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No.94
令和元年９月30日

（ 財）佐賀県教職員互助会 会報

 直通電話番号０９５２－２５－７０９２をご利用ください。最初に「退職互助部です」とお申し出ください。
〒840-8570 佐賀市城内１－１－５９旧館2階(南側)  佐賀県教育庁教職員課分室 FAX 0952（24）2204



平成31年3月20日、平成30年度第2回評議員会が「佐賀県自治会館」にて開催され、平成31

年度（令和元年度）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6月10日に、今年度の定時評議員会が「佐賀県自治会館」にて開催され、平

成30年度の事業報告や決算、役員等について、原案のとおり承認されました。

退職部にかかる給付の決算・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。

評議員会報告
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平成30年度決算額 及び 令和元年度予算額 ※平成28年3月までに加入の会員のみ対象

令和元年度 役員等一覧

事 業 名 内 容 H30決算額 R1予算額

福祉給付金

厚生費

広報費

合 計

療養費補助金

研修旅行（国内・海外・日帰り）

宿泊補助

人間ドック補助

芸術鑑賞・スポーツ観戦補助

海外旅行補助

フリープラン（チケット斡旋）

退教互だより・指定施設一覧

加入者弔慰金  ※

長寿祝金（古稀・喜寿・米寿・白寿）※

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  ※

76,333,500

112,800

2,682,000

7,173,900

885,000

181,600

423,400

792,588

99,884,508

860,000

8,970,000

1,469,720

75,498,000

400,000

2,780,000

7,310,000

811,000

197,000

400,000

1,105,000

99,597,000

850,000

8,800,000

1,446,000

役職名 氏 名 役職名 氏 名所 属 役 職 名 所 属 名

評議員

理事長

副理事長

専務理事

常務理事

白水 敏光

青木 勝彦

嘉村 直樹

樋口 春彦

井手美保子

田口 弘毅

田代 茂

石田 正紹

本告 靖之

恒松 隼一

藤瀬 秀隆

山口 譲

丹宗 憲昭

中原 真平

江口 孝之

今村 文弘

東福 昌勝

松藤 宏明

待鳥 景子

森園 明宏

坂井あかね

川原 浩稔

石橋 節二

野中 和納

高添 末広

中島 裕二

濱 隆朗

阿賀野昌子

副島 博文

小川 修

鹿島小学校

湊中学校

佐賀東高等学校

有田工業高等学校

中原特別支援学校

金立特別支援学校

中原特別支援学校

県学校教育課

神埼小学校

中原中学校

兵庫小学校

若楠小学校

成章中学校

高峰中学校

厳木中学校

武雄青陵中学校

有田中部小学校

県教育長

県副教育長

県教職員課長

佐賀県教職員互助会 事務局長

佐賀県教職員組合 執行委員長

佐賀県高等学校教職員組合 書記長

佐賀県教職員組合 書記長

赤松小学校 校長

佐大附属特別支援学校 校長

県教育総務課 総務調整担当係長

東部教育事務所 所長

二里小学校 事務主幹

唐津南高等学校 事務主任

理 事

監 事
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療養費補助金制度が変わります（再度のお知らせ）

退職互助部は、高齢化による療養費補助金の増加や低金利による運用益の大幅な減少等

により、財政が著しく悪化している状況です。

「退教互だより」（№92.93）でお知らせしましたとおり、療養費補助金の給付率を10％引き

下げ、高額療養費の自己負担限度額を互助会独自で設定することで、財政状況の改善と事務

の効率化を図ります。会員の皆様には、大変なご負担をおかけいたしますが、ご理解・ご協力

を賜りますようお願いいたします。

※請求方法は、これまでと変更ありません。

つまり、令和2年4月診療分からは、入院の自己負担が57,600円であっても、44,400円とみ

なし療養費補助金が給付されます。

※所得区分が「低所得者」の方は、上限額に変更ありません。

全国教職員互助団体協議会（全教互）の「国民が安心して暮らせるための社会保障

制度の確立等を求める陳情」署名運動を行いましたところ、現職互助部会員5,508名、

退職互助部会員635名のご署名をいただきました。

集まったご署名は、関係省庁や政党代表、衆・参国会議員へ直接持参いたします。ご

協力いただきました会員の皆様に心よりお礼申し上げます。

署名運動へのご協力、ありがとうございました
◆ ● ●◆ ● ●◆ ● ●◆ ● ●◆ ● ●◆ ● ●◆ ● ●◆ ◆ ● ●◆ ● ●◆ ● ●◆ ● ●◆ ● ●◆ ● ●◆ ● ●◆

（１）療養費補助金の給付率が10％引き下げられます。（令和元年7月診療分から）

自己負担額の区分

（２）高額療養費の自己負担限度額を互助会独自に設定します。（令和2年4月診療分から）

給 付 率

令和元年6月診療分まで 令和元年7月診療分から

2,000円以下

70歳未満

70歳以上

10,001円以上

2,001円以上
10,000円以下

30%

60%

45%

20%

50%

35%

外来、外来＋入院 44,400円

外来 12,000円

外来＋入院 44,400円

年 齢 適用区分 ひと月の上限額
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療養費補助金の請求は、ここにご注意ください

退職互助部では、１医療機関や１調剤薬局のひと月の実質自己負担額に応じ、療養費補助金

を給付しています。以下の注意点を確認のうえ、ご請求ください。

■ 領収書等の糊付けはしないでください。

■ 確定申告などで領収書の原本が必要な方は、コピー（片面コピー）をご提出ください。

両面コピーはしないでください。なお、ご提出いただいた領収書等はお返しできません。

■ 請求書1枚につき、複数の領収書を添付することができます。

領収書を添付する場合は、医療機関や診療日が異なっても請求書をわける必要はあり

ません。

■ 同じ月分はまとめて請求してください。同じ月分を別々に請求すると、給付されないこと

があります。例えば10月診療分を請求する場合、11月に入ってからご請求ください。

確定申告をご予定の方は、1月24日(金)必着でご請求ください。その日までの到着分は、2月25

日に振込みをします。

なお、領収証を添付の場合は、次の期限ごとに2回に分けて請求をお願いします。

・令和元年11月以前の診療分 ： 令和元年12月25日(水)必着

・令和元年中診療分（未請求） ： 令和2年1月24日(金)必着

※令和2年1月分は請求しないでください。

また、確定申告の予定のない方は、この時期を避けて、1月25日以降にご請求ください。

高額療養費がある方の分は、市町村等からの払い戻しが済んでから処理を行うため、2月25日

の振込みに間に合いません。

絵画や書道作品、彫刻、写真などのジャンル、自薦・他薦は問いません。

会員の皆様からのご連絡をお待ちしています。

今号は、県産品を紹介する「佐賀の春夏秋冬」を表紙に選びました。旬の食材は、美味

しいだけでなく栄養価も高いそうです。考えてみると、美味しいものの宝庫、佐賀！

旬の食材を積極的に食卓に取り入れて、ぜひ佐賀の四季を楽しんでくださいね。

また、次号の紙面内には、会員の皆様のセカンドライフの楽しみ方をご紹介する「人生

を楽しむ」 を掲載します。ご趣味やご旅行などについて寄稿してみませんか？

表紙に作品を掲載してみませんか？

◆ ● ●◆ ● ●◆ ● ●◆ ● ●◆ ● ●◆ ◆ ● ●◆ ● ●◆ ● ●◆ ● ●◆ ● ●◆



会員証事業の新しい施設をご紹介します♪

互助会では、左の会員証を対象施設に提示すると、割引や特典などの

サービスを受けることができる「会員証事業」を行っています。

対象施設や割引・特典内容は、6月送付の「教職員互助会指定施設一覧」（青色の表

紙）で確認することができます。今回は、6月以降に新しく対象になった施設をご紹介し

ます。

指定宿泊施設の指定解除のお知らせ

6月送付の「令和元年度 教職員互助会指定施設一覧」に掲載の施設において、指定解除が

ありましたので、お知らせします。なお、解除日以降の宿泊は、補助の対象になりませんのでご注

意ください。

この度の大雨により被災された会員の皆様・ご家族の皆様に、心よりお見舞い申し上

げます。皆様が一日も早く元の生活に戻られますよう、切にお祈りいたします。

※ 割引対象外の商品があります。 詳しくは、全教互会員証サイトをご確認いただくか、対象施設へお問い合わせください。
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久 Ａ Ａ

株式会社タクア

TEL 0952 75 7766

 
TEL 0952 22 5674

○ オ

・美容室 TEL 0952 23 2134

・衣裳室 TEL 0952 29 7598

○ ・
TEL 0952 37 1570

入 通常料金 大人750円 → 200円引き
  小人450円 → 100円引き
 　（４才～小学生）

一般料金からヘア・メイク・着付けを10％割引

飾 定価10％割引

ン 定価（留袖・振袖・訪問着・七五三）20％割引

礼 新郎新婦レンタル衣裳 定価20％割引

フ 和装衣裳・仕度プラン8万円を10％割引

洋装衣裳・仕度プラン6万円を10％割引

デジタルアルバム（A4サイズ）定価28,000円（税抜）を10％割引

Bプラン1名5,000円（税抜）2名様より10％割引

（着物レンタル、着付け、足袋ソックス、草履）

プ

ん の

施 設 名 解 除 日住 所 掲載ページ

10/1～福岡市中央区大名 P8・P56

10/1～福岡市中央区大名 P8

12/19 (営業終了）宮崎県日南市 P60
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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、県内の児

童・生徒を対象にスクールコンサートを実施しています。

鑑賞は無料となっています。ご家族・ご友人をお誘い合わせのうえ、お近くの学校へ足を

運んでみてはいかがでしょうか。鑑賞ご希望の方は、開催される学校へ事前連絡をお願い

します。

スクールコンサートを実施します♪

～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～       ～九州交響楽団アウトリーチ・コンサート～

11/5(午前)

(午後)

11/6(午前)

(午後)

11/7(午前)

(午後)

武雄市立武内小学校

有田町立有田中部小学校

鹿島市立七浦小学校

嬉野市立大草野小学校

唐津市立箞木小学校

唐津市立伊岐佐小学校

11/18

11/25

11/26

11/27

11/28

11/29

佐賀市立芙蓉小・中学校

唐津市立海青中学校

鹿島市立東部中学校

伊万里市立山代中学校

伊万里市立伊万里中学校

佐賀市立松梅小・中学校
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令和元年      月       日申込日

申込書

東武トップツアーズ(株)佐賀支店 担当：大島
佐賀市駅前中央１－４－８ 太陽生命ビル８階

退職後は、「いくつか趣味を持っておくこと」「幅広い交友関係を作っておくこと」が重要だと

言われます。互助会の日帰り旅行に参加して、「新しいこと・ひと」に出会ってみませんか？

おひとりでの参加も多数いらっしゃいますし、当日は互助会スタッフ２名も同行いたします。

申込書にご記入のうえ、郵送またはFAXで旅行会社（東武トップツアーズ）へお申込みください。

会員番号 生年月日氏 名（ふりがな）

令和元年１１月２２日（金）

日帰りバス旅行「太宰府天満宮･九州国立博物館（特別展）」
会員 ４,５００円 家族 ８,０００円

電話番号

（ふりがな）

〒

（ふりがな）

（ふりがな）

ご住所

【その他特記事項】

大正・昭和

年 月 日

大正・昭和・平成

年 月 日

大正・昭和・平成

年 月 日

※健康状態・アレルギ 対応等が必要でしたら必ずご記入下さい。

〒840-0801

営業日・営業時間／月～金9:30～17:30（休業日：土・日・祝日）

お申込み多数の場合は、グループ単位で抽選いたします。

４人以上でお申込みの場合は、申込書をコピーし、【その他特記事項】に一言添え、ご一緒にお申込みください。

申込書の個人情報は催事の目的以外には利用しません。また、申込者の同意がない限り第三者に提供いた

しません。

※１ 会員の方は会員番号を、ご家族の方は「家族」とご記入ください。
※２ 旅行日当日の年齢をご記入ください。
※３ バス乗降場所の番号をご記入ください。

ただし、ご希望の少ない場所では乗車できない場合があります。
 ① 佐賀駅バスセンター ② 新鳥栖駅 ③ 武雄温泉駅 ④ 唐津駅

FAX 0952-29-6005
申込締切日 令和元年10月22日（火）必着

※1
年齢
※2

バス
※３

（ ）

ー

（ ）

ー

（ ）

ー

旅行に関する

問い合わせ・申込先 TEL 0952-26-1131  FAX 0952-29-6005
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※お申込された方にはご集合場所・時間をご出発前にご案内いたします。※天候・交通事情により行程に変更が生じる場合がございますので、予めご了承ください。

この旅行は、東武トップツア ズ株式会社佐賀支店(以下「当社」といいます。)が企画・実
施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅
行契約」といいます。)を締結することになります。旅行契約の内容、条件は、当パンフレット
の記載内容および別途お渡しする旅行条件書、確定書面 (ク ポン類または最終日程表)
ならびに当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

4、旅行契約の解除 
(1)お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができま
す。なお、取消日とは、お客様が当社またはお申込店の営業日・営業時間内に旅行契約を
解除する旨をお申し出いただいた日とします。

(2)お客様のご都合で既にお申込みのコ スや出発日を取消され、新たに別のコ スや出発日
をお申込みになる場合、また、お申込人数から 部の人数を取消される場合も、旅行代金に
対してお1人様につき上記の取消料の対象となりますので、あらかじめご了承ください。

5、このパンフレットは、令和元年8月15日現在を基準としております。

観光庁長官登録旅行業第38号 一般社団法人日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員 総合旅行業務取扱管理者/古賀 政臣
〒840 0801 佐賀市駅前中央1 4 8 太陽生命ビル8階 営業日・営業時間/月～金9:30～17:30(休業日:土・日・祝日)

1.お申し込み方法・条件と旅行契約の成立 
(1)当社の定める方法によりお申し込みください。下記のお申込金は指定の方法により当
社の定める日までにお支払ください。申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞ
れ 部又は全部として取り扱います。
(2)お申込みの時点では旅行契約は成立しておりません。旅行契約は、当社が締結を承諾
し、申込金を受領した時に成立するものとします。 
(3)障がいのあるお客様、高齢のお客様、妊娠中のお客様など、お客様の状況によっては、
当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性があります。特
別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、ご相談させていただきますので、必ず事
前にお申し出ください。 
2、お申込金(お1人様につき) 会員様：4,500円 ご家族様：8,000円 
3.旅行代金に含まれるもの、含まれないもの
旅行日程に明示された交通費、食事代、入場料等およびその消費税等諸税相当額が含ま
れています。これらの諸費用は、お客様のご都合により 部利用されなくても払戻しはいた
しません。行程に含まれない交通費、飲食費等ならびに個人的性質の諸費用は含まれてい
ません。

退職互助部 日帰りバス旅行のご案内

■旅行実施日：

■募集人数：70名様

■申込締切日：

令和元年10月22日(火)

令和元年11月22日(金)

※最少催行人員：40名様

【添乗員】1名同行  【利用バス会社】祐徳自動車株式会社

旅行条件＜要約＞ 詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申込みください。本旅行条件書は、旅行業法第１２条の４に定める取引条件説明書面及び同法第１２条の５に
定める契約書面の 部となります。この条件に定めのない事項は、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款は当社ホ ムペ ジからご覧いただけます。

旅行契約の解除期日 取消料

旅行代金の２０％

旅行代金の３０％

旅行代金の４０％

旅行代金の５０％

旅行代金の１００％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目
(日帰り旅行にあっては10日目)にあたる日以降8日目
にあたる日まで

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目
にあたる日以降2日目にあたる日まで

旅行開始日の前日

旅行開始日当日

旅行開始後又は無連絡不参加の場合

旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。この
ご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、遠慮なく旅行
業務取扱管理者にお尋ねください。

【旅行企画・実施／お申し込み・お問い合わせ】
佐賀支店 担当：大島 遼馬  西19-081
TEL0952-26-1131  FAX0952-29-6005

提供:太宰府天満宮 ※イメージ写真 提供:はねや総本家

提供:九州国立博物館

会員様

ご家族様

４,５００円
８,０００円

ご旅行代金 お一人様あたり

行 程 食事条件

＜１号車＞
  ７：３０         ８：３０
武雄温泉駅南口…………… 唐津駅南口 ………  前原 /太宰府IC ………

……… 福岡都市高速 /前原 IC ……… 唐津駅南口……… 武雄温泉駅南口

……… 福岡都市高速 /鳥栖 IC ……… 新鳥栖駅……… 佐賀駅バスセンター乗場

貸切バス利用

貸切バス利用

＜２号車＞
  ８：１０             ９：００
佐賀駅バスセンター８番乗場………… 新鳥栖駅 ……… 

※特別展「三国志」

１０：００          １２ ：３０
………… 太宰府天満宮・九州国立博物館（自由散策･見学） …………

※ご昼食は令和祝梅膳（ソフトドリンク１杯付）をご堪能下さい。

１３：００     １４ ：４５

………… はねや総本家（昼食･買い物） …………

ー

ー

昼

＜１号車＞
  

＜２号車＞
  

１６：１５     １７ ：１５

１５：４５     １６ ：３０




