
財形年金のプランを計算してみよう！

　警生協の財形年金共済事業は、組合員でなければ利用することができません。はじめて警察職員生活協同組合の事業をご利用され
る方は、 同時に組合加入の手続を行ってください。 
　財形年金共済についてのご質問等は、都道府県警察等（厚生担当課）の警生協支部担当者にお尋ねください。 

警察職員生活協同組合
http://www.keiseikyo.or.jp

（H29.08）

〒102-8607　東京都千代田区三番町6番8　警察共済ビル

◎
均
等
積
立
の
計
算
式

１  毎月掛金と増額掛金の累計額が385万円に近い金額になるよう計算してください。

２  積立金額を変更する場合の計算式は次のとおりです。

毎月掛金

希望掛金累計額

新毎月掛金 新増額掛金 残払込年数

残掛金額以下

計

（非課税限度額385万円以下）

残掛金額

3,000円以上
（1,000円単位）

3,000円以上
（1,000円単位）

計 掛金累計額

385万円以下

（1,000円単位）
5,000円以上

（1,000円単位）
5,000円以上

385万円以下

増額掛金 払込年数 掛金累計額
12 2回回

－ ＝

× ×

2回×

×

×

＝

＝

＋

12回×

＋ ＝

＋

H30年XX月末掛金累計額

H30年XX月末掛金累計額
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４  次に、下の計算式で重点積立期間中の半年当たりの「増額掛金額」を算出します。
重点積立増額掛金の総枠 重点積立年数 重点積立増額掛金額（半年当たり）

2÷ ÷ ＝

（G）の額 （B）－（A）の年数 ※千円未満は切捨て

３　次に、「重点積立の毎月の掛金（F欄）」を設定した後、下の計算式で「重点積立期間中の増額掛金の総枠（G欄）」を
　算出します。

重点積立掛金の総枠 重点積立の毎月掛金 重点積立年数 重点積立増額掛金の総枠
×　　 × ＝12－

（E）の額
（F）

（B）－（A）の年数
（G）

２　次に、重点積立期間中に積み立てることができる掛金総額の枠（非課税申告額枠内の金額）を次の計算式で算出して
　ください。

非課税申告額 現在の積立掛金累計額

　新規契約の方は、「０」を記入してください。契約変更の方は、変更申込
用紙に印字打ち出しされた掛金累計額を記入してください。

調整積立の毎月掛金額
×　　 × ＝12

調整積立年数 重点積立の掛金の総枠
－ －

（D）の額 （C）－（B）の年数
（E）3,000円

加入・変更時の年齢

重点積立期間 調整積立期間 （非課税申告額は385万円以下です。）
（A） （B） （C） （D）

重点積立終了年齢 払込終了年齢 非課税申告額
１  まず、次の各欄にあなたの考えている設計年齢等を記入してください。

警察職員生活協同組合未加入の方へ

警察職員生活協同組合

平成 30 年度

　このパンフレットに記載の「契約概要」と「注意喚起情報」には、それぞれご契約の内容等に関
する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
　なお、このパンフレットは、お申込み後も大切に保管してください。

◎退職後の生活資金の準備　　◎災害死亡時等の保障

□　年金内容はニーズに合致していますか。
□　�ご自身が選択された掛金額、積立方式は、ニーズに合致していますか。

この財形年金共済は、以下のニーズをお持ちの方に適した共済です。
ご自身の意向、希望に
合致した共済で
あるかどうかを、
お申込みの前に
必ずご確認ください。

警生協の財形年金は、

非課税で、安心・ゆとりの将来設計

積立中の災害死亡には、払い込んだ掛金の５倍保障

警生協　財形年金共済

組合員の皆様へ



重点積立期間の短縮で年金原資を増やしましょう！
　35歳以下で重点積立方式を選択されている方の約半数が、40歳までに重点積立期間を終了させ、月々
３千円の調整積立期間に移行されています。一方、重点期間の終了年齢を46歳以上で設定され、重点積
立のメリットを十分に生かしきれていない方も大変多くおられます。
　同じ385万円の積立てでも、重点積立期間を短縮することで、将来の年金原資を増やすことができます。
今回の募集時に「重点積立期間の短縮」を是非ご検討ください。

重点積立期間「51歳まで」を「36歳まで」に短縮！

残りの重点積立期間を22年間から７年間に短縮すれば、払い込んだ掛金は同じでも年金原資が約25万円増え、
約475万円が約500万円になります！

28歳 重点積立中

51歳まで重点積立期間
月額７千円、ボーナス2.6万円
52歳から55歳までは
月額３千円の調整積立期間

29歳から 重点積立期間の短縮

積立額を増やし、重点積立期間を
36歳までに短縮
月額1.9万円、ボーナス6.3万円
37歳から55歳までは
月額３千円の調整積立期間

 パンフレットの裏表紙に、
変更計算シートがあります
ので計算してみてください！
 また、警生協支部担当者に
お問合せいただければ個別に
シミュレーション致します。

35歳以下の重点積立選択者のうち、
重点積立終了年齢を46歳以上で設定している皆さんへ1

均等積立から重点積立に変更！

10年間の重点積立により年金原資が約29万円増え、約483万円が約512万円になります！

24歳 均等積立中

20歳から積立開始
月額６千円、ボーナス1.9万円
55歳まで同額積立

25歳から 重点積立に変更
積立額を増やし、35歳まで重点
積立
月額1.3万円、ボーナス5.1万円
36歳から55歳までは
月額３千円の調整積立期間

　申込書に添付されている「重
点積立参考シート」を参考に、
無理のないプランを選択して
ください。

20歳代から30歳代前半で、均等積立中の皆さんへ2

今からでも間に合います！ 必ず385万円まで積み立てなければならない訳ではありません。

　例えば、50歳で新規契約し、月額５万円、ボーナス8.5万円で５年間積み立てると、累計掛金は385万円で、
60歳時の年金原資は約410万円となります。
重点積立方式と均等積立方式の比較については、6ページをご参照ください。
短期間で解約された場合は元本割れとなります。予定利率1.2％で計算していますが、予定利率は将来変更される場合もあります。

49歳 未契約

今から385万円も積み立てられ
ないし、もう遅いのかな？

50歳から 均等積立で新規契約

積立期間が５年以上あれば大丈夫です！
利息が非課税であることは、通常の貯蓄にはない
財形年金のメリットです。非課税限度額（385万円）
まで、できるだけ多く利用する価値はありますよ。

　財形年金は、５年以
上の払い込みが必要な
ため、新規契約できる
方は生年月日により制
限があります。
　平成30年４月契約
の場合、昭和38年５
月１日以降生まれの方
が新規契約可能です。

ご注意

40歳代後半から50歳代前半で、財形年金に未契約の皆さんへ3

変更例

変更例

警生協の財形年金共済は 警生協年金「ゆとり」 とともに
あなたの退職後のための 資産形成 をお手伝いします。

財形年金の賢い利用方法は、「早期積立開始」と「重点積立」です！

◆ 　重点積立方式とは、一定年齢までに共済掛金の非課税限度額（385万円）近くまで重点的に掛金を積
み立て、残りの期間（調整積立期間）は毎月3,000円のみを積み立てる方式です。早い時期に共済掛金を
できるだけ多く積み立て、利息を増やし、より多くの年金を受け取れる大変有利な積立方式です。

財形年金は、退職後に必要となる生活資金を大変有利に準備できる「貯蓄」制度です！

　夫婦２人でのゆとりある退職後の生活費は、月額約35万円（生命保険文化センターの調査による）。公的
年金での平均収入が約26万円※ですので、不足分の約９万円を自分自身で準備しなければなりません。
※　昭和42年４月２日以降生まれの特定警察職員（退職時警部以下の警察官等）で、組合員39年、退職時給料額が44万円、65歳支給開始の例です。
　 　上記見込額は、退職等年金給付、配偶者の老齢基礎年金を含んだ概算額であり、実際の年金額は、特定警察職員、一般職員、組合員期間、給料

額などによって異なりますので、ご注意ください。

公的年金を補完するための私的年金の必要性
ゆとりある退職後の生活費は約35万円1

　まずは、財形年金を早期に契約し、重点積立方式で積み立て、30歳～40歳の間に警生協年金「ゆとり」の
積立てを始めてください。
　退職時の年金原資（積立金と利息等の合計）が、財形年金で500万円、警生協年金「ゆとり」のＡ・Ｂ各コー
スがそれぞれ500万円～750万円で、合計1,500万円～2,000万円になることが理想です。 

２つの私的年金で、退職時に
1,500万円～2,000万円の年金原資の確保が理想 2

　警生協が提供している財形年金共済は、払込掛金（限度額385万円まで）に対する利息と受給する年金が
非課税で、確定申告の必要がないことや、積立・据置中での災害死亡時には、掛金累計額の５倍保障(最高1,925
万円)があることが大きな魅力です。毎月3,000円から積立可能で、払込掛金の変更が毎年可能です。 

財形年金の特長3

財形年金の初任科生向け重点積立モデルプラン例 

調整積立期間　22年

財形年金
初任科生募集 ８月頃
通常募集12月～１月

（Ｐ４参照）

まずは

重点積立期間　10年 据置期間　５年 年金受給期間予定利率　1.2%  ※

６年確定年金
10年確定年金

10年保証
終身年金

15年確定年金毎　　月　16,000円
ボーナス　56,000円 毎月3,000円のみ

財形年金
積立額目標
500万円

（モデルプランの場合
約512万円）

33歳から

警察に就職したら

23歳から

60歳から55歳から

32年間の掛金累計
383万円

選べる受給期間選べる受給期間

【参考】 　均等積立で毎月6,000円、ボーナス24,000円の場合、掛金累計384万円、積立原資額約474万円。重点積立モデルプ
ランとの積立原資額の差は約38万円となります。

　　　　※　予定利率は、金利水準の低下その他著しい経済変動等、契約の際予見することができない事情の変更により、変更することがあります。

■　契約変更される方

山田 太郎

2 0 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 45678
ヤマダ タロウ

6 0 0 8 0 5

1,160

平成20 ４ 平成53 ３ 33 6 22 3,828

2,500 3,828

平成30年４月30日

平成30 3

（払込終了時までにより多くの年金原資を積み立てたい人におすすめ）

や ま だ　　た ろ う
山　田　太　郎

36 4 53 173

30 4 36 3 6 2 1 4 7 2 0 7 6

6 1 2

青森市青柳２－１－１５

2 5 0 0 0 0 0 3 8 5 0 0 0 0

30

3850 3848

1 15

30 01 15

記入してください。

記入日の記入漏れに
注意！

契約時の印鑑が分からな
い場合は、２か所に押印
をして改印に○を付けて
ください。

●均等積立から重点積立
に変更した場合

●重点積立の金額等を変
更した場合
　　　　と
の合計額を記入してく
ださい。

●均等積立の金額等を変
更した場合
　　　　と
の合計額を記入してく
ださい。

本人のマイナンバーは記入
不要です。

法人番号は、税務署から求められた場合
に、警生協事務局で記入しますので、記
入不要です。

この部分は、支部でス
タンプを押す場合もあ
りますので、記入につ
いては、支部に確認し
てください。

氏名欄には、フリガナは
印字されていますが、
漢字は印字されて
いません！
必ず自署が必要です。

〇の付け忘れに注意！
複数の項目を選択するこ
とができます。

年金受給期間を変更する
場合だけ、申込区分の②
に〇を付け、ご希望の年
金受給期間に○を付けて
ください。変更しない方
は○を付けないでくださ
い。

◎非課税限度額の変更
◎住所変更
された方のみ、　　内を
記入してください。
印鑑も忘れずに押印して
ください。
それ以外の方は、記入不
要です。

❷

❶

❸

❺

❹

❻

❼

❾ ❽

（H29. 08）

15警生協 財形年金共済



4 警生協 財形年金共済

目　　次

■財形年金共済の４つの特長�����������������������������１
■契約概要�������������������������������������２
❶　財形年金共済の仕組み�����������������������������２
❷　各期間中にお支払する共済金等と年金等の内容������������������３
❸　共済契約者と被共済者�����������������������������４
❹　新規契約と契約変更������������������������������４
❺　共済期間�����������������������������������４
❻　共済掛金�����������������������������������５
❼　積立金現在高等の通知�����������������������������６
❽　共済掛金払込期間終了の通知、手続�����������������������７
❾　年金の支払と手続�������������������������������７
❿　契約者割戻金（配当） �����������������������������７
⓫　共済金等請求の手続������������������������������８
⓬　年金等の受取人��������������������������������８
⓭　指定受取人の変更�������������������������������８
⓮　上乗せ年金制度��������������������������������８
⓯　税制上の取扱い��������������������������������８
⓰　解約�������������������������������������８
⓱　代理請求制度���������������������������������９
⓲　事情の変更����������������������������������９
⓳　転職時の手続（移管） �����������������������������９
⓴　マイナンバーの申告手続����������������������������９

■Ｑ＆Ａ　よくある質問������������������������������ 10
■注意喚起情報���������������������������������� 12
■「契約申込書」と「契約変更申込書」の記入要領 ������������������ 13

　新規契約される方������������������������������� 14
　契約変更される方������������������������������� 15
警生協は、組合員やご家族の皆様に共済事業の情報や当組合の取組をお知らせするため、 
ホームページを開設しています。

警生協ホームページ 警生協 検索

ID、パスワードは警生協からの各種通知をご覧になるか、警生協担当者に 
お問合せください。
QRコードはスマートフォン、タブレット端末に対応しています。
http://www.keiseikyo.or.jp 

財形年金共済の４つの特長 

1 　利息・年金に対して非課税
　  　財形年金共済は、国が支援する制度として、税制優遇措置がとられていますので、掛

金（払込限度額385万円）の利息、受給する年金のいずれにも税金がかかりません（確
定申告も不要です。）。 

2　 毎月3,000円から積立てが可能で、掛金の変更が毎年可能
上手に積立てすると年金原資500万円も可能 

　  　給与から天引きのため手間がかからず、確実に積み立てられます。
　  　毎月掛金は3,000円以上1,000円単位、増額掛金（ボーナス）は5,000円以上1,000

円単位で積み立てることができ、毎年１回掛金額の変更が可能です。
　  　積立方式には、「重点積立」と「均等積立」があり、早期に契約し重点積立方式で効率

よく積み立てれば、年金原資を約500万円にすることができます。 

3　万一の場合の災害保障付きで、保障額は掛金累計額の５倍
　　  　年金受給開始前に生じた災害による死亡、重度障害又は財形年金共済事業規約で定め

る特定の疾病により死亡したときには、災害等発生時の掛金累計額の５倍相当額の共済
金をお支払します。

4　異動があっても継続可能
　　  　全国の警生協支部で取り扱っていますので、他の都道府県警察等への転勤があっても

契約を継続することができます。
　　  　また、他企業（団体）に転職する場合、転職先で財形年金の取扱いがあり、引継ぎす

ることが可能であれば、財形年金を解約せずに転職後も継続することができます。

1警生協 財形年金共済



契　約　概　要
　この「契約概要」は、警察職員生活協同組合財形年金共済事業規約に規定する契約の内容等に
関する重要事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。　
　ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・了承いただくとともに、お申込内容がご自身
のニーズに合致するものであることをご確認の上、お申込みされるようお願いします。

　財形年金共済は、現職中に毎月の給与及び期末・勤勉手当から掛金を払込み、その積立
金と運用利息（予定利率年1.2％注）に契約者割戻金（配当）を加えた金額を年金原資と
して、60歳から年金として受け取ることができる貯蓄制度です。
　また、掛金払込期間中と据置期間中の保障として、災害死亡共済金、災害重度障害共済
金、死亡給付金及び重度障害給付金があります。
注�　予定利率は、金利水準の低下その他著しい経済変動等、契約の際予見することができない事情の変更により、変
更することがあります。

■　財形年金貯蓄の要件

　財形年金共済は、勤労者財産形成促進法及び租税特別措置法で、次のような要件が定められ、税法上は非課税の
優遇措置が講じられています。
●�　一人１契約で、掛金は給与天引きにより、毎月一定の時期に定額を払い込むこととなっていること。
●�　掛金の非課税限度額は、385万円（財形住宅貯蓄と合わせて550万円）であること。
●�　掛金は、５年以上払込み（２年未満の中断や育児休業等を取得した場合には特例措置の手続をすれば子が３歳
に達するまで中断することが可能）、掛金払込終了日から年金支払開始日までの間を据え置く場合は５年以内で
あること。
●�　満60歳以降の契約所定の年金支払開始から５年以上の期間にわたって毎年一定の時期に定額の年金を受け取
ることとなっていること。
●�　積み立てた年金原資は、解約と共済契約者の死亡や重度障害の場合を除き、年金としての支払のほかは、払い
出すことができないこと。

１	 財形年金共済の仕組み

生存されている限り一生涯お支払
いたします。

〈仕組み〉
災害死亡共済金等

（払込共済掛金累計額の５倍）

払込共済掛金累計額払込共済掛金累計額

掛金は最高385万円まで
払込可能

年
金
原
資

　年金は、60歳到達後の年金受給日（契約応当日）以後、
半年ごと（年２回）支払

６年確定年金
掛金払込期間中に

年金の種類（４種類）を選択

60歳 65歳 年金受給期間満了

10年確定年金

60歳 69歳 年金受給期間満了

15年確定年金
60歳 74歳 年金受給期間満了

10年保証　終身年金
60歳 69歳

契
約

現職中
掛金払込期間

（５年以上37年以下）

掛
金
払
込
終
了

（
年
金
の
種
類
決
定
）

据置期間
（１年・３年・５年）

退
職

年
金
受
給
開
始

保
証
期
間
終
了

年金受給期間

終
身

非課税

60 61 62 63 64 65

60 61 62 63 64 65

60 61 62 63 64 65

66

66

67

67

68

68

69

69 70 71 72 73 74

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

　（１）　共済掛金払込期間中と据置期間中に支払われる共済金等 
共済金等 支払事由 支払金額

災害死亡共済金
災害重度障害共済金注1

　被共済者が、災害注2を直接の原因とし
て、その災害発生日から180日以内に死
亡又は重度障害の状態注3になったとき。
　財形年金共済事業規約で定める特定の
疾病注3により、死亡したとき。�

　災害等発生時の掛金累計額の５倍
相当額をお支払します。�

死亡給付金
重度障害給付金注1

　被共済者が、災害以外で、死亡又は重
度障害の状態注３になったとき。�

　死亡又は重度障害の状態になった
ときの掛金積立金（掛金と利息）相
当額をお支払します。�

注１　災害重度障害共済金又は重度障害給付金をお受取になられたときは、契約は消滅します。�
注２　災害とは、不慮の事故を指すもので、急激かつ偶発的な外来の事故のことです。
注３　「重度障害の状態」及び「財形年金共済事業規約で定める特定の疾病」とは、下表のとおりです。�
　　　�なお、新型インフルエンザによる死亡は、災害死亡共済金の支払対象ではありません。	

重度障害の状態 財形年金共済事業規約で定める
特定の疾病

・両眼の視力を全く永久に失ったもの
・�言語又は咀嚼の機能を全く永久に失ったもの
・�神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
・�胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
・�両上肢を手関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
・�両下肢を足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
・�１上肢を手関節以上で失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったか又はそ
の用を全く永久に失ったもの
・�１上肢の用を全く永久に失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったもの�

・コレラ　　　　・腸チフス
・パラチフスＡ　・細菌性赤痢
・腸管出血性大腸菌感染症
・ペスト　　　　・ジフテリア
・猩紅熱　　　　・�髄膜炎菌性髄膜炎
・発疹チフス　　�・�急性灰白髄炎（ポリオ）
・日本脳炎　　　・ラッサ熱�
・痘瘡

　（２）　年金受給期間中の年金 
支払事由 支払方法

年金注1

(定額)�

　被共済者が満60歳到達後の年金受給
日�（契約応当日注２）に生存し、以後半年
ごとの年金受給日に生存しているとき。�

　６年確定年金、10年確定年金、15
年確定年金及び10年保証終身年金の
４種類から選択していただき、年２
回年金をお支払します。�

未払年金
　被共済者が年金受給期間中（終身年金
の場合は10年保証期間中）に死亡した
とき。�

　各確定年金の支払期間又は終身年
金の10年保証期間のうち、年金が支
払われていない残りの期間に係る年
金原資をお返しします。　
　なお、終身年金の10年保証期間経
過後に死亡された場合は、未払年金
はありません。�

注１	　実際の年金額は、年金支払開始日前日の積立金額と年金支払開始時における組合で適用する計算の基礎（予定利率等）
により計算します。	

注２　契約応当日とは、契約日の翌年以降の契約日と同じ日のことです。

２	 各期間中にお支払する共済金等と年金等の内容
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　（１）　共済契約者
　契約日の年齢が18歳から54歳までの警生協の組合員です。

　（２）　被共済者（保障の対象になれる方）
　共済契約者（組合員本人）です。

　（１）　新規契約
　毎年１回の募集期間内に、新規契約の申込みをすることができます。

　（２）　契約変更
�　掛金額の増減、掛金払込期間、年金受給期
間等の契約内容の変更は、掛金払込期間中の
毎年の定期募集の期間内及び据置期間に移行
する時に申し込むことができます（年金受給
期間の変更は、据置期間開始後はできません
のでご注意ください。）。
�　ただし、掛金の変更については、第１回目
の年金受給額（半年分の基本年金額）が６万
円（６年確定年金の場合、必要掛金累計額は
72万円。）未満となるような変更はできません。
※　第１回目の年金額が６万円に満たない場合には、年金受給開始日の属する月の前月の末日にて解約（一時金
で支払）となりますので、ご注意ください。

　共済期間とは、最初の共済掛金払込日から年金受給終了時までの期間をいい、この期間
は、掛金払込期間、据置期間及び年金受給期間に分かれます。

３	 共済契約者と被共済者

４	 新規契約と契約変更

５	 共済期間

■　契約時年齢別の掛金払込終了時の年齢と据置期間

契約時の年齢 掛金払込終了時の年齢 据置期間

18歳～31歳 55歳 ５年

32歳～33歳 55歳又は57歳 ５年又は３年

34歳～50歳 55歳、57歳又は59歳 ５年、３年又は１年

51歳～52歳 57歳又は59歳 ３年又は１年

53歳～54歳 59歳 １年

　（１）　共済掛金の払込み 
●　毎月掛金
　�　毎月の給与から天引きされ、警生協に払い込まれます。金額は、3,000円以上
1,000円単位です。

●　増額掛金
　�　６月及び12月の期末・勤勉手当から天引きされ、警生協に払い込まれます。金額
は5,000円以上1,000円単位です。
　　なお、必ず毎月掛金の払込みが必要です。増額掛金のみの契約はできません。�

　（２）　共済掛金払込限度額 
　共済掛金の払込限度額は、非課税限度額の385万円です。なお、財形住宅貯蓄を併
用している場合は、両方を合わせて550万円が払込限度額となります。�

　（３）　共済掛金の積立方式 
●　重点積立方式（推奨方式）
　�　一定年齢までに共済掛金の非課税限度額（385万円）近くまで重点的に掛金を積
み立て、残りの期間（調整積立期間）は、毎月3,000円注のみを積み立てる方式です。�
　�　早い時期に共済掛金をできるだけ多く積み立て、利息を増やし、より多くの年金
を受け取れる大変有利な積立方式です。
　　警生協では、重点積立方式をお勧めしています。

　　　　注　調整積立期間中の増額掛金の積立てはできません。

●　均等積立方式 
　�　全払込期間を通じて、毎月の給与及び期末・勤勉手当から一定の金額を積み立てる
方式です。�

６　共済掛金
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■　 支部別の契約日（契約応当日）
支　　部 契約(応当)日

下記以外の支部 ４月30日
長野県支部

６月30日
岡山県支部
栃木県支部

11月30日
徳島県支部

※�　募集時期の詳細は、都道府県警察等（厚生担
当課）の警生協支部担当者にご照会ください。

掛金払込期間
（５年以上37年以下）

据置期間
（１年・３年・５年）

年金受給期間
（確定年金又は終身年金）

　最初の共済掛金の払込日か
ら据置開始日の前日までの期
間です。
　この期間は、契約時の年齢
によって、５年以上37年以
下となります。

　掛金払込期間終了日の翌日
から年金受給日までの期間で
す。
　この期間は、契約時の年齢
によって、１年・３年・５年
となります。

　年金受給開始日から年金受
給終了日までの期間です。
　この期間は、年金の種類に
よって６年・10年・15年・
終身となります。

年
金
受
給
終
了

60
歳
年
金
受
給
開
始

退
　職

据
置
開
始

掛
金
払
込
期
間
終
了

契
　約

※　�満60歳到達日と契約応当日の関係で、60歳で現職中の方が年金を受給する場合があります。



■　重点積立方式と均等積立方式の比較
契約年齢 23歳 30歳 40歳 50歳
積立方式 重点 均等 重点 均等 重点 均等 重点 均等
積立期間 32年 25年 15年 ５年

うち重点期間 10年 ５年 10年 ２年
うち調整期間 22年 20年 ５年 ３年
毎月掛金 16,000円  6,000円 36,000円 11,000円 22,000円 16,000円 100,000円 50,000円
増額掛金 56,000円 24,000円 97,000円 11,000円 51,000円 32,000円 335,000円 85,000円
調整掛金  3,000円  3,000円  3,000円   3,000円
掛金累計額 383万円 384万円 385万円 384万円 384万円 385万円
年金原資
見込額注 512万円 474万円 494万円 456万円 441万円 431万円 416万円 410万円

年金原資の
差額 38万円 38万円 10万円 ６万円

年
金
受
取（
年
額
）見
込
額

６年確定 87 万円 81 万円 84 万円 78 万円 75 万円 73 万円 71 万円 70 万円

10年確定 53 万円 49 万円 52 万円 48 万円 46 万円 45 万円 43 万円 43 万円

15年確定 36 万円 34 万円 35 万円 33 万円 31 万円 31 万円 30 万円 29 万円

終身年金
（10年保証） 20 万円 19 万円 20 万円 18 万円 18 万円 17 万円 17 万円 16 万円

注　年金原資見込額とは、共済掛金のうち、年金の支払に充てる部分に平成29年８月１日現在の予定利率年1.2％による利子
相当分と積立割戻金を加えた額をいいます。なお、上記の表では積立割戻金（配当金）はないものとして計算しています。

　　予定利率は、金利水準の低下その他著しい経済変動等、契約の際予見することができない事情の変更により、変更するこ
とがあります。そのため、上記の年金原資見込額は確定したものではありません。

　（４）�　共済掛金払込の中断、育児休業等取得に伴う掛金払込の中断、海外
勤務中の非課税適用
●　共済掛金払込の中断
　　共済掛金払込の中断は、２年未満（23か月）の期間認められます。

●　育児休業等取得に伴う掛金払込の中断
　 　育児休業等（産前、産後、育児休業）を取得する場合、育児休業等の開始日までに
所定の手続を行うことにより、子が３歳に達するまでの間、掛金払込の中断ができます。

●　海外勤務中の非課税適用
　 　共済契約者が警察職員の身分のまま海外で勤務することになった場合は、所定の

手続を行うことにより、出国時までに積み立てた金額は、７年間に限り非課税の適
用が受けられます。

※�　それぞれ所定の手続が必要です。該当する方は、警生協支部担当者まで連絡をお願いします。

　　　 　組合は、毎事業年度終了後、据置期間終了までの間、共済掛金の払込金額、積立金現在
高、共済契約の内容等に関する重要な事項をお知らせします。

７	 積立金現在高等の通知

８	 共済掛金払込期間終了の通知、手続
 　最後の共済掛金払込の約４か月前に手続のご案内と「財形年金共済契約の年金受給期間変
更申込書 （財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書）」を送付します。
　年金の受給期間を選択した上、最後の共済掛金払込日までに提出してください。この手続で
年金の受給期間（種類）が確定します。退職時や年金受給開始時には、年金の受給期間（種類）
は変更できませんのでご注意ください。

　　　 　なお、最後の共済掛金払込日から２か月以内に提出がない場合は、年金としてお支払す
ることができず、一時金でのお支払となりますのでご注意ください。 

９	 年金の支払と手続
　　　 　現職中に積み立てた共済掛金積立金（掛金と利息）と積立割戻金を合計した額を年金原

資として、満60歳に達した直後の契約応当日（年金受給開始日）から、年２回、下表の
年金支払日にお支払します。

　　　 　年金のご請求に際しては、年金支払開始日の５か月前に「財形年金請求書」を送付しま
すので、必要事項を記入し、年金支払開始日の３か月前までに警生協へ提出してください。

　　　 　「財形年金証書」は、第１回年金のお支払と同時期に送付します。ただし、第１回年金
の支払日が、４月～６月の場合は７月下旬となります。

　　　 　「財形年金送金通知書」は、年金のお支払の都度、送付します。
　　　 　なお、10年保証終身年金を選択された共済契約者が、10年の保証期間経過後に死亡した

場合は、それ以後の一時金又は年金のお支払はありません。	

■　契約応当日別の年金支払日
契約応当日 年金支払日
４月30日 ４月30日 10月31日
５月31日 ５月31日 11月30日
６月30日 ６月30日 12月31日
８月31日 ８月31日 ２月28日
９月30日 ９月30日 ３月31日
11月30日 11月30日 ５月31日
12月31日 12月31日 ６月30日

注　第１回目の年金支払日は、満60歳に達した直後の契約応当日で、上記表の「年金支
払日」欄の左側の日です。

注　年金支払日が土曜・日曜・休日又は金融機関休業日の場合は、直前の金融機関営業
日に振り込まれます。

10	 契約者割戻金（配当）
　　　 　毎事業年度の決算において剰余金が生じた場合は、積立額に応じた契約者割戻金をお支

払します（割戻金の支払がない年度もあります。）。
　　　 　割戻金は、新規に契約された事業年度でのお支払はありません。
　　　 　割戻金は、一定の利率で積み立てられ（積立割戻金）、将来の年金原資に充当されるも

のであり、途中で引き出すことはできません。
　　　　なお、年金受給前に死亡又は解約された場合には、お返しします。
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　　　�　死亡又は重度障害等により共済金等の支払事由が生じた場合は、直ちに、警生協支部担
当者へ連絡してください。

　　　�　災害重度障害共済金、重度障害給付金及び年金の受取人は、共済契約者のみです。変更
することはできません。

　　　�　災害死亡共済金、死亡給付金及び未払年金の受取人は、共済契約者が指定された方（指
定受取人）です。

　　　�　共済契約者が死亡する前に、警生協に「改姓届兼受取人変更届」を提出することで、い
つでも指定受取人を変更することができます。生命・傷病共済など他の共済の指定受取人
を募集時期に契約申込書で変更した場合でも、財形年金共済の指定受取人の変更は別途届
出が必要となります。

　　　�　なお、遺言による指定受取人の変更はできません。結婚された後においても父母の方を
指定受取人としている方がかなりおられます。この際にご確認ください。

　　　�　年金の支払開始後に、契約者又は配偶者が重度障害になり、多額の費用を相当期間必要
とするようになった場合は、契約者の申出により、残りの年金支払期間を短縮し、短縮期
間の年金原資を上乗せして１回当たりの年金支払額を増額することができます。

　　　　この申出は１回に限られ、かつ、次の要件を全て満たしている場合に行うことができます。
（１）�　確定年金10年若しくは15年の期間内の契約者又は終身年金で10年間の支払保証

期間内の契約者であること。
（２）�　上乗せ年金の支払回数は、２回以上で、上乗せ年金の支払期間は、上乗せ年金の

支払前の年金支払期間と合わせて５年以上となること。

（１）　共済掛金（払込限度額385万円）に対する利息　 　………非課税
（２）　年金受給額　　　　　　　　　　　　　　　　 ……………非課税（確定申告不要）
（３）　災害死亡共済金※及び死亡給付金　　　　　 　 ……………相続税
（４）　災害重度障害共済金及び重度障害給付金　　　……………非課税
※　災害死亡共済金には、法定相続人の数に応じた一定の非課税の適用があります。

解約返戻金は、一時所得として課税の対象となります（「16 解約」を参照してください。）。
税法の改正等により、今後、取扱いが変更されることがあります。

　　　�　共済掛金の払込期間又は据置期間中はいつでも解約することができ、解約した場合は、
掛金積立金相当額の解約返戻金注１と積立割戻金をお支払します。年金受給中は解約する
ことができません。

10	 契約者割戻金（配当）11	 共済金等請求の手続

12	 年金等の受取人

13	 指定受取人の変更

14	 上乗せ年金制度

15	 税制上の取扱い

16	 解約

　　　�　なお、契約後１年10か月以内に解約した場合は、元本割れとなりますので、ご注意ください。
　　　�　また、解約返戻金は、差益（解約返戻金と掛金累計額の差額）に対して、一時所得課

税注２が適用されます。一時所得課税とは、差益から50万円を控除した差額の１/２の額が
他の所得と合算して課税されるものです。�

注１�　平成28年１月１日以降、解約返戻金の受取額が100万円を超える場合は、契約者のマイナンバーの申告が必要
となりました。（「20�マイナンバーの申告手続」を参照してください。）

注２�　災害等による家屋の被害や高額の医療費の支払又は所得税法の特別障害者に該当することとなった場合などは、
税務署長の証明を受けることにより、差益に対する一時所得課税が適用されません。詳しくはお住いの管轄税務署
にご確認ください。

　　　�　共済契約者が意識不明の状態等となり、災害重度障害共済金や年金等の請求を行うこと
が困難な場合には、共済契約者に代わって、下記の範囲及び順位の方が共済金等を請求す
ることができます。

　　　�　なお、代理請求人を下記の範囲で、指定又は変更するときや、この制度を利用しないと
きは、「共済金等の代理請求人の指定・変更届」の提出が必要ですので、警生協支部担当
者へ連絡してください。�

　　　　　１　配偶者　　２　子　　３　父母（養父母、実父母）　　４　兄弟姉妹	

　　　�　組合は、金利水準の低下その他の著しい経済変動等この共済契約の締結の際に予見しえ
ない事情の変更又は財形法及びその関係法令の改正により、特に必要があると認めた場合
は、総代会の議決を経て、共済掛金及び積立金額等の計算の基礎を将来に向かって変更す
ることがあります。

　　　�　他企業（団体）に転職する場合、転職先で財形年金の取扱いがあり、引継ぎすることが
可能であれば、財形年金を解約せずに転職後も継続することができます。

　　　�　この場合、転職先の財形年金貯蓄取扱機関に対する財形年金の移管の手続が必要となり
ますので、まず、警生協支部担当者に連絡してください。�

　　　�　平成28年１月１日以降、下枠内のいずれか１つの共済金等の受取額が100万円を超え
る場合、警生協が作成し、税務署に提出する「支払調書」（法定調書）に、「契約者及び受
取人のマイナンバー（個人番号）」の記載が必要となりましたので、「マイナンバー申告書」
の提出をお願いしております。�

　　　　解約返戻金、災害死亡共済金、死亡給付金、未払年金　　　　
※　�財形年金の受給、災害重度障害共済金、重度障害給付金については、マイナンバーの申告は不要です。�

17	 代理請求制度

18	 事情の変更

19	 転職時の手続（移管）

20	 マイナンバーの申告手続

9警生協�財形年金共済8 警生協�財形年金共済



Ｑ&Ａ　よくある質問
Ｑ1 いくらから積立てができますか？

　�　毎月掛金は3,000円以上1,000円単位、ボーナスは5,000円以上1,000円単位で積立て
ができます。

Ｑ2「重点積立」と「均等積立」って何ですか？
　�　重点積立は、早い段階で多くの掛金を積み立てて、払込終了年齢までの残りの期間
（調整積立期間）は、毎月3,000円のみを積み立てる積立方法です。

　　均等積立は、払込終了年齢まで、一定の金額を積み立てていく積立方法です。
　�　重点積立は、早いうちに多くの積立てを行うため、その分利息も増えますので、「重
点積立」で積み立てることをお勧めします。　　　　

　　できません。
　�　財形年金は、契約時の年齢により、積立てを終わらせる年齢（払込終了の年齢）が
決められています。契約時の年齢が25歳の場合は、払込終了の年齢は55歳になります。
このため、55歳まで積立て（最低月額3,000円）を行っていただく必要があります。

Ｑ4 財形年金は、元本割れしませんか？
　　契約後１年10か月以内に解約した場合は、元本割れとなります。

　�　育児休業に入ると無給になるため、掛金の給与天引きができません。このため、育
児休業中は、掛金払込の中断を行っていただく必要があります。

　�　平成27年４月１日から、産前・産後休業を含めて、子供が３歳に達するまでの間、
掛金の払込中断ができるようになりました。休業の開始前に中断手続を行うことにな
りますので、警生協支部担当者までお問合せください。

Ｑ6 財形年金の受給期間は、どれくらいにすればよいですか？
　�　財形年金の受給期間は、新規契約時に、６年確定年金、10年確定年金、15年確定
年金、10年保証終身年金の４つから選択していただくことになりますが、払込終了時
（据置開始時）までは、変更が可能です。
　�　受給期間の最終決定は、払込終了時（据置開始時）に行っていただきます。最近の
傾向としては、確定６年（31%）、確定10年（47%）を選択する方が多くなっています。

A

A

Ｑ3 　25歳で財形年金に新規契約したいと思っています。財形年金は385万円まで
しか積み立てられないと聞きましたが、早く積み立てたいので、35歳になるま
での10年間で、385万円の積立てを終わらせたいと思っています。できますか？

A

A
Ｑ5 　育児休業に入ることになり、給与が出なくなります。財形年金

を積み立てていますが、どうしたらよいですか？

A

A

Ｑ7 受給期間で、「10年保証終身年金」とは、どういう意味ですか？
　�　生存している限り、受け取れる年金を終身年金といいます。10年保証とは、年金
の受給を開始してから10年未満で亡くなった場合でも、10年間分の年金を保証しま
すという意味で、死亡時には残期間分の年金原資を一括払いします。

　　　　　　あります。
　　（例�）自分が払い込んだ金額が384万円、10年保証終身年金で年額17万円（8.5万円

×年２回）を受給
　�　この場合は、83歳まで生存であれば、受取総額が391万円（17万円×23年）となり、
払い込んだ金額384万円を上回ることになります。「10年保証終身年金」を選択する
場合は、自分が払い込んだ金額を受け取れない場合もあることを理解した上で選択し
てください。

Ｑ9 財形年金の積立金の一部を引き出すことはできますか？
　　財形年金の一部引き出しはできません。

Ｑ10 死亡時の受取人を遺言により指定することはできますか？
　　遺言による受取人の指定はできません。
　�　新規契約申込書又は受取人変更届（別途提出が必要です。）により受取人を指定し
てください。

Ｑ11 財形年金の契約者が、他企業（団体）に転職することになりました。財形年金を解約しなければなりませんか？
　�　転職先の企業（団体）で財形年金を取り扱っている場合に限り、積み立てた財形年
金を転職先へ引き継ぐことができます。転職先に財形年金の取扱いがあり、引継ぎを
希望する場合は、速やかに、警生協支部担当者へ連絡してください。

A

67歳

年額17万円受給

10年間

(例）10年保証終身年金を選択、年額17万円（8.5万円×年２回）を受給する場合
　　　（積立割戻金（配当金）はないものとします。）

119万円を受給済

３年間分の年金原資
約51万円をお支払

死亡

70歳
10年保証期間を過ぎてお亡くなりになった場合、
払戻しやそれ以後のお支払はありません。

60歳 7年 ３年

Ｑ8 「10年保証終身年金」を選択すると、自分が払い込んだ金額を受け取れない場合もありますか？

A

A

A

A
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注意喚起情報
　この「注意喚起情報」は、契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載して
います。
　ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・了承の上、お申込みされるようお願いします。

効力発生日  契約の申込みを組合が承諾し、最初の共済掛金が給与から控除された日から契約上の効力が生じます。

共済金等が
支払われない

場合
(免責事由)

１ 　共済契約者が地震、噴火、津波又は戦争その他の変乱により死亡し、又は重度障害の状態になっ
た場合は、災害死亡共済金又は災害重度障害共済金をお支払することはできません。ただし、災害
死亡共済金が支払われない場合でも、共済掛金積立金があるときは、当該共済掛金積立金を共済契
約者の法定相続人にお支払します。

２ 　被共済者又は死亡給付金等の受取人の故意又は重大な過失により、災害死亡共済金の支払事由が
生じた場合には、その災害死亡共済金は支払われず、共済掛金積立金を共済契約者の法定相続人に
お支払します。ただし、その受取人が災害死亡共済金の一部の受取人である場合は、災害死亡共済
金の額からその者が受け取るべき金額を差し引いた残額又は共済掛金積立金のうちのいずれか大き
い金額を、その他の死亡給付金等の受取人にお支払します。

３ 　被共済者の故意又は重大な過失により、災害重度障害共済金の支払事由が生じた場合には、その
災害重度障害共済金は支払われず、共済掛金積立金を共済契約者にお支払し、共済契約は消滅します。

４ 　死亡給付金等の受取人が故意又は重大な過失により、被共済者を死亡させた場合（２に該当する
場合は除きます。）には、共済契約者の法定相続人に、年金支払開始日前については死亡給付金は支
払われず、共済掛金積立金をお支払し、年金支払開始日以後については未払年金の現価をお支払し
ます。ただし、その受取人がその死亡給付金等の一部の受取人である場合は、年金支払開始日前に
ついては共済掛金積立金を、年金支払開始日以後については未払年金の現価をその他の死亡給付金
等の受取人にお支払します。

掛金払込
中断期間

　共済掛金の払込みは、２年未満の期間、中断することができます。共済掛金が払い込まれないまま、
最後に共済掛金が払い込まれた日から起算して２年を経過した場合は、解約しなければなりませんが、
その間に共済契約による共済掛金の払込終了日に到達する場合は、その日をもって掛金の未払分を減
額して、そのまま契約は継続することとなります。この場合は、年金受給開始日、年金受給期間等は
契約のとおりとなります。
　なお、育児休業等取得に伴う掛金払込中断期間の特例措置（子が３歳に達するまで中断できます。）は、
６ページの（４）を参照してください。

不適格による
解約

　次に掲げる事由に該当する場合は、不適格による解約とみなします。
・ 契約者が警生協の組合員でなくなった場合及び警生協の組織のない職場に出向・転職した場合で、

新しい職場で他の取扱機関の財形年金に引継ぎがないとき。
・ 契約者が海外勤務時（出国時・帰国時）に、必要な手続を行わなかったとき。

詐欺による共済
契約の取消し

　共済契約者が契約に当たって、詐欺の行為を行った場合は、共済契約を取り消すことがあります。
その場合には、共済金等は支払われず、共済掛金も返還されません。

消滅時効 　年金等の支払又は共済掛金の返還を請求する権利は、３年間行わないときは、時効によって消滅します。

重大事由による
解除

　組合は、次に掲げる場合には、共済契約を解除することができます。
・ 組合に共済金等を支払わせることを目的として故意に共済事故又は支払事由を生じさせ、又は生じ

させようとしたとき。
・共済金等の受取人が、共済金等の請求について詐欺を行い、又は行おうとしたとき。
・組合の信頼を損ない、共済契約の存続を困難とする重大な事由があるとき。

積立ての
仕組みと
元本割れ期間

　積立金は、共済掛金から災害時の支払
や契約の維持運営に充てられる経費（事
務経費）を控除した金額に予定利率（平
成29年８月１日現在年1.2％）により計
算した利息を付して積み立てられたもの
です。

（例）　  毎月10,000円ずつ払い込んだ場合

契約後１年10か月以内に解約した場合
は、元本割れとなります。

年金受給額

　年金受給額（１回の支払期当たりの
年金額）は、年金受給開始日の前日の
共済掛金積立金と積立割戻金の合計額
（年金原資）に右記の率を乗じて得た
額となります。

経過年数 掛金累計 掛金積立金 解約返戻金
１年 120,000円 119,838円 119,478円
２年 240,000円 240,198円 240,198円
３年 360,000円 361,786円 361,786円
４年 480,000円 484,616円 484,616円
５年 600,000円 608,704円 608,704円
７年 840,000円 860,715円 860,715円
10年 1,200,000円 1,248,559円 1,248,559円
15年 1,800,000円 1,922,265円 1,922,265円

年金受給期間 年金原資に
乗ずる率

６年確定年金 0.0856657
10年確定年金 0.0526204

年金受給期間 年金原資に
乗ずる率

15年確定年金 0.0361154
10年保証終身年金 0.0204726

「契約申込書」と「契約変更申込書」の記入要領

■　はじめに
　財形年金共済契約（変更）申込書は、次の要領で記入してください。 
１ 　申込書は、３枚複写となっていますので、ボールペン（黒）で筆圧を強くして丁寧に記入し

てください。
２ 　訂正する場合は、訂正したことがわかるように間違った箇所を二本線で抹消の上、その上部

に正しい数字等を記入してください。この場合、訂正印を押されますと判読しにくくなります
ので、訂正印は押さないでください。

３ 　カナ氏名や生年月日などあらかじめ申込書に印字されている内容に誤りがあった場合には、
二本線で抹消の上、余白に正しい内容を記入してください。

　　その際、誤りがあったことを警生協支部担当者へご連絡ください。
４ 　契約者情報の印字のない申込書（白紙申込書）で申し込まれる方は、記入例を参考に記入し

てください。組合員番号等ご不明な点は、都道府県警察等(厚生担当課）の警生協支部担当者へ
ご照会ください。 

■　警生協からのメッセージ　【申込手続の前に】

１　重点積立期間の短縮で年金原資を増やしましょう！

　35歳以下で重点積立方式を選択されている方の約半数が、40歳までに重点積立期間を終了
させ、月々３千円の調整積立期間に移行されています。一方、重点期間の終了年齢を46歳以
上で設定され、重点積立のメリットを十分に生かしきれていない方も大変多くおられます。
　同じ385万円の積立てでも、重点積立期間を短縮することで、将来の年金原資を増やすこと
ができます。
　今回の募集時に「重点積立期間の短縮」を是非ご検討ください。

２　財形年金の解約はモッタイナイ！

　40代の方々は、住宅資金や教育資金のために、財形年金の解約が最も多くなる年代です。
年金受給前に解約した場合、利息部分は課税対象（一時所得）となってしまいます。せっかく
貯めた退職後の生活資金ですので、別の方法で必要な資金を捻出できないか、解約する前に
ちょっと考えてみてください。財形年金の解約は、大変もったいないことです。
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■　新規契約される方

2 1 2 3 4 1 2 3 45 6

0 7 0 8 0 5

7 9 8 7 6 50
ヤマダ ジロウ

平成30   4 26
7

14 12

平成56   3
平成56   4 平成63   3

19
5

平成30   4
平成44   4

平成44   3
平成63   3

平成30   4 平成35   3

7

31

27

41

98

3,588
252

3,164

2,840
684

3,840
4,880

3,848
5,106

3,848

418 176

256

437

268

99

184

104
452 190

1081,00828平成 62   3平成34   4 2775,282

平成30   4
平成30   4

平成 3
平成 3

33
33

6
7

22
16

3,828
3,828

3,828
4,749
3,828
4,749

406
249
406
249

171
97

171
97

払込終了は、
55歳払済：
平成63年3月
57歳払済：

59歳払済：

契約時年齢は
22歳です。

平成30年４月30日

63   
63   

（払込終了時までにより多くの年金原資を積み立てたい人におすすめ）

山田 次郎

30 01 15

3850

4

30 1 15

3848
ヤマダ
山田

トミコ
富子

5522

や ま だ　　じ ろ う
山　田　次　郎
青森市青柳２－１－１５

3

青森市新町２－３－１
青森県警察本部
青森市新町２－３－１　
青森県警察本部長

8 5 0 0 0 0

それぞれのモデルケースの数字がプレ印
字されています。

氏名欄には、フリガナは
印字されていますが、
漢字は印字されて
いません！
必ず自署が必要です。

選択したモデルケースに
〇を付けるのを忘れてい
る場合があります。

必ず、いずれかの受給期
間を選択し、○を付けて
ください。
なお、積立中は受給期間
の変更が可能です。
最終決定は、払込終了時
（据置開始前）に行って
いただきます。

契約時年齢により、下表
のとおり、払込終了時年
齢が決まっています。

選択したモデルケースの
払込終了年月日（　　　
の部分）が、　　　で、
何歳に該当するのか確認
し、55歳、57歳、又は
59歳のいずれかを記入
してください。

契約時年齢 払込終了時年齢
18～31歳 55歳
32、33歳 55歳又は57歳
34～50歳 55歳、57歳又は59歳
51、52歳 57歳又は59歳
53、54歳 59歳

記入日の記入漏れに
注意！

選択したモデルケースの
　　　　の部分の金額を
転記してください。

印鑑を押すところは
　
　　内の３か所です。
３枚複写ですので、
３枚とも押印ください。

原則として385万円
（又は共済掛金累計額に記載
の金額）と記入してくだ
さい。
*財形住宅貯蓄と競合する場合は、警
生協支部担当者にご相談ください。

　　内も忘れずに記入
してください。
年月日、氏名、ふりがな、住所

本人のマイナンバーは記
入不要です。

法人番号は、税務署から求められた場合
に、警生協事務局で記入しますので、記
入不要です。

契約者本人の名前を記入する方がいますが、本人は
死亡時の受取人にはなれません。本人以外のどなた
かを指定し、続柄コードを記入してください。

この部分は、支部でス
タンプを押す場合もあ
りますので、記入につ
いては、支部に確認し
てください。

❶

❷

❹

❻

❽

❸

❺

❼





❾
（H29. 08）
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警生協の財形年金共済は 警生協年金「ゆとり」 とともに
あなたの退職後のための 資産形成 をお手伝いします。

財形年金の賢い利用方法は、「早期積立開始」と「重点積立」です！

◆ 　重点積立方式とは、一定年齢までに共済掛金の非課税限度額（385万円）近くまで重点的に掛金を積
み立て、残りの期間（調整積立期間）は毎月3,000円のみを積み立てる方式です。早い時期に共済掛金を
できるだけ多く積み立て、利息を増やし、より多くの年金を受け取れる大変有利な積立方式です。

財形年金は、退職後に必要となる生活資金を大変有利に準備できる「貯蓄」制度です！

　夫婦２人でのゆとりある退職後の生活費は、月額約35万円（生命保険文化センターの調査による）。公的
年金での平均収入が約26万円※ですので、不足分の約９万円を自分自身で準備しなければなりません。
※　昭和42年４月２日以降生まれの特定警察職員（退職時警部以下の警察官等）で、組合員39年、退職時給料額が44万円、65歳支給開始の例です。
　 　上記見込額は、退職等年金給付、配偶者の老齢基礎年金を含んだ概算額であり、実際の年金額は、特定警察職員、一般職員、組合員期間、給料

額などによって異なりますので、ご注意ください。

公的年金を補完するための私的年金の必要性
ゆとりある退職後の生活費は約35万円1

　まずは、財形年金を早期に契約し、重点積立方式で積み立て、30歳～40歳の間に警生協年金「ゆとり」の
積立てを始めてください。
　退職時の年金原資（積立金と利息等の合計）が、財形年金で500万円、警生協年金「ゆとり」のＡ・Ｂ各コー
スがそれぞれ500万円～750万円で、合計1,500万円～2,000万円になることが理想です。 

２つの私的年金で、退職時に
1,500万円～2,000万円の年金原資の確保が理想 2

　警生協が提供している財形年金共済は、払込掛金（限度額385万円まで）に対する利息と受給する年金が
非課税で、確定申告の必要がないことや、積立・据置中での災害死亡時には、掛金累計額の５倍保障(最高1,925
万円)があることが大きな魅力です。毎月3,000円から積立可能で、払込掛金の変更が毎年可能です。 

財形年金の特長3

財形年金の初任科生向け重点積立モデルプラン例 

調整積立期間　22年

財形年金
初任科生募集 ８月頃
通常募集12月～１月

（Ｐ４参照）

まずは

重点積立期間　10年 据置期間　５年 年金受給期間予定利率　1.2%  ※

６年確定年金
10年確定年金

10年保証
終身年金

15年確定年金毎　　月　16,000円
ボーナス　56,000円 毎月3,000円のみ

財形年金
積立額目標
500万円

（モデルプランの場合
約512万円）

33歳から

警察に就職したら

23歳から

60歳から55歳から

32年間の掛金累計
383万円

選べる受給期間選べる受給期間

【参考】 　均等積立で毎月6,000円、ボーナス24,000円の場合、掛金累計384万円、積立原資額約474万円。重点積立モデルプ
ランとの積立原資額の差は約38万円となります。

　　　　※　予定利率は、金利水準の低下その他著しい経済変動等、契約の際予見することができない事情の変更により、変更することがあります。

■　契約変更される方

山田 太郎

2 0 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 45678
ヤマダ タロウ

6 0 0 8 0 5

1,160

平成20 ４ 平成53 ３ 33 6 22 3,828

2,500 3,828

平成30年４月30日

平成30 3

（払込終了時までにより多くの年金原資を積み立てたい人におすすめ）

や ま だ　　た ろ う
山　田　太　郎

36 4 53 173

30 4 36 3 6 2 1 4 7 2 0 7 6

6 1 2

青森市青柳２－１－１５

2 5 0 0 0 0 0 3 8 5 0 0 0 0

30

3850 3848

1 15

30 01 15

記入してください。

記入日の記入漏れに
注意！

契約時の印鑑が分からな
い場合は、２か所に押印
をして改印に○を付けて
ください。

●均等積立から重点積立
に変更した場合

●重点積立の金額等を変
更した場合
　　　　と
の合計額を記入してく
ださい。

●均等積立の金額等を変
更した場合
　　　　と
の合計額を記入してく
ださい。

本人のマイナンバーは記入
不要です。

法人番号は、税務署から求められた場合
に、警生協事務局で記入しますので、記
入不要です。

この部分は、支部でス
タンプを押す場合もあ
りますので、記入につ
いては、支部に確認し
てください。

氏名欄には、フリガナは
印字されていますが、
漢字は印字されて
いません！
必ず自署が必要です。

〇の付け忘れに注意！
複数の項目を選択するこ
とができます。

年金受給期間を変更する
場合だけ、申込区分の②
に〇を付け、ご希望の年
金受給期間に○を付けて
ください。変更しない方
は○を付けないでくださ
い。

◎非課税限度額の変更
◎住所変更
された方のみ、　　内を
記入してください。
印鑑も忘れずに押印して
ください。
それ以外の方は、記入不
要です。

❷

❶

❸

❺

❹

❻

❼

❾ ❽

（H29. 08）
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