
契約者貸付のごあんない（退職給付保険）
1 　貸付の種類と利用限度額 

普通貸付

種類
貸付

利率

年1.20%

年2.40%

特別貸付

（日本郵政グル

ープ 社 員 等と

して在 職 期 間

が１年以上）

貸付事由 利用限度額
合算の

限度額

貸付申込日における前月末現在の退

職給付金の範囲内になります。ただ

し、退職給付金が２０万円未満の場

合は、２０万円が限度額。

400万円

150万円
※事実を証明する資料として添付

いただく請求書または領収書の
金額の範囲内

⑴ 本人、子、現に扶養する弟妹の結婚

⑵ 本人、配偶者の出産

⑶ 本人、子、現に扶養する弟妹の進学・進級

⑷ 災害による被害

⑸ 家族の葬祭

⑹ 本人、家族の疾病

⑺ 住宅の取得、増改築

＊FAXによる申込はできません。必要書類を最寄りの郵政福祉地方本部にご郵送ください。
＊貸付の利用件数は、普通貸付、特別貸付および特別援護貸付を合わせて５件以内とします。
＊借受人は、利用限度額の範囲内において、借り替えすることができます。なお借り替えの場合は、既借入額の未弁済元金に応
　じてご利用限度額がかわりますので、最寄りの郵政福祉地方本部にご確認ください。
＊特別貸付の利用限度額は、事実を証明する資料として添付いただく請求書または領収書の金額の範囲内とします。
＊借受人が債務の履行を怠った場合は、未弁済の債権を保険会社等に譲渡することがあります。
＊送金日は、当法人で定めた送金日程表に基づく日とし、送金日が貸付実行日となります。
＊休職中は普通貸付のみご利用いただけますが、ご利用状況によってはお引受けできない場合があります。
＊契約者貸付を含めた当法人の貸付制度および当法人以外の貸付制度をご利用されている方で、その各貸付制度の毎月の弁済額
　の合算額が退職給付保険の保険料対象俸給の３０％を超える場合はお引受けできません。

2 　弁済方法と弁済期間（普通貸付・特別貸付）
弁済方法と弁済期間

 月賦均等弁済（給与）またはボーナス併用弁済（給与・夏期手当・年末手当）のいずれかより選択できます。

 長期、中期または短期のいずれかより選択できます。

＊弁済金は給与からの控除になります。 

種類 貸付申込書 ご本人確認資料（注 1） 事実を証明する資料（注 2） 収入印紙（注 3）

 ○ ○  ○

 ○ ○ ○ ○

（注１）貸付（新規・借替）をお申込みの際、次の（１）から（４）に定める公的書類のいずれか一つの写しを当法人にご提出ください。
　　　 （１） 社員証（職員証）と共済組合員証（健康保険被保険証）の組み合わせ（共済組合員証は現住所記載で表裏両面の写し）
　　　 （２） 運転免許証
　　　 （３） 住民基本台帳カード（写真付のもの）
　　　 （４） 個人番号カード（表面のみ）

（注2）次項「4　特別貸付の事実証明資料」をご参照ください。

（注3）収入印紙は借入金額に応じたものを申込者様がご用意ください。消印は不要です。 

3 　貸付の申込みに必要な書類等 

―

弁済方法

弁済期間

普通貸付

特別貸付

種類

種類 弁済方法

4 　特別貸付の事実証明資料

貸付事由 事実を証明する資料（写し）

「結婚する両名の住所氏名、婚姻日を記載した書面（様式任意）

＋「所要経費の請求書または領収書」

※所要経費とは、結納、挙式、披露宴、新婚旅行、結婚記念品、

　結婚に伴い必要となる家具・電化製品の購入に要する費用

　です。

「母子手帳（出生届出済証明書欄）」または「診断書」＋「所

要経費の請求書または領収書」

※所要経費とは病院に支払う出産に係わる費用です。

「在学証明書」「学生証」「合格通知書」のいずれか一つ＋「所

要経費の請求書または領収書」

※所要経費とは、教育機関に支払う学費です。

「罹災証明書」「被害状況の明確な写真」のいずれか一つ＋「所

要経費の請求書または領収書」

※所要経費とは、火災、風水雪害、地震、噴火により損害を受

　けた住宅の復旧に要する費用です。

「会葬御礼葉書」または「故人の住所氏名、死亡日を記載した

書面（様式任意）」＋「葬儀業者の葬儀に係わる所要経費の請

求書または領収書」

「患者の住所氏名を記載した書面（様式任意）」＋「医療機関

発行の請求書または領収書」

「契約者本人の所有する住宅に関する建築業者等の発行する

請求書、領収書、契約書のいずれか一つ」または「所有しよう

とする住宅の売買に関する請求書、領収書、契約書のいずれか

一つ」

⑴ 本人、子、現に扶養する弟妹の結婚

⑵ 本人、配偶者の出産

⑶ 本人、子、現に扶養する弟妹の進学・進級

⑷ 災害による被害

⑸ 家族の葬祭

⑹ 本人、家族の疾病

⑺ 住宅の取得、増改築

特別貸付

＊進学・進級で対象とする学校は、学校教育法第１条に規定する学校（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特
　別支援学校、大学及び高等専門学校）、同法第 124条に規定する専修学校、同法 134条に規定する各種学校です。専修学校及
　び各種学校の要件は次のそれぞれの条件に該当する学校です。①修業年限が１年以上であること。②私立にあたっては学校法
　人であること。③学校教育法に定める学校教育に類する教育を行なうものであること。
＊提出を受ける各種書類の有効期限は発行後３ヶ月以内です。申込書が当法人に到着した時点で計算します。
＊元金の弁済猶予
　上記の特別貸付のうち、貸付事由が「 ⑶ 本人、子、現に扶養する弟妹の進学・進級」、「⑷ 災害による被害」、「⑹ 本人、家
　族の疾病（入院期間が30日以上のもの）」に限り、貸付申込時に元金の弁済猶予（4年間）ができます。弁済猶予期間中は利息
　のみの弁済になります。特別貸付ご利用の際に、最寄りの郵政福祉地方本部までご連絡ください。  

5 　繰上弁済 

6 　その他 

一括繰上弁済

一部繰上弁済

当該月分の元利金と残余の元金との合計額を弁済するものとします。ただし、貸付の当月の一括繰上弁済

は貸付当月分の利息を付しません。

第２回目の弁済以降、月１回に限り５万円以上、１万円の整数倍の元金を弁済するものとします。

①貸付金は、ご本人名義の「ゆうちょ銀行通常貯金口座」へ送金します。
②保険契約が消滅したときは、直ちに未弁済元利金全額を一括弁済していただきます。
③「借用証書」に金額訂正がある場合は、訂正印等による訂正がされていてもお引受けできませんのでお手数でも書き直し願
　います。
④審査のうえ、ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。
⑤貸付利率は、退職給付保険の基本給付率改定等に伴い、変更される場合があります。  

（注）事実証明資料はマイナンバー（個人番号）の記載がないものをご提出ください。
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＊休職中は普通貸付のみご利用いただけますが、ご利用状況によってはお引受けできない場合があります。
＊契約者貸付を含めた当法人の貸付制度および当法人以外の貸付制度をご利用されている方で、その各貸付制度の毎月の弁済額
　の合算額が退職給付保険の保険料対象俸給の３０％を超える場合はお引受けできません。

2 　弁済方法と弁済期間（普通貸付・特別貸付）
弁済方法と弁済期間

 月賦均等弁済（給与）またはボーナス併用弁済（給与・夏期手当・年末手当）のいずれかより選択できます。

 長期、中期または短期のいずれかより選択できます。

＊弁済金は給与からの控除になります。 

種類 貸付申込書 ご本人確認資料（注 1） 事実を証明する資料（注 2） 収入印紙（注 3）

 ○ ○  ○

 ○ ○ ○ ○

（注１）貸付（新規・借替）をお申込みの際、次の（１）から（４）に定める公的書類のいずれか一つの写しを当法人にご提出ください。
　　　 （１） 社員証（職員証）と共済組合員証（健康保険被保険証）の組み合わせ（共済組合員証は現住所記載で表裏両面の写し）
　　　 （２） 運転免許証
　　　 （３） 住民基本台帳カード（写真付のもの）
　　　 （４） 個人番号カード（表面のみ）

（注2）次項「4　特別貸付の事実証明資料」をご参照ください。

（注3）収入印紙は借入金額に応じたものを申込者様がご用意ください。消印は不要です。 

3 　貸付の申込みに必要な書類等 

―

弁済方法

弁済期間

普通貸付

特別貸付


