
退会の手続き 
 
（１）退会手続きの概要（加入解除、退職共済金の請求） 
 

従事者共済会の加入者が退会（加入解除）する場合、施設・団体では掛金の請求を停止する 

ための手続きが必要です。 

 また、掛金納入期間が 12 か月以上の加入者には、退職共済金が給付されますので、受給手 

続きを行ってください。なお、掛金納入期間が 12 か月未満の場合には、給付されません。 

 

①退会（加入解除）の区分 
従事者共済会では、退会の区分（解除区分）を 2 つに分けています。 

退職：普通退職、雇用形態の変更、解雇、死亡退職等 

脱会：上記に当てはまらない退会 

 

②区分ごとの退会理由とその内容 
区分 退会理由 内容 

退職 

普通退職 

自己都合退職 

定年退職 

法人が解散した場合 

施設・団体が廃止となった場合 

雇用形態の変更 
常勤職員が非常勤職員等の雇用形態に切替わった場合 

雇用条件の変更に伴い、法人の退職金規程から外れる場合 

解雇 法人の意志により労働契約を解除した場合 

死亡退職 在職中に死亡し、退職した場合 

脱会 

退職せずに、従事

者共済会のみ退会

する場合 

当該加入者の退会を法人が承認した場合 

法人全体として従事者共済会との契約を解除するとし、それに 
ついて加入者全員の同意を得た場合 

加入者が正当な理由なくして契約条項を履行しない場合 

 

③退会手続き 
「共済加入解除」「退職共済金受給」「退職所得の受給に関する申告書の提出」があります。 

以下のＡ～Ｃの手順に沿って手続きを行ってください。 

 

Ａ 共済加入解除 

退会（加入解除）と同時に掛金請求を停止するには、共済会システムの「解除届」画面より 

電子申請してください。電子申請後に「加入解除申請書」の郵送は不要です。 

＊脱会の場合は、別途、「脱会申請書」Ｐ73の郵送が必要です。なお、脱会は遡って手続き 

することができませんので、速やかにご提出ください。 

（例）6 月末で脱会したい場合は、7 月 10 日までに届出必着 

   

Ｂ 退職共済金受給 

掛金納入期間が 12 か月以上で、退職共済金の受給申請をする場合は、上記Ａに加えて「退職 

共済金受給申請書」Ｐ80 を提出してください。「退職共済金受給申請書」は、共済会システム 

から出力することができます。なお、受給者氏名記入欄は、必ずご本人が記入し、本人の印を 

捺印してください。 



なお、退職共済金は、毎月 10 日の書類提出締切日までに、共済会システムでの「加入解除」 

および「受給申請」の電子申請を完了し、「退職共済金受給申請書」が郵送で提出された場合の 

み、当月末に給付（指定口座への振込み）されます。先に「加入解除」の電子申請が完了されな 

いと、「退職共済金受給申請書」は受理後、給付されませんので、ご注意ください。 

＊「脱会」の場合も、掛金納入期間が 12 か月以上の場合は、退職共済金が受給できます。 

ただし、退職共済金は、加入者掛金累計額分のみの給付となります。同じ加入期間における 

「退職」に比べ、退職給付金額が概ね半額になりますので、当該者が発生した場合には、十分 

ご説明ください。 

＊退職給付金額は、「退職共済金のシミュレーション」Ｐ79で確認することができます。 

 

Ｃ 退職所得の受給に関する申告書の提出     

退職共済金を受給した場合は、必ず退職者ご本人に「退職所得の受給に関する申告書」Ｐ82を 

作成していただき施設で保管してください。  

 

＜退会手続きの流れ＞ 

退 職 者 退職共済金振込の確認  

＜書類提出＞ 

ウ 退職所得の受給に関する申告書 

 

 

 

 ＜書類送付＞ 

A 給付内訳兼結果通知書 

B 源泉徴収票   （各 1枚） 

 

施 設 ・ 団 体 
 

＜処理＞ 

ア 加入解除の電子申請 

イ 退職共済金の請求の電子申請 
 

※イで出力された「退職共済金受給申請

書」に法人の署名・押印、退職者からの

自署・捺印をいただく 

※イのコピーを保管する 

※ウは原本を保管する 

 

＜処理＞ 

※A により会計処理をする 

※B をウに貼付し保管する 

 

＜書類提出＞ 

イ 退職共済金受給申請書 

 ＜共済会システム帳票出力＞ 

A 給付内訳兼結果通知書（2枚） 

B 源泉徴収票（3枚） 

 

従 事 者 共 済 会    退職共済金送金  

  

＜福祉医療機構（他団体の退職共済制度も含む）と契約している場合＞ 

従事者共済会の退職共済金の受給申請手続きを行った後に福祉医療機構の手続きを行ってください。

従事者共済会では、受給が決定すると源泉徴収票を発行します。それを、福祉医療機構の「退職所得 

の受給に関する申告書」に貼付し、従事者共済会経由で福祉医療機構に提出してください。 

＊退職手続きの詳細についてはＰ８、税務手続きはＰ134を参照ください。 



＜法人独自の退職金制度がある場合＞ 

従事者共済会と法人独自の退職金を合算し、法人が源泉徴収します（源泉徴収票の発行）。 

この源泉徴収票を、「退職所得の受給に関する申告書」に貼付してください。 

＊税務手続きは、Ｐ134を参照ください。 

 

＜外国人従事者が退職後早期に帰国する場合＞ 

退職共済金は受給申請した月の末日に送金します（例 ４月 10 日締切で受給申請した場合は、 

４月末に送金）。外国籍の従事者が退職後すぐに母国に帰国する等の理由で、上記スケジュールで 

退職共済金を受け取ることが難しい場合は、帰国前に退職共済金を給付できるように調整します。 

電子申請では対応できないため、事前に従事者共済会にお問合せの上、所定の手続きを行ってください。 

＊退職共済金の請求はＰ77を参照ください。 

④退会に関わる作成書類 
＜掛金納入期間が 12か月以上で、退職共済金が給付される場合＞ 

 共済加入 

解除申請書 

（様式第２号） 

退職共済金 

受給申請書 

（様式第７号） 

退職所得の受給 

に関する申告書 
添付書類等 

①退職 

○ 

＊電子申請後の 

提出不要 

○ 

○ 

＊施設･団体保管 

＊共済会への提出

不要 

・退職日までに改姓した場合は、「氏名

変更」の電子申請Ｐ59 を行う 

・法人独自の退職金と合算するため、

法人口座に振込みを希望する場合

は、「退職共済金送金先指定依頼書」 

  ＊従事者共済会届出様式参照 

（貸付中） 

・貸付制度を利用中の場合は、「貸付残

額の控除について（退職時）」 

  ＊従事者共済会届出様式参照 

（死亡退職） 

× 
＊退職所得では 

 ないため不要 

・「退職共済金受給申請書」 

＊従事者共済会届出様式参照 

＊「退職共済金の請求」の電子申請 

は不可。 

・加入者との関係を証明する書類 

＊退職共済金の請求Ｐ77参照 

②脱会 

○ 
＊電子申請後の 

提出不要 
○ 

× 
＊退職所得では 

 ないため不要 
・「脱会申請書」Ｐ73 

 

＜掛金納入期間が 12か月未満のため、退職共済金が給付されない場合＞ 

 共済加入 

解除申請書 

（様式第２号） 

退職共済金 

受給申請書 

（様式第７号） 

退職所得の受給 

に関する申告書 
添付書類等 

①退職 

○ 

＊電子申請後の 

提出不要 

× 
＊受給対象ではないため不要 

 

②脱会 

○ 

＊電子申請後の 

提出不要 

× 
＊受給対象ではないため不要 

・「脱会申請書」Ｐ73 

 



（２）解除申請（共済加入解除申請書）様式第２号 
 

加入解除（退会）に伴う掛金請求を停止するには、共済会システムの「加入解除」画面より電子 

申請してください。申請が完了しない限り、掛金請求が続きますので、退職共済金の給付の有無に 

関わらず、必ず遅滞なく手続きしてください。 

 

①解除申請における注意点 

＜退会日＞ 

従事者共済会では、退会日を毎月の月末と規定しており、実際の退職日（雇用契約最終日）と異 

なります。そのため「源泉徴収票」の退職年月日も、この退会日で記載されます。 

※実際の退職日が月途中の場合、実際の退職日の属する月またはその前月とすることができます。  

また、掛金もその月の分まで納めることになります。加入者に確認の上、退会日を決めてください。 
 

（例）実際の退職日が 3 月 15 日の場合 

3 月分の共済掛金を納入する場合  ⇒ 3 月末日退会、最終掛金納入月 3 月 

3 月分の共済掛金を納入しない場合 ⇒ 2 月末日退会、最終掛金納入月 2 月 

 

＜休職中の退会の場合（休退）＞ 

休職届により掛金納入を中断しており、そのまま退会することを「休退」といいます。 

退会日は雇用契約終了月の末日となります。なお、最終掛金納入月は休職前の最後の掛金納入月と 

なります。 

 

＜転職に伴う退職で、退会とならない場合＞ 

転職先の施設・団体も従事者共済会と契約している場合、以下の条件を満たせば従事者共済会に 

継続加入できます。 

 

・施設・団体において、当該加入者が退職金制度の対象になっている。 

・掛金納入が途切れない（転職前の施設・団体による掛金の納入と、転職後の施設・団体に 

よる掛金の納入が継続する） 

（例）10月中旬に前施設・団体を退職し、11月中旬から新しい施設・団体で働きだす 

 ⇒ 転職前の施設・団体によって 10月分の掛金、転職後の施設・団体によって 11 月分の 

掛金の納入がされるならば、従事者共済会に継続加入できる。 

  ※10月中旬～11月中旬まで雇用期間が 0でも継続加入可。 

 

その場合、退会手続きをせず、以下の表に沿って「転出・転入」の届出Ｐ54 を行ってください。 

加入者番号は変わらないため、加入者承認書は返却せずにご使用ください。 

 

＜脱会する場合＞ 

・脱会（退職によらない退会）する場合は、従事者共済会への「脱会申請書」Ｐ73の郵送が別途 

必要です。 

・共済会システムで「加入解除」の電子申請後、「脱会申請書」を出力し、必要事項を記入、押印 

の上、従事者共済会へ必ず郵送してください。 

・脱会は遡及手続きできません。遅滞なく手続きしてください。 

・加入期間（掛金納入期間）が 12 か月以上の場合は、加入者負担分の掛金累計額を給付する 



ので、「退職共済金の請求」の電子申請Ｐ84 を行い、「退職共済金受給申請書」Ｐ80 をあわせて 

郵送してください。 

・書類提出締切日までに郵送の確認ができないと手続きが完了しませんのでご注意ください。 

 

＜退職や転職等における申請方法の違いについて＞ 

ケース 必要な手続き 申請方法 参照ページ 

転職を伴わない退職 解除申請 電子申請 Ｐ70 

退職によらない 

従事者共済会の退会 

解除申請 

（脱会） 

電子申請後、出力さ

れた書類を郵送 
Ｐ70 

他法人に転職 

（従事者共済会の加入継続） 
転出・転入 紙申請 Ｐ54 

他法人に転職 

（従事者共済会を退会） 
解除申請 電子申請 Ｐ70 

法人内異動 
転出・転入 

（法人内異動） 
電子申請 Ｐ55 

 

＜貸付制度を利用中の場合＞ 

・退会前に一括返済をするか、退職金と相殺するか、どちらかを選択してください。 

・相殺の場合、共済会システムの「加入者詳細」画面を確認の上、「貸付残額の控除について 

 （退職時）」（従事者共済会届出様式を参照）を別途ご郵送ください。 

・一括返済の場合は、従事者共済会へお問合せの上、返済額等を確認してください。 

・貸付制度を利用している加入者の退会は、「退職共済金の請求」Ｐ77とあわせて、速やかに 

手続きしてください。 

＊貸付金の詳細については、Ｐ149 を参照ください。 

 

＜死亡退職による退会の場合＞ 

従事者共済会規定第 19条により、受取人は遺族になります。優先順位は下記のとおりです。 

順位 受給権者 

１ 配偶者 ＊事実上婚姻関係であった者を含む 

２ 子 

３ 父母 

４ 孫 

５ 祖父母または兄弟姉妹 

６ その他、死亡当時生計維持関係にあった親族 

 

＜退職後の死亡の場合＞ 

退職後、退職共済金を受け取る前に加入者が死亡した場合は、相続人が受取人となります。 

死亡による退職の場合の受取人とは異なりますのでご注意ください。 

 ＊退職共済金の受給については、「退職共済金の請求」Ｐ76をご確認ください。 



②その他の注意点 

＜氏名変更＞ 

婚姻等で退職日以前に改姓している場合、源泉徴収票に記載される氏名を変更する必要がある 

ため、「氏名変更」の電子申請Ｐ59をしてください。 

＜退会者への説明＞  

加入期間（掛金納入期間）が 12 か月以上の加入者が退会する場合は、「従事者共済会を退会され 

る方へ」Ｐ81 をコピーしてお渡しください。 

 

③解除申請の遡及・取消・変更 

＜遡及手続き＞ 

手続きの遅れ等による届出は、締切日を基準に最大２か月（前月、前々月）までは、共済会システム 

より入力ができます。それより以前の遡及は様式を作成し、ご提出ください（長期間の遡及は対応不可 

能な場合があります）。 

なお、遡及分の掛金は、手続きが完了した月の掛金請求時に調整します。 
 

（例）3 月末に加入解除したい場合 

  締切日       ４月１０日（当月） 

  遡及の届出締切日  ５月１０日（前月分として遡及）もしくは、 

            ６月１０日（前々月分として遡及） 
 

＊遡及の届出は前月分・前々月分のどちらかの締切日に間に合うように行ってください。 

＊「脱会」の場合、遡及手続きはできません。 

＊各届出の申請ができる期間については、Ｐ14を参照ください。 

 

＜取消・変更手続き＞ 

届出の処理完了後（毎月 10 日の届出締切日後）に、解除の取消や退会日の変更を行う場合は、 

Ｐ15を参照してください。 

  





  





（３）退職共済金の請求（退職共済金受給申請書）様式第７号 
 

掛金納入期間が 12か月以上で退職共済金の給付対象である加入者は、共済会システムの「受給 

申請」画面より電子申請の後、「退職共済金受給申請書（様式第 7 号）」Ｐ80 を出力し、法人印を押印 

し、退職者の自署・捺印の上、従事者共済会へ必ず郵送してください（加入期間〔掛金納入期間〕が 

12 か月未満の場合は不要）。 

 

＜退職共済金の給付対象＞ 

掛金納入期間 給付対象 必要な手続き 

12か月以上 対象 
・退職共済金の請求の電子申請 
・退職共済金受給申請書（様式第 7号）の郵送 

12か月未満 対象外 不要 

 ＊自施設・団体での雇用期間が 12 か月未満であっても、他施設・団体からの異動を経て掛金納入 

期間が 12 か月以上となる場合は給付対象になります。 

＊雇用期間が 12 か月以上でも、休職等で掛金納入期間が 12 か月未満の場合は、給付対象外となり 

ます。 

 

＜退職共済金の請求方法＞ ＊掛金納入期間 12か月以上の場合 

ケース 申請方法 参照ページ 

退職 電子申請後、出力された書類を郵送 Ｐ76 

退職によらない 

従事者共済会の退会（脱会） 
電子申請後、出力された書類を郵送 Ｐ73 

死亡による退職 紙申請 Ｐ77 

外国人従事者の 
退職後の早期帰国 

紙申請 ＊要事前連絡 Ｐ77 

 

①退職共済金の請求期間 
退会日から 5 年以内 

 
②受給申請する場合の注意点 
＜改姓時期と退会が重なる場合＞ 

退職と同時に姓が変わる場合、源泉徴収票の取扱い上の不都合をなくすため、以下の順に手続き 

してください。 
 

①「氏名変更」の電子申請Ｐ59を行う 

②「加入解除」の電子申請Ｐ70を行う。 

③退職共済金の請求の手続きを行う。 
 

なお、退職共済金振込口座名義については、旧姓でも構いません。ただし、振込みが確認される 

までは口座名義を変更しないでください。振込みができなくなり、給付が遅れる原因となります。 

 

 

  



＜貸付制度を利用中の場合＞ 

「貸付残額の控除について（退職時）」（従事者共済会届出様式を参照）を添付し、退会月の翌 

月 10 日までに速やかに提出ください。書類作成にあたり、事前に従事者共済会に記入事項を確認 

してください。 

＊貸付金の詳細についてはＰ150を参照してください 

 

＜死亡による退職の場合＞ 

退職共済金の請求の電子申請はできません。「退職共済金受給申請書」を記入・押印の上、以下 

の添付書類と併せて郵送してください。 

 

＜死亡による退職における受取人と優先順位＞ 

従事者共済会規定第 19条により、受取人は遺族になり、優先順位が定められています。原則と 

して高順位の受給権者が存命している場合、低順位の受給権者への権利の移譲はできません。 

順位 受給権者 必要となる添付書類 

１ 配偶者 
＊事実上の婚姻関係であ

った者を含む 

①加入者の戸籍謄本、除籍謄本、死亡診断書のうちいずれか 
1点（写可） 

②受取人の戸籍謄本（写可） 
③事実婚を証明する書類（両名の住民票記載事項証明書等） 

２ 子 上記②に加え 
④加入者の出生から死亡までの連続した戸籍 
＊転籍したことがある方は、過去に戸籍を置いていたすべての自治体か 

 ら発行する必要があります 

⑤死亡退職者の扶養状況確認書 
⑥同順位の遺族が複数いる場合は、同順位の者が受取人に委任
をする旨の委任状 
（例）父親が受け取る場合、母親からの委任状 
＊⑤⑥は従事者共済会届出様式の中にあります 

３ 父母 

４ 孫 

５ 祖父母または兄弟姉妹 

６ その他、死亡当時生計
維持関係にあった親族 

上記②④⑤⑥の書類に加え、生計維持関係を証明する書類 

 
＜退職後の死亡の場合＞ 

退職後、退職共済金を受け取る前に加入者が死亡した場合は、相続人が受取人となります。 

＊添付書類等の詳細は、従事者共済会にお問合せください。 

 
＜外国人従事者が退職後早期に帰国する場合＞ 

退職共済金は受給申請した月の末日に送金します。（例：４月１０日締切で受給申請した場合は、 

４月末に送金）外国籍の従事者が退職後すぐに母国に帰国する等の理由で、上記スケジュールで退 

職共済金を受け取ることが難しい場合は、帰国前に退職共済金を給付できるように調整します。 

事前に従事者共済会にお問合せの上、所定の手続きを行ってください。その場合、「解除申請」 

「退職共済金の請求」の電子申請はできません。 
 

Ａ 退職共済金の送金先について 

原則として国内金融機関の国内本支店への円建て送金を行います。海外の金融機関への送金や外 

貨建て送金はいたしません。 
 

Ｂ 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の取扱いについて 

外国人従事者が帰国前に退職共済金の給付を受け取ると、所得税法上は「居住者」として、通常 

どおり退職共済金から所得税を源泉徴収し、「退職所得の源泉徴収票」を発行します。 

  



Ｃ 「退職所得の受給に関する申告書」の取扱いについて 

外国人従事者についても、Ｂと同様に「居住者」として、「退職所得の受給に関する申告書」を 

法人に提出いただく必要がありますのでご注意ください。 
 

③受給申請書の作成上の注意点 
＜本人による自署・捺印＞ 

受給者記入欄の氏名・住所・電話番号は本人が自署し、捺印してください。 

＊本人の自署でない場合、または捺印がない場合、「退職共済金受給申請書」を再提出していただ 

きます。 
 

＜振込金融機関＞ 

・国内の金融機関であれば、ほぼすべての金融機関に振込みが可能です。 

・ゆうちょ銀行の場合、銀行からの振込用の「支店番号（3 桁）」と「口座番号（7 桁）」を電子申 

請の画面で入力してください。 
 

＜口座名義＞ 

・振込口座は原則として退職者（受取人）名義のものに限ります。 

・退職共済金の振込が確認されるまで、金融機関の口座名義は変更しないでください。 

・法人独自の退職金と合算することに加え、すべての退職者について施設・団体の口座へ振込みを 

希望する場合は、「退職共済金送金先指定依頼書」（従事者共済会届出様式を参照）の郵送による 

提出が必要です。 

・個別の退職者の事情により、送金先を施設・団体の口座にすることはできません。 
 

＜死亡による退職の場合＞ 

・「受給者氏名」は、亡くなられた加入者の氏名を記入します。捺印は不要です。 

・「受取人氏名」は、ご遺族で退職金を受取られる方（受取人）が記入し、捺印してください。 

・「振込先金融機関」は、受取人名義の口座となります。 

・「退職所得の受給に関する申告書」は不要です。 

 

④受給決定後の従事者共済からの通知 
受給決定後（毎月 20日ごろ）に共済会システムから「退職所得の源泉徴収票」3部Ｐ116と「給 

付内訳兼結果通知書」2部Ｐ115が出力できます。それぞれ印刷した上で、各 1部を退職者本人に送 

付してください。 

 ＊加入期間（掛金納入期間）が 12か月未満の場合、「給付内訳兼結果通知書」の退職者本人送付分 

は発行されません。また、「脱会（退職によらない退会）」「死亡による退職」による「解除申請」

を行った場合は「退職所得の源泉徴収票」の発行はされません。 

＊出力できる帳票一覧は、Ｐ18を参照ください。 
 

⑤退職共済金未請求の場合 
・「加入解除」の電子申請後、しばらく退職共済金の請求手続きがない場合には、従事者共済会より 

施設・団体に退職共済金の未請求の調査票を送付します。施設・団体の事務担当者は、必ず退職者 

への連絡・確認をしてください。 

・退職共済金の請求が長期間手続きされない場合は、未請求の調査票の記載内容を確認し、従事者共 

済会より退職者本人へ退職共済金の請求手続きの依頼をします。 
 

⑥退職所得の受給に関する申告書の提出 
・退職共済金を受給された場合は、必ず退職者ご本人から「退職所得の受給に関する申告書」 

  



（Ｐ82、従事者共済会届出様式を参照）を作成し、施設・団体へ提出いただく必要があります。 

・従事者共済会や税務署への提出は不要ですが、施設・団体において、退職後 7 年間保管する必要 

がありますので、ご注意ください。 

＊税務書類等の手続きの流れは「会計処理のページ」Ｐ134 を参照してください。 

・提出されない場合、退職共済金額の 20.42％が源泉徴収されます。また、提出されても、退職者 

本人の自署・捺印がない場合も課税されます。 

・なお、申告書には、必ず退職共済金の給付決定後に共済会システムから出力できる「源泉徴収票 

（施設・団体用）」を貼付してください。 
 

＜退職所得の受給に関する申告書の作成上の注意点＞ 

①退職手当の支払者は、勤務先の法人の所在地を記入してください。 

②Ａ欄の勤続期間は、年単位に繰上げます。（例 5 年 1 か月の場合 → 6 年） 

③他法人からの転入で、従事者共済会に継続加入していた加入者の場合、Ａ欄「③勤続期間」は 

通算で記入してください。 

④法人独自の退職金を給付する場合には、Ｂ欄・Ｅ欄も記入してください。 

⑤訂正箇所があった場合には、退職者本人印で訂正してください。 

 

⑦退職共済金のシミュレーション 
退職共済金の金額をあらかじめ確認したい場合は、共済会システムの「退職共済金のシミュレー 

ション」画面より確認ができます。事務担当者はご本人の申出に応じてシミュレーションを行い、 

結果を伝えてください。 

＊システム操作説明Ｐ33 参照 

  





従事者共済会を退会される方へ【退職共済金の申請・受給の流れ】 
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＜退職共済金給付にあたっての注意点＞ 

＊共済会システムの「解除申請」と退職共済金受給申請書の両方が不備なく従事者共済会で受理され 

ると、退職共済金の給付が決定します。 

＊退職共済金が給付されると、従事者共済会から所属していた施設・団体宛に、退職共済金給付内訳 

兼結果通知書と源泉徴収票を発行します。施設・団体経由で書類を受け取ってください。 

＊貸付利用中の方が退会される場合は、必ず退会月翌月の 10日までに従事者共済会へ書類が届くよ 

う、作成・提出をお願いします。 

＊退職共済金の請求期間は、規程により退会日から５年以内です。 

＊福祉医療機構の退職手当共済制度にも加入していた方は、別途退会・請求手続きが必要ですので、 

施設・団体の事務担当者へ確認してください。 

 

  

＜退職者からの提出書類＞  
＊書類は施設・団体の事務担当者より入手してく
ださい。 

 
加入期間（掛金納入期間）12か月以上の方のみ 
・退職共済金受給申請書 
・退職所得申告書 
なお、貸付金返済中の場合は「貸付残額の控除
について（退職時）」も提出 

施設・団体 退職者 

＜退職者への退職共済金の給付＞ 
毎月 10 日（必着）までに従事者共済会へ
届いた書類について退会処理・給付手続
きを行い、その月の月末に指定口座へ退
職共済金を振込みます。 

退職者 

施設・団体 

従事者共済会 

20 日頃共済会システム 
より事務担当者が印刷 
・退職共済金給付内訳兼 

結果通知書(２枚) 
・源泉徴収票(３枚) 

＜退職者への書類送付＞ 

・退職共済金給付内訳兼結果通知書 

・源泉徴収票 

注）転職後の施設・団体で共
済会に継続加入できる場
合は、退会関係書類では
なく、「共済契約転出・
転入届」が必要です。事
務担当者にお申し出くだ
さい。 

＜施設・団体からの電子申請＞ 
共済会システムにて「加入解除」「受給申請」の電子申請
を順に行い、「退職共済金受給申請書」を出力し、退職者
に受給者記入欄の自署・捺印をもらい、従事者共済会に郵
送します。 



 

  



  



  



 


