
第１　現　職

Ⅰ　一 般 事 業

件　数 金　　額

件 千円

１　厚生・福祉給付事業 40,047

　（１）厚　生　事　業 11,302

生涯生活設計 130 400 生涯生活設計の知識・手法の取得（55歳以上の会員）

加賀地区・能登地区 定員 各40名

金沢地区 〃 50名

７月下旬・各地区半日で開催予定

施 設 利 用 3,792

（共通利用補助券） 3,132 対象施設及び補助額

会員 1名につき のとじま臨海公園水族館

大人券 5枚 いしかわ動物園

　　 中人券 2枚 ふれあい昆虫館

小人券 ３枚 県立美術館コレクション展（常設展） 大人　80円

県立歴史博物館（常設展） 大人　40円

七尾美術館

輪島漆芸美術館 大人150円

能登島ガラス美術館 大人200円

辰口丘陵公園温水プール 大人430円

〃 中人310円

〃 小人160円

輪島市民温水プール 大人510円

〃 小人210円

いしかわ総合スポーツセンタープール 大人410円

〃 小人200円

健民海浜公園プール 大人620円

〃 高・中人300円

〃 小人200円

平成２７年度事業計画書

大人・中人180円

区　　　分 備          　考

大人300円、小人300円

大人200円、小人100円

大人300円、小人300円



件　数 金　　額

件 千円

スタジアム

補助額：

クアハウス九谷、スポーツギャザー７７０、

珠洲ビーチホテルスポーツクラブ「ウェーブ」

県立美術館(企画展) 補助額： 400円

9/12（土）～10/25（日）

10/30（金）～11/8（日）

1/4（月）～2/14（日）

県立歴史博物館 補助額： 400円

7/18（土）～8/23（日）

金沢２１世紀美術館 補助額： 400円

8/1（土）～8/27（木）

（利用補助券） 1,500 600 補助額： 400円

白山一里野温泉スキー場、

白山千丈温泉セイモアスキー場、

スカイ獅子吼、大倉岳高原スキー場、

七尾コロサスキー場

（利用割引券） - 金沢港大野からくり記念館

大人300円　→　互助会員 200円

小人200円　→　　　〃 　　 100円

山 の 家 60 60 白山室堂、白山南竜山荘 補助額： 1,000円

映画鑑賞券 -

通常 大人券1,700円、1,800円→1,200円、1,300円で販売

　　　　　〃 小人券1,000円→800円で販売（※一部施設で取扱）

イオンシネマ、コロナシネマワールド※、

ユナイテッド・シネマ※、シネマサンシャイン

テーマパーク利用斡旋 40 -

東京ディズニーランド・ディズニーシー

パスポート大人6,900円→6,500円、提携ホテル割引など

「第62回 日本伝統工芸展金沢展」

スキーリフト（県内）

区　　　分

「鴨居玲展」

互助会が法人登録し、互助会員が割引利用

「工芸にみる石川の巨匠展」

映画観賞券の斡旋販売

大人500円、小人300円

備          　考

「大鉄道展」（仮称）

特別展「医は仁術」



件　数 金　　額

件 千円

観劇等補助 100 200 能登演劇堂公演

8/7（金）～8/9（日）

無名塾「おれたちは天使じゃない」

10/31（土）～11/15（日）

いしかわ総合スポーツセンター

フィギュアスケート公演「Fantasy on Ice 2015 in KANAZAWA」

6/26（金）～6/28（日）

2,000円× 計 100件

研 修 旅 行 186 3,720 思いでづくりの旅（退職年度に旅行した場合）

20,000円× 186件　

主 催 事 業 100 640 企画旅行（能登空港利用東京１泊２日の旅）

第１回　６月下旬予定

第２回　平成28年1月下旬予定

１日目　東京ディズニーリゾート又はフリー

２日目　フリー

<互助会負担>

参加者補助 5,000円× 計 100件

他に諸経費等 70,000円× 2回　

健康管理事業 4,000 2,550 インフルエンザ予防接種助成

（公立学校共済組合と共催）費用折半

助成額： 1,200円× 4,000件　

他に諸経費等

　（２）福祉給付事業 1,557 28,745

結 婚 祝 品 220 7,700 35,000円 /件

入学卒業祝品 956 9,560 10,000円 /件 小学校入学 300件　

中学校入学 285件　

中学校卒業 371件　

永年勤続慰労品 370 11,100 30,000円 旅行宿泊券/件

単身者給付品 11 385 35,000円 /件

２　短期給付事業Ⅰ 1,142 17,430 （所得税算定に係る社会保険料控除適用事業）

医療補助金 890 7,030 医療費の自己負担額を補助（基礎控除額14,000円）

家族 平均額 約7,900円× 890件　

出産補助金 188 5,210 本人 30,000円× 145件　

配偶者（被扶養者） 20,000円× 43件　

特別出産補助金 36 360 第３子目以降の出産 10,000円× 36件　

（本人又は配偶者（被扶養者））

区　　　分

「トロイラスとクレシダ」

備          　考



件　数 金　　額

件 千円

死亡弔慰金 10 2,130 本人（公務外） 320,000円× 5件　

配偶者（被扶養者） 220,000円× 2件　

その他の家族（被扶養者で、氏を同じくする親・子）

30,000円× 3件　

災害見舞金 2 100 50,000円 /件

無給与休職者見舞金 14 2,500 給料月額の50/100

特別給付金 2 100 （公立学校共済組合員以外の互助会員）

出産費附加金等

３　短期給付事業Ⅱ 6,206 42,264 （所得税算定に係る社会保険料控除適用外事業）

医療補助金 5,850 29,597 医療費の自己負担額を補助（基礎控除額14,000円）

本人 平均額 約7,150円× 2,710件　

入院補助（180日限度）（700円/日）

700円× 平均 8.5日× 1,430件　

治療費補助 1,000円× 1,710件　

出産補助金 85 1,700 配偶者（被扶養者以外） 20,000円× 85件　

特別出産補助金 15 150 第３子目以降の出産 10,000円× 15件　

（配偶者（被扶養者以外））

死亡弔慰金 230 8,780 配偶者（被扶養者以外） 220,000円× 6件　

その他の家族 30,000円× 222件　

（被扶養者以外で、氏を同じくする親・子）

献花料

400,000円× 2件　

傷病見舞金 3 300 重度の傷病で退職したとき

本人 100,000円× 3件　

介護休暇給付金 16 1,392 給料日額×25/100

特別給付金 7 345 （公立学校共済組合員以外の互助会員）

検診補助

４　長期給付事業 531 501,932 退職給付金 平均額

定年 @1,152千円 × 　316件

定年前 @900千円 × 　100件

途中退職 @800千円 × 　 25件

転出 @450千円 × 　 60件

企画旅行退職給付金前倒し

@30千円 × 　 30件

区　　　分

18歳未満の扶養すべき子がいる場合、
18歳に達するまで１歳につき30,000円

備          　考



件　数 金　　額

件 千円

５　貸　付　事　業 85 96,570

一般貸付金 84 95,570

生活資金貸付 47 38,000 限度額 1,000千円　

15 23,000 〃 2,000千円　

教育資金貸付 13 22,000 〃 2,000千円　

結婚資金貸付 3 5,000 〃 2,000千円　

3 1,500 〃 500千円　

住宅資金貸付 2 6,000 〃 3,000千円　

通勤手当貸付 1 70 〃 70千円　 以上で定期券購入費用内

特別住宅貸付金 1 1,000 〃 1,000千円　

６　管　　理　　費 35,392 役員報酬（監事１名[税理士]） 120千円

職員給与（4名）

退職給付費用 1,076千円

会議費 130千円

旅費 350千円

通信運搬費 1,000千円

備品購入費 300千円

消耗品費 900千円

印刷製本費 1,200千円

賃借料 150千円

負担金 800千円

委託料 1,500千円

手数料 300千円

保険料 980千円

公租公課 10千円

雑費 140千円

７　公衆電話通話料預り金 - 金沢中央高等学校、小松特別支援学校

733,635

（参考） 会員数（平成26年12月末） 9,269名

貸付金残高（平成26年12月末） 429,715千円

計

備          　考区　　　分

26,436千円

自動車購入資金貸付

子育て支援資金貸付

（ 574件）　



Ⅱ　育英・生活年金事業

千円

（１）保　　険　　料 112,346 保険料掛金 － 受取手数料

1口1,120円×8,639口（見込）×12ヶ月

（２）保険還元配当金 49,359 配当率 　38.75％（見込）

（３）管　　理　　費 3,690 役員報酬(監事１名[税理士]） 30千円

職員給与(１名) 2,660千円

通信運搬費 200千円

消耗品費 20千円

負担金 780千円

（４）法　人　税　等 70 平成27年度収益に伴う法人税等

165,465

（参考）加入者数（平成26年12月末） 4,722名

保険金支払該当者 4名 （本人3名、配偶者1名）

　＊保険金は、生命保険会社から直接遺族へ支払われる。

平成２７年度掛金額 116,108千円

　＊収益事業として掛金額の３％相当額と消費税を手数料として受け取っている。（管理費等(3)～(4)に充当）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

区　　　分

（ 9,209口）　

金　　　額

計

備          　考



第２　退職互助部

医療互助事業

件　数 金　　額

件 千円

１　事　　業　　費 125,276

　（１）福祉給付事業 122,135

医療給付金 48,700 86,324 医療費の自己負担額50％給付

入院見舞金 640 6,497 1,000円 /日(会員期間中200日間限度）

人間ドック補助金 150 2,559 20,000円 限度/回（会員期間中4回限度)

健 康 祝 金 31 1,030 10,000円 ×13件（70歳）

50,000円 ×18件（80歳）

死亡弔慰金 22 440 20,000円 /件

退会給付金 25,285  会員期間２年未満　（拠出金－給付額）

 会員期間２年以上　（拠出金－給付額）×1/4

　（２）福　祉　事　業 3,141 地区の集い　9地区 2,371千円

　地区の集い補助金 地区割 100千円

会員数割 500円

秋の旅行 700千円

広報誌「退教互だより」 70千円

２　管　　理　　費 5,110 職員給与 2,900千円

会議費 10千円

旅費 150千円

通信運搬費 1,000千円

消耗品費 100千円

印刷製本費 300千円

委託料 650千円

130,386

（参考）加入資格 ： 50歳以上で退職する教職員互助会の会員で加入を希望する者

会 員 数 ： 2,798名 （平成26年12月末現在）

拠 出 金 ： 加入時に年齢に応じた拠出金を一括納入

　 60歳の場合　　800千円

計

区　　　分

(70歳で既給付額 5万円未満)

(80歳で既給付額10万円未満)

備          　考


