※床に手をつく場合もございます。マットや厚手のタオルなどあればお勧めします。

健診値改善セミナー  生健診値改善セミナー  生

DAY1 【 食事編・運動編・習慣化編】 参加型
要申込

参加
無料

近藤 ちひろ氏
セミナー講師

RIZAP パーソナルトレーナー 
日本トップトレーナー協会認定
（JTTA） 

コン ドウ

若山 博行氏
セミナー講師

RIZAP パーソナルトレーナー・
メディカルトレーナー 
日本トップトレーナー協会認定
（JTTA） 

ワカ ヤマ　ヒロ ユキ

生活習慣や健康状態を振り返り、 明日から実践できる具体的な改善方法を学ぼう！

出　身：岐阜県岐阜市
経　歴
パーソナルトレーナーとして
250名以上のゲストのボディ
メイクを担当し、カウンセラーと
して300名以上のカウンセリング
を担当。RIZAP岐阜店の店舗責
任者を経てセミナー講師として
活動。

出　身：兵庫県神戸市
競技歴：キックボクシング
経　歴
RIZAP(株)に入社後、パーソナル
トレーナーとして1,000名以上の
ボディメイクを担当。
RIZAP堺東店の店舗責任者を
経てRIZAPトレーナーを育成する
研修担当に着任し、200名以上の
トレーナーを育成。

YouTube
RIZAPドキュメンタリー
「the Polestar」～Trust～
（近藤 ちひろ）

※DAY1（参加型）のみ参加申込が必要です。
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職員募集 のお知らせ
石川県市町村職員共済組合

●詳細については、下記へお問い合わせください。

〒920-8555  金沢市幸町１２－１  石川県幸町庁舎５階 076－263－3365
http://www.kyousai-ishikawa.jp/ホームページURL　 

石川県市町村職員共済組合 総務課 
電話住所

職 種

採 用 予 定 日

受 験 資 格

第１次 試 験

第 ２ 次 試 験

第 ３ 次 試 験

受 験 手 続 等

募 集 要 項・
指定用紙の配付

一般事務    採用予定人数 若干名

令和5年４月１日

令和4年11月19日（土）  個人面接試験

令和4年11月27日（日）  個人面接試験

① 当共済組合総務課にて配付

② 当共済組合ホームページからダウンロード 

令和4年9月20日（火）～１0月14日（金）
石川県市町村職員共済組合 総務課（郵送可）

９時～12時・13時～17時（土曜・日曜･祝日を除く）

平成5年４月２日以降に生まれた方で、令和5年３月までに学校教育法に
基づく大学（短期大学を除く)を卒業した方、または卒業見込みの方 
（詳細については別途「職員採用候補者試験案内」をご覧ください）

ただし、第１次試験会場での「密集」を避けるため、申込状況によっては早期に締め切る
場合があります。その場合は、当共済組合ＨＰに情報を掲載しますので、ご確認ください。 

令和4年10月29日（土）
査検性応適場職 ・ 性特格性 ・ 性適務事　　験試文作 ・ 養教

　　  KKRホテル金沢（金沢市大手町2-32）場所

受付

場所

時間

方法

　育児休業手当金や介護休業手当金の
給付額は、標準報酬月額を元に計算され
ます。この給付日額につきまして、令和4年
8月1日より右表の給付上限額に変更と
なりましたのでお知らせします。

給付の種類

介護休業手当金

育児休業手当金（180日に達するまでの期間）

育児休業手当金（181日以降の期間）

給付上限額

令和4年7月31日まで 令和4年8月1日から

15,102円

13,722円

10,240円

15, 266円
13,878円

10,356円

育児休業・介護休業手当金の育児休業・介護休業手当金の育児休業・介護休業手当金の給付上限額が変更となりました給付上限額が変更となりました8月1日
から

8月1日
から
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