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福岡市民間社会福祉事業従事職員福利厚生共済制度規程 

 

 

第１章 総   則 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人福岡市社会福祉協議会（以下「市社協」という。）

が福岡市内で民間社会福祉施設又は社会福祉を目的とする事業を営む法人の委託を受

けて実施する民間社会福祉事業従事職員福利厚生共済制度（以下「共済制度」という。）

に関する事項を定め、もって福岡市内の民間社会福祉事業従事職員の福祉の向上と社

会福祉事業の振興に寄与することを目的とする。 

（業務） 

第２条  市社協は、前条の目的を達成するため、共済制度として次の各号に掲げる業務

を行う。 

 （１） 給付に係る業務 

 （２） 貸付に係る業務 

 （３） その他の福利厚生に係る業務 

（定義） 

第３条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 （１） 民間社会福祉施設 

    社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条に定める社会福祉施設のうち、

国及び地方公共団体以外の者が経営する施設  

 （２） 経営者   

    福岡市内に所在する民間社会福祉施設を経営する、又は、社会福祉を目的とす

る事業を営む社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益

財団法人、宗教法人、学校法人 

 （３） 契約者 

    共済制度の委託契約者である経営者 

 （４） 職員 

   ア 福岡市内に主たる事務所を有する法人にあっては、経営者に１年以上の期間

を定め雇用され、当該経営者が経営する民間社会福祉施設（福岡都市圏の施設

を含む）に勤務する者、当該経営者の事務所に勤務する者及び経営者に属する

常勤の役員 

   イ 福岡市外に主たる事務所を有する法人にあっては、経営者に１年以上の期間

を定め雇用され、当該経営者が経営する福岡市内に所在する民間社会福祉施設

に勤務するもの  

（５） 加入職員 

     契約者が福岡市内で経営する民間社会福祉施設又は事業所、及び当該経営者

の事務所に勤務する有給の役員及び職員のうち、就業規則、労働協約等により、

共済制度の受益者とされた者で共済制度に登録されている職員。ただし、福岡

市内に主たる事務所を有する経営者においては、福岡都市圏内の民間社会福祉

施設又は事業所に勤務する有給の職員のうち、就業規則、労働協約等により、

共済制度の受益者とされた者で共済制度に登録されている職員を含む。 

 （６） 基準給与 

   ア 給与月額が定められている者 

     ４月における本俸の額（１，０００円未満の端数は切り捨てる。また、業務

年度の途中で本俸の額が改定され、４月に遡及した場合でも、当該遡及にかか
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る分は含まないものとする。以下、同じ。） 

     ただし、新たに職員となった者については、職員となった日の属する月の本

俸の額とする。 

   イ 給与月額が定められていない者 

    経営者と労働契約を締結した賃金に基づき算出した額 

 

  

 （７） 共済契約 

    この規程で定める共済制度に必要な資金を、契約者が毎月加入職員から徴収し

たうえ、市社協に委託することを約し、市社協は契約者から権限の委任を受けて

加入職員に第２条に規定する業務を行うことを約する契約をいう。 

 （８） 業務年度 

    毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

  

 第２章  委 託 契 約 

（委託契約の申込み） 

第４条 委託契約の申込みをしようとする経営者は、労使間で締結した福利厚生共済事

業に関する協定書の写しを添えて、福岡市民間社会福祉事業従事職員福利厚生共済制

度委託契約申込書（以下「委託契約申込書」という。）を市社協に提出しなければな

らない。 

 ２ 前項の委託契約申込書を提出するに際しては、次の各号に掲げる事項を同時に届

け出なければならない。 

  （１） 法人の名称及び所在地 

  （２） 代表者の氏名 

  （３） 民間社会福祉施設又は事務所の名称、種類及び所在地 

  （４） 職員の氏名、生年月日、職種及び基準給与等              

（契約の通知） 

第５条 市社協は、前条第１項の規定により契約の申込みを受理したときは、契約要件

について必要な調査を行い、契約要件を備えていると認められるときは、契約する旨

を経営者に通知するものとする。 

（契約の解除） 

第６条 市社協は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解除することがで

きる。 

  （１） 契約者が経営者でなくなったとき。 

  （２） 契約者が委託金納付期限後３ヶ月を経過してなお、委託金を納付しないと

き。 

  （３） 契約者がこの規程に基づく届出をせず、又は虚偽の届出をし、又は市社協

の行う調査に関し、不正な行為をしたとき。 

 ２ 市社協は、前項の規定により契約を解除したときは、理由を附して経営者にその

旨を通知するものとする。 

 ３ 契約者は、すべての当該加入職員の承諾を得た上で、契約を解除することができ

る。この場合には、契約者は、市社協にその旨を通知するものとする。 

（職員の登録） 

第７条 市社協は、第５条の規定により契約したときは当該経営者の職員を加入職員と

して登録するものとする。次条第５号の新たに職員となった者についての届出があっ

たときも同様とする。 

 ２ 市社協は、前条の規定により契約を解除したときは、当該経営者の職員を加入職
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員から登録を取り消すものとする。次条第５号の職員でなくなった者についての届

出があったときも同様とする。 

（届出の義務） 

第８条 契約者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を遅滞なく市社協に

届出なければならない。 

 （１） 法人の名称又は所在地の変更があったとき。 

 （２） 代表者の氏名の変更があったとき。 

 （３） 民間社会福祉施設又は事務所の名称、種類の変更又は所在地の変更があった

とき。 

 （４） 民間社会福祉施設又は事務所の休止又は廃止があったとき。 

（５） 新たに職員となった者又は職員でなくなった者のあるとき。 

 （６） 加入職員の氏名、職種又は勤務箇所の変更があったとき。 

 （７） 加入職員の休職等により給与の支給を行わず、当該加入職員に係る委託金の

納付を中断するとき、 又は職員が復職し、中断していた委託金を再開するとき。 

第９条  削 除 

（再契約の禁止） 

第１０条 経営者が次の各号のいずれかに該当するときは、再契約できないものとする。 

 （１） 経営者が、第６条第１項の規定により契約を解除され、その解除の日から起

算して１年を経過していないとき。 

 （２） 契約していたことがある経営者が、その納付すべき委託金を未だ納付してい

ないとき。 

 

 第３章 委 託 金  

（委託金の納付） 

第１１条 契約者は、共済制度の運営の財源として市社協に委託金を毎月納付しなけれ

ばならない。 

 ２ 納付すべき委託金の額は、次のとおりとする。 

 （１） 加入職員の退会一時金として当該月の属する業務年度の基準給与に  

１，０００分の８を乗じて得た額。ただし、４月から６月までの間の額は、当該

月の属する業務年度の前年度における基準給与に１，０００分の８を乗じて得た

額とする。 

 （２） 福利厚生に係る業務経費として加入職員ひとり当たり毎月８００円。        

  ３ 契約者は、その職員が加入職員として登録された日の属する月から加入職員でな

  くなり登録を取り消された日の属する月までの間、毎月委託金を納付するものとす

  る。   

 ４ 加入職員が無給の休職となった場合には、当該休職になった月から当該休職でな

くなった日の属する月までの間の委託金を免除するものとする。                    

 ５ 契約者は、当該月分の委託金を市社協が発行する納入通知書により、翌月１０日

までに払い込まなければならない。  

（委託金の納付期限の延長） 

第１２条 市社協は、契約者が災害その他やむを得ない理由により委託金を納付期限ま

でに納付することができないときは、その納付期限を延長することがある。  

（基準給与の届出） 

第１３条 契約者は、加入職員の基準給与を毎年５月末日までに市社協に届けなければ

ならない。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、新たに加入職員が登録されたときには、契約者は速や

かに加入職員の基準給与を市社協に届けなければならない。 
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（委託金額の通知） 

第１４条 市社協は、前条の規定により届出を受けたときは、その基準給与を基に委託

金額を決定し、その旨を契約者に通知するものとする。 

 

 

  

 

第４章  給 付 業 務 

 

第１節  祝金及び見舞金の給付 

（結婚祝金） 

第１５条 加入職員が結婚したときは、結婚祝金として３０，０００円を支給する。 

（出産祝金） 

第１６条 加入職員又はその配偶者（内縁関係を含む。以下、同じ。）が出産したとき

は、出産祝金として、一子につき３０，０００円を支給する。ただし、死産したとき

は支給しない。 

（入学祝金） 

第１７条 加入職員の子が小学校又は中学校に入学したときは、入学祝金として一子に

つき３０，０００円を支給する。 

（死亡見舞金） 

第１８条 第１号に掲げる者が死亡したときは遺族に、第２号又は第３号に掲げる者が

死亡したときには加入職員に死亡見舞金として、それぞれ当該各号に定める金額を支

給する。 

  （１） 加入職員          １００，０００円 

  （２） 加入職員の被扶養者      ７０，０００円 

（３） その他の家族         ２６，０００円 

 ２ 前項第２号にいう「被扶養者」とは、他に生計の途がなく、主として加入職員の

扶養を受けている加入職員の配偶者（婚姻届けをしていないが、事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。以下、同じ）、子、父母とする。 

 ３ 第１項第３号にいう「その他の家族」とは、前項第２号に掲げる者以外の加入職

員の配偶者、子、父母とする。 

（傷病見舞金） 

第１９条 加入職員が疾病、傷害のため引き続いて１ヶ月以上入院療養したときは、傷

病見舞金として４０，０００円を支給する。 

（災害見舞金） 

第２０条 加入職員の住居又は家財が天災又は不可抗力による災害および火災、その他

により損害を受けたときには、災害見舞金として、それぞれ当該各号に定める金額を

支給する。 

  （１）  住居又は家財が全焼（壊）又はこれと同程度の損害を受けたとき 

                               １００，０００円 

  （２） 住居又は家財が２分の１以上焼（壊）失又はこれと同程度の損害を受けた

とき                                                    

７０，０００円 

  （３） 上記以外で会長が相当の損害を受けたと認めるとき   ３０，０００円 

２ 戦争その他変乱によるとき及び地震、津波、噴火などの災害において国が福岡市

を激甚災害に指定したときは、災害見舞金を支給しない。 

（特別結婚祝金） 
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第２１条 削 除 

（義務教育修了祝金） 

第２２条 加入職員の子が中学校卒業等義務教育に関する学校を卒業したときは、義務

教育修了祝金として一子につき３０，０００円を支給する。 

 

 

 

第２節 退会（遺族）一時金の支給 

（給付事由） 

第２３条 加入職員が退職等（職種変更による退会を含む。以下同じ。）又は第６条の

規定による契約の解除により加入職員でなくなったときは、その者に退会一時金を、

また加入職員が死亡したときは、その遺族に遺族一時金を支給する。ただし、生活資

金、慶弔資金、医療資金、入学資金及び罹災資金貸付に未 

返還金がある場合は、相殺することができる。 

（給付額） 

第２４条 前条の退会一時金および遺族一時金（以下、「一時金」という。）の額は、

それぞれ当該各号に定める額とする。 

  （１） 平成１２年４月１日以降に加入職員となった者については、加入月数の基

準給与の平均額に、加入月数に応じ別表第１－１に定める支給率を乗じて得

た額とする。 

  （２） 平成７年４月１日以降平成１２年３月３１日までに加入職員となった者に

ついては、当該職員が加入職員となった日の属する月から平成１２年３月ま

での月数の基準給与の平均額に、その間の通算月数に応じ、別表第１－２に

定める支給率を乗じて得た額及び別表第１－１に定める支給率を乗じて得た

額をそれぞれ算出し、それらの金額の差額に、加入月数の基準給与の平均額

に加入月数に応じ、別表第１－１に定める支給率を乗じて得た額を加算した

額とする。 

  （３） 平成７年３月３１日以前に加入職員となった者については、当該職員が加

入職員となった日の属する月から平成７年３月までの月数の基準給与の平均

額に、その間の通算月数に応じ別表第１－３に定める支給率を乗じて得た額

および別表１－２に定める支給率を乗じて得た額をそれぞれ算出し、それら

の差額と当該職員が加入職員となった日の属する月から平成１２年３月まで

の月数の基準給与の平均額に、その間の通算月数に応じ別表第１－２に定め

る支給率を乗じて得た額および別表第１－１に定める支給額を乗じて得た額

をそれぞれ算出し、それらの金額の差額および加入月数の基準給与の平均額

に別表第１－１に定める支給率を乗じて得た額を加算した額とする。  

（４） 前各号の適用は、平成１５年３月までとする。なお、平成１５年４月以降

継続して加入職員である者については、前各号の規定により算出した額に、平

成１５年４月以降平成１９年３月までに納付した掛金相当額と平成１９年４

月以降に納付した退会一時金掛金（平成２０年４月以降にあっては、退会一時

金委託金）の総額を加算した額とする。また、平成１５年４月以降、新たに加

入職員となった者については、平成１９年３月までに納付した掛金相当額と平

成１９年４月以降に納付した退会一時金掛金（平成２０年４月以降にあっては、

退会一時金委託金）の総額とする。 

（加入月数の通算等） 

第２５条 契約者の変更を生じた場合において、変更後の契約者が引き続き加入するこ

とを承認したときは、変更前の契約者にかかる加入月数を通算する。 
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 ２ 加入職員が加入職員でなくなった場合において、１月以内に再び加入職員となっ

たときは、前の加入月数を通算する。ただし、加入職員でなくなった場合において

退会一時金の支給を受けたときは、この限りでない。 

 ３ 第２項の規定により再び加入職員となった場合は、加入職員でなかった間の月数

を退会一時金の算出の基礎となる加入月数に算入しない。 

 ４ 第１１条第４項の規定により、納付が行われなかったときは、納付が行われなか

った間の月数は加入月数に算入しない。 

（遺族の範囲および順位） 

第２６条 第１８条および第２３条の規定により支給を受けるべき遺族の範囲は、次の

各号に掲げるとおりとする。 

（１） 配偶者 

  （２） 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、死亡の当時、主としてその収入に

よって生計を維持していた者 

  （３） 前号に掲げる者のほか、死亡の当時、主としてその収入によって生計を維

持していた親族 

  （４） 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で第２号に該当しない者 

 ２ 遺族の順位は前項各号の順序により、同項第２号および同項第４号に掲げる者で

あっては、当該各号の順序による。この場合において、父母については養父母を先

とし、実父母を後とする。 

 ３ 同順位の遺族が２人以上あるときは、そのなかより代表者１名を選任し、その者

が行った請求は、同順位者全員のためその金額について行ったものとみなし、その

者に行った支給は同順位者全員に支給したものとみなす。 

（支給の制限） 

第２７条 削 除 

 

 

 

第３節 給付の請求等 

（給付の請求） 

第２８条  加入職員又はその遺族が、この規程による給付を受けようとするときは、福

利厚生共済制度給付金請求書を契約者を経由して市社協に提出しなければならない。 

（受給権の消滅） 

第２９条 前条の給付金を受ける権利は、２年間これを行使しないときは消滅する。 

（受給権の処分禁止） 

第３０条 この規程による給付金を受ける権利は譲渡し、又は担保に供してはならない。 

 

 

 第５章  貸 付 業 務 

第１節  総  則 

（借入資格） 

第３１条 加入職員である期間が１年以上の加入職員は、資金の貸付を受けることがで

きる。  

 ２ 加入職員が、加入職員でなくなった場合において１月以内に再び加入職員となっ

たときは、前項の加入職員の期間に、前の加入職員であった期間を通算する。ただ

し、加入職員でなくなった場合において退会一時金の支給を受けたときは、この限

りではない。 

（貸付の種類） 
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第３２条 貸付の種類は、生活資金、慶弔資金、医療資金、入学資金及び罹災資金とす

る。   

（連帯保証人） 

第３３条 貸付を受けようとする者は、貸付を受けようとする時において、貸付申込額

が本人の退会一時金積立金の額と基準給与月額を合わせた額を超える場合は、加入職

員の期間が引続き２年以上ある者１人を連帯保証人として立てなければならない。 

 

（借用証書） 

第３４条 貸付を受けようとする者は、所定の借用証書を契約者を経由して、市社協に

提出しなければならない。  

（返済期間および返済方法） 

第３５条 貸付を受けた者は、貸付の翌月から次の区分により、月賦均分返済方法によ

り返済するものとする。ただし、繰上げ償還することを妨げない。 

  （１） 貸付額１２万円     返済期間１２ヶ月以内 

  （２） 貸付額１５万円     返済期間１５ヶ月以内 

  （３） 貸付額２０万円     返済期間２０ヶ月以内 

  （４） 貸付額２５万円     返済期間２５ヶ月以内 

  （５） 貸付額５０万円     返済期間５０ヶ月以内 

 ２ 契約者は、当該加入職員の毎月の返済額（次条の手数料および第３４条の即時返

済額を含む。）をとりまとめて納付期限までに、市社協が発行する納入通知書によ

り払い込まなければならない。 

（手数料） 

第３６条 貸付を受けた者は、手数料を支払うものとする。 

 ２ 手数料の額は、生活資金、慶弔資金、医療資金、入学資金及び罹災資金いずれも

貸付額の１パーセントとし、貸付金完済時に払い込むものとする。 

（差額貸付の制限） 

第３７条 貸付額と貸付限度額との差額の貸し付けは行わない。 

（即時返済） 

第３８条 貸付を受けた者が、退職等により加入職員でなくなるときに、未返済金があ

る場合は､貸付金の残額および手数料を一括して完済しなければならない。 

（貸付申込額の減額又は停止） 

第３９条 市社協の貸付資金に不足を生じたときは、申込額を減額して貸付又は貸付を

停止、一時停止することがある。  

                                                                                        

第２節  生活資金貸付 

（貸付事由） 

第４０条 加入職員が、次の各号のいずれかに該当し、資金を必要とするときは生活資

金の貸付を行う。 

（１） 加入職員の被扶養者が死亡したとき 

（２） 加入職員又はその被扶養者が疾病にかかり若しくは負傷し、医療を受ける

とき  

（３） 加入職員又はその配偶者が分娩するとき 

（４） その他不時の出費を要し資金を必要とするとき 

（借入申込み） 

第４１条 加入職員が貸付を受けようとするときは、生活資金借入申込書を契約者を経

由して、市社協に提出しなければならない。 

 ２ 前項の借入申込書には、契約者の証明を附さなければならない。 
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（貸付限度額） 

第４２条 貸付限度額は、次の各号に掲げるとおりとする。 

  （１） 加入職員である期間が１年以上５年未満の者     １２０，０００円 

  （２） 加入職員である期間５年以上１０年未満の者     １５０，０００円 

  （３） 加入職員である期間１０年以上の者         ２００，０００円 

 

 

第３節  慶弔資金貸付 

（貸付事由） 

第４３条 加入職員が次の各号のいずれかに該当し、資金を必要とするときは、慶弔資

金の貸付を行う。 

（１） 加入職員が結婚するとき、又はその子女が結婚するための資金を必要とす

るとき 

（２） 加入職員の被扶養者又は家族（２親等以内）の葬儀のための資金を必要と

するとき 

（借入申込み） 

第４４条 加入職員が貸付を受けようとするときは、慶弔資金借入申込書を契約者を経

由して、市社協に提出しなければならない。 

 ２ 前項の借入申込書には、契約者の証明を附さなければならない。  

（貸付限度額） 

第４５条 貸付限度額は、２５０，０００円とする。 

 

第４節  医療資金貸付 

（貸付事由） 

第４６条 加入職員又はその家族が疾病にかかり、又は負傷したことにより医療を受け、

生活に重大な支障があり、資金を必要とするときは医療資金の貸付を行う。 

 ２ 医師の指示による特別の処置については前項の医療に含まれるものとする。 

 ３ 第１項に規定する家族とは、第１８条第１項第２号及び第３号に規定する者をい

う。 

（借入申込み） 

第４７条 加入職員が貸付を受けようとするときは、医療資金借入申込書を契約者を経

由して、市社協に提出しなければならない。 

 ２ 前項の借入申込書には、契約者の証明を附さなければならない。 

（貸付限度額） 

第４８条 貸付限度額は、２５０，０００円とする。 

 

第５節  入学資金貸付 

（貸付事由） 

第４９条 加入職員の子又は被扶養者が、大学若しくは高等学校卒業を入学資格とする

専修学校等、又は高等学校・高等専門学校若しくは専修学校等（修業年限２年以上に

限る）に入学するため、資金を必要とするときは、入学資金の貸付を行う。 

（借入申込み） 

第５０条 加入職員が貸付を受けようとするときは、入学資金借入申込書を契約者を経

由して、市社協に提出しなければならない。 

 ２ 前項の借入申込書には、契約者の証明を附さなければならない。 

（貸付限度額） 

第５１条 貸付限度額は、次の各号に掲げるとおりとする。 
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  （１） 高校入学   ２５０，０００円 

  （２） 大学入学   ５００，０００円 

 

第６節  罹災資金貸付 

（貸付事由） 

第５２条 加入職員の住居又は家財が天災又は不可抗力による災害及び火災、その他に

より全壊（焼）又はこれと同程度の損害を受け、資金を必要とするときは、罹災資金

の貸付を行う。 

（借入申込み） 

第５３条 加入職員が貸付を受けようとするときは、罹災資金借入申込書を契約者を経

由して、市社協に提出しなければならない。 

 ２ 前項の借入申込書には、契約者の証明を附さなければならない。   

（貸付限度額） 

第５４条 貸付限度額は、５００，０００円とする。  

 

第６章  その他の福利厚生業務 

（その他福利厚生業務） 

第５５条 第２条第３号に規定する「その他の福利厚生業務」の実施について必要な事

項は、市社協会長（以下「会長」という。）が運営委員会に諮って定める。 

 

第７章  給 付 等 の 制 限 

（給付等の制限） 

第５６条 市社協は、契約者が第１１条第５項の規定に基づく払込みを納付期限までに

行わないときは、払込みがあるまで第４章の規定に基づく給付及び第５章の規定に基

づく貸付並びに前章の規定に基づくその他の福利厚生の利用を停止することがある。 

                                                                                      

第８章  運 営 委 員 会 

（運営委員会の設置及び組織） 

第５７条 市社協は、この共済制度の円滑かつ適正な運営を期すため、福岡市民間社会

福祉事業従事職員福利厚生共済制度運営委員会（以下、「運営委員会」という。）を

置く。 

 ２ 運営委員会は委員長および運営委員１４人をもって組織する。 

（委員長） 

第５８条 委員長は、市社協常務理事をもってこれに充てる。 

 ２ 委員長は会務を総理し、運営委員会を代表する。 

 ３ 委員長が欠けたとき、又は事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した運営

委員がその職務を代理する。 

（運営委員） 

第５９条 運営委員は、会長が次条の委嘱区分により、契約者の役員（団体関係にあっ

ては事務局長を含む。）及び加入職員のなかから１４人を委嘱するものとする。  

（運営委員の選任区分等） 

第６０条 運営委員の選任区分及び委員数は次のとおりとする。 

  （１）保育園       経営者 ４人   職 員 ４人   

  （２）その他の福祉施設  経営者 ２人   職 員 ２人 

（３）団体関係      経営者 １人   職 員 １人 

（運営委員の任期） 

第６１条 運営委員の任期は３年とする。 
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 ２ 運営委員に欠員を生じたときは、前２条の方法により補充する。ただし、現に運

営委員である者の数が１３人以上であるときは、補充しないことができる。 

 ３ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 ４ 運営委員は、再任されることができる。 

（運営委員会の会議運営） 

第６２条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となり議事を司会する。 

 ２ 運営委員会の会議は、運営委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

 ３ 運営委員会の議事は、出席した運営委員の過半数で決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

（運営委員会の業務） 

第６３条 運営委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。 

  （１） この規程の改廃及びこの規程に基づく細則の改廃 

  （２） 共済制度に関する予算及び決算 

  （３） 共済制度の資金運用管理に関する事項 

  （４） その他、共済制度運営に関する重要な事項で会長が必要と認めた事項    

（小委員会） 

第６４条 運営委員会に、小委員会を置くことができる。  

 ２ 小委員会は、委員長の諮問に応じ、運営委員会の承認を必要とする事項その他共

済制度の運営に関し、委員長が必要と認めた事項を調査、審議する。 

３ 小委員会の定数は６人とし、経営者である運営委員から３人、職員である運営委

員から３人を、互選により選出するものとする。 

 ４ 小委員会委員の任期は３年とする。ただし、再任を妨げない。 

 ５ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第９章  運営資金及び会計 

（資金等） 

第６５条 運営資金は、次の各号の財源をもって充てるものとする。 

  （１） 委託金 

  （２） その他の収入 

 ２ 共済制度の運営上必要があるときは、一時借入をすることができる。 

（資金の管理） 

第６６条  市社協は、契約者から委託された資産とその他の資産を区別し、安全かつ有

 利な方法で管理しなければならない。 

（会計） 

第６７条 この規程の会計は、市社協の一般会計に経理区分を設け、経理するものとす

る。 

（債務の範囲） 

第６８条 市社協が本共済制度の委託契約に基づき負担する債務については、契約者か

ら委託された資産の限度内において履行の責任を負うものとする。 

（積立水準の回復計画） 

第６９条 財政再計算（財政検証）により、積立水準の不足が明らかになった場合は、

市社協は積立水準の回復計画を策定し、実施することにより、積立水準の回復に努め

なければならない。 

 ２ 積立水準回復計画に基づく計画の実施状況については、市社協は契約者に速やか

に開示しなければならない。 

（資金の運用） 

第７０条 市社協は、契約者から委託された資産を運用するときは、安全かつ効率的に
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行わなければならない。 

（運用の基本方針） 

第７１条 市社協は、契約者から委託された資産の運用に関する基本方針を制定し、当

該基本方針に沿って運用しなければならない。 

（契約者の同意） 

第７２条 市社協は、次に掲げる場合は、運営委員会での議決を経た後、契約者の４分

の３以上の同意を得なければならない。 

（１）資産運用のために債券の売買を行うとき。 

（２）資産運用の基本方針を制定又は変更するとき。 

（３）この規程の重要事項の改廃を行うとき。 

２ 市社協は、前項の規定する契約者の同意を得る場合は、その内容を契約者に提案し

なければならない。 

３ 契約者は、前項の提案を受理したときは、意向確認書を作成し、市社協に提出しな

ければならない。 

（会長への委任） 

第７３条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。  

 

附 則 

（施行期日） 

 １ この規程は、昭和４９年７月１日から施行する。 

 （以下一部省略） 

 

附 則 

（施行期日） 

 １ この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

 ２ この規程による改正後の福岡市民間社会福祉事業従事職員福利厚生共済制度規 

  程（以下「改正後の共済制度規程」という。）第１８条の規定は、この規程の施 

  行の日（以下「施行日」という。）以後に死亡した加入職員、加入職員の被扶養 

  者又はその他の家族（以下「加入職員等」という。）に係る死亡見舞金の支給に 

  ついて適用し、施行日前に死亡した加入職員等に係る死亡見舞金の支給について 

  は、なお従前の例による。 

（経過措置） 

 ３ この規程の施行の際、現に加入職員又は加入経営者である者に係る平成２０年 

  ３月分までの掛金の納付については、この規程による改正前の福岡市民間社会福 

  祉事業従事職員福利厚生共済制度規程（以下「改正前の共済制度規程」という。）

  第１１条の規定は、この規程の施行後においても、なおその効力を有する。 

４ 前項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の共済制度規程第 

  １１条第２項第１号の規定により納付された掛金（加入職員に係るものに限る。）

  は、改正後の共済制度規程第１１条第２項第１号の規定により納付された委託金 

  とみなして改正後の共済制度規程の規定を適用する。 

  ５ この規程の施行の際、現に加入職員又は加入経営者である者については、改正 

  後の共済制度規程第４条第２項の規定は適用しない。 

 ６ この規程の施行の際、現に加入職員である者に係る改正後の共済制度規程第２ 

  １条、第３１条、第３３条及び第４２条の規定の適用については、その者が施行 

日の前日までの間において加入職員であった期間を通算する。 

  ７ この規程の施行の際、現に運営委員である者の任期は、改正後の共済制度規程 
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  第５９条の規定により新たに運営委員が委嘱されるまでの期間とする。 

８ 附則第３項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経 

  過措置は、会長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

 １ この規程は、平成２１年３月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 １ この規程は、平成２３年１２月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 １ この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２５年３月３１日までに退職により加入職員の登録を抹消した者が、加入職

員であった期間が２年以上あり、かつ登録を抹消した翌日以後、６ヶ月以内に結婚

したときは、特別結婚祝金として３０，０００円を支給する。 

附 則 

（施行期日） 

 １ この規程は、平成２６年１２月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 １ この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 １ この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 １ この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 １ この規程は、平成２９年６月１日から施行する。 
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別表第１－１ 別表第１－２ 別表第１－３
年数 支給率 年数 支給率 年数 支給率

1 0.1205 1 0.1221 1 0.1237
2 0.2423 2 0.2493 2 0.2561
3 0.3653 3 0.3817 3 0.3976
4 0.4895 4 0.5195 4 0.5491
5 0.6149 5 0.6629 5 0.7113
6 0.7417 6 0.8121 6 0.8849
7 0.8697 7 0.9674 7 1.0706
8 0.999 8 1.129 8 1.2692
9 1.1295 9 1.2973 9 1.4817

10 1.2614 10 1.4723 10 1.7093
11 1.3947 11 1.6546 11 1.9526
12 1.5292 12 1.8442 12 2.2213
13 1.6652 13 2.0416 13 2.4917
14 1.8024 14 2.247 14 2.7898
15 1.9411 15 2.4607 15 3.1089
16 2.0811 16 2.6832 16 3.4503
17 2.2226 17 2.9147 17 3.8155
18 2.3655 18 3.1557 18 4.2063
19 2.5098 19 3.4065 19 4.6244
20 2.6556 20 3.6675 20 5.0719
21 2.8028 21 3.9392 21 5.5506
22 2.9515 22 4.2219 22 6.0628
23 3.1017 23 4.5161 23 6.6111
24 3.2534 24 4.8223 24 7.1975
25 3.4067 25 5.141 25 7.8251
26 3.5614 26 5.4727 26 8.4965
27 3.7178 27 5.8179 27 9.215
28 3.8757 28 6.1771 28 9.9838
29 4.0351 29 6.551 29 10.8064
30 4.1962 30 6.9402 30 11.6865
31 4.3589
32 4.5233
33 4.6893
34 4.8569
35 5.0263
36 5.1973
37 5.3701
38 5.5446
39 5.7208
40 5.8989
41 6.0787
42 6.2603
43 6.4437
44 6.629
45 6.8162
46 7.0052
47 7.1961
48 7.389
49 7.5837
50 7.7805

     加入年数に１年未満の端数月がある場合は次式による。

     ｔ年ｍか月の支給率

      =ｔ年の支給率+ｍ×               １２

 （ｔ＋１）年の支給率－ｔ年の支給率

 

 


