同 志社共 済組 合遺児 育英 資金給 付規 程
施行

1996年 4月 1日

改正

2010年 3月 8日

（ 目的）
第 １条

この 規程は 、同 志社共 済組 合（以 下「 共済組 合」 という 。） に加入 して いる組 合員

が 、在職 中死 亡によ り退 職した とき は、そ の者 に遺児 がい る場合 にお いて、 遺児 の健全 な
成 長を援 助す るため の育 英資金 を支 給する こと を目的 とす る。
（ 受給資 格者 ）
第 ２条

受給 資格者 は、 次の各 号の いずれ かに 該当す る遺 児とす る。

(１ ) 同 志社給 与規 程第 17条に 定める 家族 手当の 支給 対象者
(２ ) 「 給与所 得者 の扶養 控除 等申告 書」 に記載 され ている 者
(３ ) 組 合員死 亡時 に胎児 であ った者 （た だし、 出生 後速や かに 出生届 を届 け出な けれ ば
な らない 。） 。
（ 学校等 の区 分及び 支給 額）
第 ３条

育英 資金は 、受 給資格 を有 する遺 児が 次の各 号に 該当す る場 合、遺 児１ 人につ き、

当 該の金 額を 支給す る。
(１ ) 未 就学児 童

月額

30,000円

(２ ) 小 学校在 学

月額

30,000円

(３ ) 中 学校在 学

月額

40,000円

(４ ) 高 等学校 ・高 等専門 学校 ・専修 学校 在学
(５ ) 短 期大学 在学

月額

月額

50,000円

50,000円

(６ ) 大 学在学 （大 学院・ 専攻 科・別 科は 除く）

月額

50,000円

（ 支給期 間）
第 ４条

育英 資金の 支給 期間は 、組 合員が 死亡 した日 の属 する月 の翌月から遺児が前条に定め

る各学校等を卒業する月まで支給する。ただし、各学校の支給期間は所定の修業年限を上限と
する。
２

組合 員の 死亡時 胎児 であっ たと きは、 出生 の月か ら支 給する 。
（ 支給方 法）

第 ５条

育英 資金の 支給 は、毎 年３ 月、６ 月、 ９月及 び12月の 年４回と し、各 々の 支給月 ま

で の３カ 月分 を支給 する 。
（ 申請者 ）
第 ６条

申請 者は、 遺児 の親権 者又 は遺児 を事 実上扶 養す る者と する 。ただ し、 遺児が 満18

歳 以上で あっ て、申 請者 がいな い場 合は、 遺児 が申請 者と なるこ とが できる 。
（ 申請手 続等 ）
第 ７条

申請 者は、 組合 員の死 亡後 又は胎 児で あった 遺児 の誕生 後２ カ月以 内に 、次の 各号

に 掲げる 書類 を本共 済組 合に提 出し なけれ ばな らない 。
(１ ) 遺 児育英 資金 受給申 請書
(２ ) 住 民票

１通

１通

(３ ) 通 園証明 書又 は在学 証明 書

１通

(４ ) 申 請者及 び同 一世帯 内の 遺児全 員の 前年の 所得 証明書 （源 泉徴収 票又 は確定 申告 書
の 写し）

１通
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（ 支給除 外事 由）
第 ８条

前条 の受給 申請 の審査 に当 たって 、受 給資格 者が 次の各 号の 一に該 当す るとき は、

受 給対象 から 除外す る。
(１ ) 親 権者が 再婚 し、再 婚後 その配 偶者 と同居 する ように なっ たとき 。
(２ ) 養 子縁組 をし たとき 。た だし、 受給 資格者 が事 実上そ の者 を養育 して いた者 と養 子
縁 組をし た場 合を除 く。
(３ ) 組 合員の 養子 であっ た受 給資格 者が 養子縁 組を 解消し たと き。
(４ ) 遺 児が死 亡し たとき 。
(５ ) 遺 児が就 職し たとき 。
(６)

遺児が第３条に定める各学校等を休学又は退学したとき。

(７ ) そ の他上 記各 号に準 じる とき。
（ 支給の 停止 ）
第 ９条

申請 者が次 の各 号の一 に該 当する とき は、支 給を 停止す る。

(１ ) 死 亡した 組合 員の配 偶者 及び同 一世 帯内の 遺児 全員の 前年 の所得 が、 別に定 める 限
度 額を超 えた ときは 、翌 月から 育英 資金の 支給 を停止 する 。
(２ ) 前 号に定 める 前年の 所得 とは、 給与 所得及 びそ の他の 所得 の合計 をい う。た だし 、
組 合員の 前年 度の所 得、 退職所 得及 び公的 年金 は、こ れを 除くも のと する。
(３ ) 申 請者が 、こ の規程 に定 められ た手 続を理 由な く怠っ たと きは、 支給 を停止 する 。
(４ ) そ の他上 記各 号に準 じる ときは 、支 給を停 止す る。
（ 不正受 給の 場合の 措置 ）
第 10条

虚偽 の申請 その 他の不 正の 事実が あっ た場合 は、 不正受 給額 を共済 組合 に返還 しな

け ればな らな い。
（ 細則）
第 11条

この 規程の 施行 に必要 な事 項は、 別に 細則を もっ て定め る。

（規程の改廃）
第 12条

この 規程の 改廃 は、共 済組 合運営 委員 会にお いて 決定す る。
附

則

こ の規程 は、 2004年 ４月 １日か ら施 行する 。
附

則

こ の規程 は、 2010年 ４月 １日か ら施 行する 。
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