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評議員会報告

　令和２年３月16日、令和元年度第３回評議員会が「佐賀県庁教育委員会室」
で開催され、令和２年度の事業計画や予算について、原案のとおり承認さ
れました。
　また、令和元年度の事業報告や決算、新役員等については、定時評議員会の開催に替え
て、令和２年６月17日、書面決議により原案のとおり承認されました。
　退職互助部にかかる決算・予算、役員等については次のとおりです。なお、評議員とは、
会員の皆様を代表し、互助会の運営方針などの重要事項の決定をしていただく方々です。

令和元年度決算額 及び 令和２年度予算額	 ※平成28年3月までに加入の旧会員のみ対象

事業名 内容 R1決算額 R2予算額

福祉給付金

療養費補助金 74,586,200 72,512,000
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう
師等施術料補助金	※

1,313,500 1,422,000

加入者弔慰金	※ 840,000 872,000
長寿祝金（古稀・喜寿・米寿・白寿）	※　 8,680,000 8,670,000

厚生費

宿泊補助 2,379,920 2,480,000
芸術鑑賞・スポーツ観戦補助 876,000 878,000
海外旅行補助 187,200 182,000
フリープラン（チケット斡旋） 329,600 388,000
人間ドック補助 7,570,800 7,937,000
日帰りバス旅行 267,550 268,000

広報費 退教互だより・指定施設一覧 985,643 1,314,191
通信運搬費 郵便料 1,657,104 1,522,563

令和２年度　役員等一覧
理事・監事 評議員

理事長 落合　裕二 県教育長
石橋　節二 中原中学校
川原　浩稔 神埼小学校

副理事長 青木　勝彦 県副教育長
野中　和納 兵庫小学校
蒲原　博之 開成小学校

専務理事 野田　　亮 県教職員課長
糸山　信康 小中一貫校松梅校
濱　　隆朗 相知中学校

常務理事 樋口　春彦 佐賀県教職員互助会	事務局長
阿賀野昌子 佐志小学校
副島　博文 啓成中学校

理　事

井手美保子 佐賀県教職員組合	執行委員長 小川　　修 有田中部小学校
田口　弘毅 佐賀県高等学校教職員組合	書記長 桑原　　力 西部中学校
田代　　茂 佐賀県教職員組合	書記長 善　由美子 金立特別支援学校
石田　正紹 赤松小学校	校長 今村　文弘 致遠館高等学校
本告　靖之 佐大附属特別支援学校	校長 東福　昌勝 鳥栖工業高等学校

監　事

安田　和樹 県教育総務課	総務調整担当係長 馬場﨑誠一郎 成章中学校
槙　　俊二 東部教育事務所	教育指導監 重松　智子 小城高等学校
山口　　譲 伊万里中学校	事務主幹 森園　明宏 金立特別支援学校
丹宗　憲昭 唐津南高等学校	事務主任 馬場　富久 県教育総務課
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給付事業の遅れについて（お詫び）

令和２年４月以降の診療分における療養費補助の計算方法の変更について

　新型コロナウイルスの影響により、佐賀県からの要請を受け、4月は互助会の出勤人数
を半減せざるを得なかったため、療養費補助を中心に給付時期が遅れてしまい、会員の皆
様にはご不安やご心配をおかけしています。
　また、よくお問い合わせいただく内容について、会員の皆様にお知らせします。

　令和２年３月までの診療分は、１医療機関（調剤薬局）あたりのひと月の領収金額合計
が600円以上が給付の対象でしたが、令和２年４月以降の診療分は、すべての医療機関（調
剤薬局）を合計し、ひと月の領収金額合計が600円以上であれば給付の対象となります。

　同じ月の領収書（証明）を別々に提出いただくと、給付額の再計算などの新たな事務処
理が生じるため、今後は、すでに給付が済んでいる月の領収書（証明）は、未提出の領収
書（証明）であっても追加給付できなくなります。
　令和２年４月以降の診療分について、すでに請求を済ませた会員の皆様は、提出した月
の領収書（証明）に漏れがないか再度確認をお願いします。未提出の領収書（証明）があ
る場合は、令和２年４月～８月診療分についてのみ追加給付しますので、令和２年10月23
日（金）必着でご請求ください。
　まだ請求をしていない会員の皆様は、令和２年４月診療分からは追加給付ができないた
め、今後請求するときは、同じ月の領収書（証明）はまとめて提出をお願いします。

　すべての医療機関（調剤薬局）のひと月の領収金額を合計し、その合計に
給付率を掛けて算出するよう変更になりました。

・ 請求書を受付後、通常、翌月～４か月後に給付をしています。
・ 給付のある月には「給付振込案内書」を必ずご自宅に送付しています。
・ 療養費補助とその他の補助は、同時に請求しても給付月が異なる場合があります。

給付対象が拡がりました

同じ月の領収書（証明）はまとめて提出をお願いします

給付の計算方法が変わりました
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「退職部利用の手引き」は大切に保管してください

退職互助部事業の大幅な見直しについて

家庭内常備薬品等の特別販売をします

パナソニックホームズで割引を受けることができます

　今回送付した「退職部利用の手引き」は、３年間の利用を想定しています。来年度の送
付は予定していませんので、大切に保管してください。また、請求書様式は、最新の手引
きをコピーしてお使いください。
　なお、令和２年３月までの診療分の療養費補助の給付額については、
引き続き「令和元年度版」を参考にしていただきますようお願いします。

　教職員互助会は、現職部の会費や退職互助部の加入一時掛金などにより福利厚生事業を
行っています。これまでも現退あわせて事業の見直しを行ってきたものの、退職互助部に
おいては、療養費補助の増加により単年度収支で約6,000万円の赤字が発生し、財務状況
が大幅に悪化しております。
　このような現状を受けて、今年度は、義務制の学校、県立学校、職員組合などの各団体
の代表を委員とした作業部会において、今後も安定した互助会運営ができるように事業の
見直しを図る予定です。
　作業部会の様子は、次号でお知らせしますので、ご意見がありましたら互助会事務局ま
で是非お寄せください。

　今春の外出自粛を余儀なくされた期間は、病院や薬局等への通院等を控えた
方も多かったようです。今後、外出できない期間が訪れたときでも、会員の皆
様が外出せずに家庭内常備薬品等を安く購入できるようチラシを同封していま
す。是非ご利用ください。

　互助会ではパナソニックホームズ株式会社と契約し、会員やその親族の皆
様が新築・建替え・リフォームなどを行う際に、１～３％の割引を受けるこ
とができるようになりました。
　割引を受けるには「ご紹介カード」を互助会に提出していただく必要があ
りますので、展示場へご来場の前に、まずは電話で互助会へご連絡ください。
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署名運動にご協力ください

原田治展「かわいいの発見」優待割引をご案内します

スクールコンサートを実施します♪

　全国教職員互助団体協議会では、毎年、関係省庁や政党代表、国会議員に対して社会保
障制度の確立等を求める陳情行動を行っています。つきましては、このような趣旨を理解
いただき、陳情署名の取組にご協力くださるようお願いします。

　美術館でチケット購入時、全教互会員証のご提示により、
退職互助部会員ご本人様のみ割引を受けることができます。
◆会期等　　2020年９月12日（土）～10月18日（日）

　　　　　　９：30～18：00（金土～20：00）水曜休館

◆会　場　　福岡アジア美術館　企画ギャラリー（福岡市博多区下川端町3-1）

◆入場料　　「全国教職員互助団体協議会」会員証の提示で、一般当日1,200円→1,000円

　互助会では、公益文化事業として、優れた芸術文化に親しんでいた
だくため、児童・生徒を対象にスクールコンサートを実施しています。
　鑑賞は無料ですが開催校へ事前連絡が必要です。ご家族・ご友人を
お誘い合わせのうえ、足を運んでみてはいかがでしょうか。

提出期限　令和２年10月30日（金）

署名対象　会員とその家族及び趣旨に賛同する者（成人のみ）

「団体名」は空欄で、住所欄には「〃」や「同上」を使わないでください。

～音をみる！音をかんじる！
神田将エレクトーンアンサンブル～
11/10（火）AM	 春日北小学校

PM	 兵庫小学校

11/11（水）AM	 武雄小学校

PM	 白石小学校

11/12（木）AM	 東脊振小学校

PM	 三根東小学校

～ブラスタ・スクール・
パーティ in 佐賀～

11/11（水）AM	 鬼塚中学校

PM	 浜玉中学校虹の松原分校

11/12（木）AM	 大浦中学校

PM	 吉田中学校

11/13（金）AM	 脊振中学校

PM	 北山小中学校

(C)Osamu Harada/KOJI HONPO

　毎年秋に開催している日帰りバス旅行ですが、新型コロナウイルスの影響により

会員の皆様の安全を確保することが難しいため、今年度は中止といたしました。
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退会の手続きについて

　高齢や病気などの理由で「今後は給付金などを請求することができない」または「退職
時に入会したが、今後は請求するつもりがない」などのご連絡をいただくことが増えてき
ました。様々な理由で退会を希望される場合は、電話にて互助会までご連絡ください。

●旧会員の皆様には、

　加入期間に応じて、右の表の退会金が給付されます。

●新会員の皆様には、

　次の計算式によって、加入一時掛金が還付される場合があります。

　例えば、60歳（加入一時掛金45万円）で加入し、退会までにすでに10万円の給付を受けた方は、

（450,000÷2）-	100,000	＝	125,000円が還付されます。

※すでに加入一時金の半額以上の給付を受けた方には還付はありません。

4年以上10年未満 20,000円　

10年以上 10,000円　

（ 加入一時掛金 ÷ ２ ）- 給付済額

表紙に作品を掲載してみませんか？

　絵画・書道・彫刻・写真などの様々なジャンルの作品について　		

自薦・他薦は問いませんので、会員の皆様からのご連絡をお待ちしています。

　また、ご趣味やご旅行などについて寄稿してみませんか。

ご逝去ご逝去 謹んで哀悼の意を表します。
（敬称略・令和元年11月～令和２年６月御連絡分）

村田　昭典 伊万里市 H30.12.６
林　　幸博 鳥栖市 H31.２.５
小野　　博 武雄市 R１.５.19
大島　光濶 小城市 R１.７.28
本村　正之 佐賀市 R１.７.29
松尾　　章 武雄市 R１.９.８
原口　克弘 小城市 R１.10.11
山本　　實 上峰町 R１.10.17
荒巻甲子郎 小城市 R１.10.17
樹下　哲明 佐賀市 R１.10.22
小川　昭雄 白石町 R１.10.23
山田　直人 武雄市 R１.10.31
黒田由美子 佐賀市 R１.11.９
長谷川美代子 伊万里市 R１.11.29

加々良高久 佐賀市 R１.11.30
中村　哲雄 唐津市 R２.１.14
桃﨑　芳明 武雄市 R２.２.12
藤﨑　幸由 佐賀市 R２.２.13
中村　正子 佐賀市 R２.３.10
原　　基貢 鳥栖市 R２.３.15
橋本　泰知 江北町 R２.３.15
幸島　博治 唐津市 R２.３.25
坂本　泰明 小城市 R２.４.９
前田　勝教 江北町 R２.４.17
松尾浩太郎 太良町 R２.４.20
山本　方子 鳥栖市 R２.５.６
眞﨑　　勝 佐賀市 R２.５.14
大久保孝夫 白石町 R２.５.24
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（表紙）学校・子供応援サポーター人材バンクに関するお知らせ

ホテルオークラＪＲハウステンボス 特別宿泊プランをご案内します

　今後、学校をサポートしていただける人材が必要となったときに、教育委員会等が必要
な人材をすぐに探すことができるよう、人材バンクが開設されています。教員免許の保有
の有無に関わらず、文部科学省では幅広い方々からの登録を募集されています。

　退職互助部の皆様は、9月のホテルオークラＪＲハウステンボスに、特別価格で宿泊す
ることができます。お得なうえ、ホテル館内（レストラン・ショップ等）で利用できる1,000
円分の補助券も付いてきますので、是非ご利用ください。

◆予約はお電話で、必ず「佐賀県教職員互助会会員特別宿泊プラン」と伝えてください。

◆お一人様　朝食付料金（サービス料、消費税、入湯税込）

期間	/	定員 ２名１室		 ３名１室		 ４名１室		

Ａ 10,000 9,000 8,000

B 15,000 13,000 11,000

1名１室料金は２名１室料金に３,000円（サービス料、消費税込）追加

◆部屋タイプ　スタンダードパークビュールーム

　チェックイン15：00　チェックアウト11：00

電話予約先：0956-58-7111（代表）
長崎県佐世保市ハウステンボス町10番

9月料金カレンダー
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
A A A A B

6 7 8 9 10 11 12
A A A A A A B
13 14 15 16 17 18 19
A A A A A A －
20 21 22 23 24 25 26
－ B A A A A B
27 28 29 30
A A A A



広 告


