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　掛金3
１　単位掛金額
単位掛金額は、毎年度厚生労働大臣が定めることとされています。（参考：共済法施行令第７条）

２　掛金の算出
納付する掛金の額（年額）は、共済契約者が「掛金納付対象職員届」に記載した毎事業年度４月
１日における被共済職員数をもとに算出します。掛金の額は、社会福祉施設等職員に係る掛金の額、
特定介護保険施設等職員に係る掛金の額、申出施設等職員に係る掛金の額の合計額となります。

なお、掛金は全て共済契約者が負担するもので、被共済職員の負担はありません。

３　掛金の算出についてご留意いただきたいこと
被共済職員１人あたりの掛金は、施設区分により異なります。ただし、特定介護保険施設等職員
については経過措置が適用されているため、被共済職員の加入日や異動理由等によって公的助成の
有無が決まります。掛金の算出の際は、基準日である４月１日に各被共済職員がどの施設区分に在
籍しているかにより、次の表を参照して誤りのないよう納付してください。
※�「平成１８年４月１日以後加入させない届出（特別養護老人ホーム等）」、「平成２８年４月１日以後加入させな
い届出（障害者支援施設等）」、または「退職手当共済契約部分解除通知書（制度改正後職員の部分解除）」（様式
第１３号の２）を提出している特定介護保険施設等については後述する「特定介護保険施設等における職員の取
扱い」を参照してください。
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【４月１日在籍施設】

注 1  社会福祉施設等の転換の手続きを行っている場合
　社会福祉施設等が次に掲げる転換を行った場合は、転換日以後は、特定介護保険施設等とみなされますので、上
記①～④の「Ｈ１８. ４. １以後」を「転換日以後」に読み替えてください。また、上記⑤の「Ｈ１８. ３. ３１まで」
を「転換日の前日まで」に読み替えてください。
ア�　養護老人ホームまたは介護保険の指定を受けていない軽費老人ホームであった施設が、平成１８年４月２
日以降、介護保険の指定を受けた軽費老人ホームへの転換を行った場合
イ�　精神障害者地域生活支援センターであった施設で、障害者自立支援法の一部施行に伴い、平成１８年１０
月１日に相談支援事業に移行した施設。
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注 2  制度改正後の職員を非加入とする手続きしている場合の注意点
　「平成１８年４月１日以後加入させない届出（特別養護老人ホーム等）」又は「退職手当共済契約部分解除通知書
（制度改正後職員の部分解除）」の手続きしている場合、①から④の手続きは、できません。

　「平成２８年４月１日以後加入させない届出（障害者支援施設等）」又は「退職手当共済契約部分解除通知書（制
度改正後職員の部分解除）」の手続きしている場合、⑥から⑨の手続きは、できません。

注 3  特定介護保険施設等のうち障害児入所施設の取扱い
　障害児入所施設において、措置がとられている児童に係る業務に従事することを要する者にかかる部分（措置入
所障害児関係業務従事職員数）は、公費助成の対象となります（共済法第 18条、施行令第 6条 2、施行令第 8条、
施行令経過措置第 7条第 1項及び施行規則第 8条の 2）。

【措置入所障害児関係業務従事職員数の算出方法】
（措置入所障害児関係業務割合）　＝　（措置入所児童数）÷（児童数）
※「措置入所児童数」及び「児童数」は、当該事業年度の前年度の各月初日における人数の合計となります。）
措置入所障害児
関係業務従事者数

＝
障害児入所施設における

被共済職員数
×

措置入所障害児
関係業務割合

④ Ｈ１８.４.１以後に合算申出していた職員を合算することができますか？ 

⑤ Ｈ１８.３.３１までに加入した職員は引き続き加入したままですか？ 

加入できません。 

復帰できません。 

継続異動できません。

合算できません。 

② Ｈ18.4.1以後に採用した職員を継続異動できますか？ 

平成２８年３月３１日までに開設していた障害者支援施設等

⑨ Ｈ２８.４.１以後に合算申出していた職員を合算することができますか？ 

⑥ Ｈ２８.４.１以後に採用した職員を加入できますか？ 

⑧ Ｈ２８.４.１以後に対象外施設から配置換えしてくる職員を復帰させることが 

できますか？ 

加入できません。 

復帰できません。 

継続異動できません。 

合算できません。 

⑦ Ｈ２８.４.１以後に採用した職員を継続異動できますか？ 

平成１８年３月３１日までに開設していた特別養護老人ホーム等

① Ｈ１８.４.１以後に採用した職員を加入できますか？ 

② Ｈ１８.４.１以後に採用した職員を継続異動できますか？ 

③ Ｈ１８.４.１以後に対象外施設から配置換えしてくる職員を復帰させることが 

できますか？ 

引き続き加入します。

（単位掛金額） 

引き続き加入します。 

（単位掛金額）

⑩ Ｈ２８.３.３１までに加入した職員は引き続き加入したままですか？ 

④ Ｈ１８.４.１以後に合算申出していた職員を合算することができますか？ 

⑤ Ｈ１８.３.３１までに加入した職員は引き続き加入したままですか？ 

加入できません。 

復帰できません。 

継続異動できません。

合算できません。 

② Ｈ18.4.1以後に採用した職員を継続異動できますか？ 

平成２８年３月３１日までに開設していた障害者支援施設等

⑨ Ｈ２８.４.１以後に合算申出していた職員を合算することができますか？ 

⑥ Ｈ２８.４.１以後に採用した職員を加入できますか？ 

⑧ Ｈ２８.４.１以後に対象外施設から配置換えしてくる職員を復帰させることが 

できますか？ 

加入できません。 

復帰できません。 

継続異動できません。 

合算できません。 

⑦ Ｈ２８.４.１以後に採用した職員を継続異動できますか？ 

平成１８年３月３１日までに開設していた特別養護老人ホーム等

① Ｈ１８.４.１以後に採用した職員を加入できますか？ 

② Ｈ１８.４.１以後に採用した職員を継続異動できますか？ 

③ Ｈ１８.４.１以後に対象外施設から配置換えしてくる職員を復帰させることが 

できますか？ 

引き続き加入します。

（単位掛金額） 

引き続き加入します。 

（単位掛金額）

⑩ Ｈ２８.３.３１までに加入した職員は引き続き加入したままですか？ 
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（算出例）
　共済契約者が支払うべき掛金は、既加入職員１２名については経過措置の適用を受け単位掛金額となり、平
成２８年４月１日以後新規加入者８名が単位掛金額×３となりますが、障害児入所施設においては、以下の計
算により、掛金が変更となります。

障害児入所施設において、下記のとおりの児童数であり、被共済職員２０名（うち既加入職員
１２名、平成２８年４月１日以後新規加入者８名）の場合

手順１　前年度各月の初日における人数を合計します。措置入所児童数５２２人児童数６００人▶

手順２　次の算出式により、「措置入所障害児関係業務割合」を算出します。
　　　措置入所障害児関係業務割合＝措置入所児童数÷児童数
　　　　　　（８７％）　　　　　　　（５２２人）　　（６００人）▶

手順３�　「被共済職員数」に「措置入所障害児関係業務割合」を乗じて「措置入所障害児関係業務従事職数」
を算出します。

　措置入所障害児関係業務従事職員数＝障害児入所施設被共済職員数×措置入所障害児関係業務割合
　（１７. ４人※端数切捨て　⇒　１７人）　　　　（２０人）　　　　　　　　（８７％）▶

手順４�　「被共済職員数のうち、既加入職員」（公費助成対象職員）と「措置入所障害児関係業務従事職員数」
を比較します。

　　措置入所障害児関係業務従事職員数＞被共済職員数のうち既加入職員
　　　　　　　（１７人）　　　　　　　　　　　　（１２人）▶

手順５　比較して、どちらか大きい方が、その施設における公費助成の対象職員数となります。
　　　この例では、「措置入所障害児関係業務従事職員数」１７人の方が「既加入職員」１２人よりも大きい

という結果となりましたので、被共済職員１７人分が公費助成対象となります。
　　　この例で当該障害児入所施設に係る共済契約者が支払う掛金は、①＋②の合計額となります。
　　・措置入所障害児関係業務従事職員数分として１７人分の単位掛金額・・・①
　　・被共済職員数２０人と１７人の差分である３人分が単位掛金額×３・・・②
　　※措置入所障害児関係業務従事職員数は、掛金納付対象職員届での報告が必要となります。

区分 4/１ 5/１ 6/１ 7/１ 8/１ 9/１ 10/1 11/1 12/1 1/1 2/1 3/1 合計 

措置入所  

児童数  
42 42 42 42 42 42 45 45 45 45 45 45 522 

児童数 

（実績） 
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 
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４　掛金の納付
共済契約者は、毎事業年度４月１日における被共済職員数分の掛金を、納付期限である５月３１
日までに共済契約者として一括で機構の指定口座に納付をお願いします。機構の指定口座に入金が
確認された日が納付日となります。振込日時によって、入金が金融機関に振込みを依頼した翌営業
日以降になる場合があります。納付期限に余裕を持ってお振込みください。なお、経営者の変更が
生じた場合による変更契約の手続きをされた場合は、共済契約証書と一緒に別途納付期限を明記し
て、振込依頼書を同封いたします。

掛金納付等のスケジュール

注  「依頼人氏名欄」に、必ず「共済契約者番号及び法人名」を記載してください。
①�　共済契約者として一括納付してください。（施設毎の納付はご遠慮ください。）
②�　納付期限内に掛金を完納せず、６月以後７月３１日までに完納した場合、割増金が発生します。（納付すべき
金額×年１０．９５％×納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数×１／３６５）
③�　７月３１日までに掛金を完納しない場合、共済契約の強制解除となります。
④�　機構の口座に着金した日が納付の日となります。取扱金融機関に振込を依頼した日ではありませんのでご注意
してください。
⑤�　振込手数料は、共済契約者（振込依頼人）の負担となります。
⑥�　掛金の振込後、金融機関窓口で領収書を受け取ってください。この領収書は、掛金を納付した証拠になります
ので大切に保存してください。（機構から領収書は発行しません。）
⑦�　災害等やむを得ない理由により、納付期限までに掛金を納付できない場合は、この期限の到来前に「掛金納付
期限延長承認申請書（約款様式第３号）」を提出してください。
⑧�　ATMやインターネットバンキングを使う場合で依頼人氏名欄に「共済契約者番号」と「共済契約者名」を記
入できなかったときは、機構に、「①共済契約者番号」、「②法人名」、「③着金予定日」、「④送金金額」、「⑤使用銀行・
支店名」を記載した FAXでご報告ください。FAX送付先：03-3438-0584
⑨�　機構から送付した振込依頼書を紛失等した場合又は掛金納付後に不足分を追加納付する場合は機構から振込依
頼書は再送しませんので銀行備え付けの振込用紙をご使用ください。振込先は次のとおりです。

振込先 銀行名 口座番号　受取人名
三菱UFJ 銀行東京公務部 普）１０８７６４９ 独

ドク
）
）
福
フク
祉
シ
医
イ
療
リョウ
機
キ
構
コウ

4月1日 4月30日 5月31日

厚生労働大臣
より単位掛金額
告示 

掛金納付対象職員届提出

7月31日

割増金発生 
（年１０．９５％）

！契約解除！

掛金納付期間 

掛金未納

掛金未納
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５　掛金納付についてご留意いただきたいこと
ア�　育児休業中または休職中の職員も４月１日在籍職員であるため掛金が必要です。

イ�　掛金を納付する時点（５月末までの間）で既に退職している職員であっても、４月１日に在
籍していた場合は、掛金が必要です。

ウ�　掛金（年額）は毎事業年度４月１日における当該共済契約者の在籍職員数で算出しますので、
年度途中に加入した職員は、加入年度分の掛金を月割で支払う必要はありません。（ただし、加
入日から被共済職員期間には算入されます。）

共済契約者が納付する掛金額＝　①　＋　②　＋　③　

社会福祉施設等の掛金額
①　社会福祉施設等職員数×単位掛金額

特定介護保険施設等の掛金額
② -1　特定介護保険施設等職員数（特別養護老人ホーム等）×単位掛金額

　　　　　　　　 平成１８年３月３１日までに加入した被共済職員数（公的助成の対象となります。）

② -2　特定介護保険施設等職員数（特別養護老人ホーム等）×単位掛金額×３
　　　　　　　　 平成１８年４月１日以後に加入した被共済職員数（公的助成の対象となりません。）

② -3　特定介護保険施設等職員数（障害児入所施設を除く障害者支援施設等）×単位掛金額
　　　　　　　　 平成２８年３月３１日までに加入した被共済職員数（公的助成の対象となります。）

② -4　特定介護保険施設等職員数（障害児入所施設を除く障害者支援施設等）×単位掛金額×３
　　　　　　　　 平成２８年４月１日以後に加入した被共済職員数（公的助成の対象となりません。）

② -5　特定介護保険施設等職員数（障害児入所施設）
　�「平成２８年３月３１日までに加入した被共済職員数」と「措置入所障害児関係業務従事職員数」
を比較してどちらか多い数×単位掛金額

② �-6　「当該障害児入所施設に加入している被共済職員数から② -5 により得られた数を控除した
数」×単位掛金額×３

申出施設等の掛金額
③　申出施設等職員数×単位掛金額×３


