
第１　現　職

会員数 9,223名 9,900名

Ⅰ　一 般 事 業

件　数 金　　額

件 千円

１　厚生・福祉給付事業 35,073

　（１）厚　生　事　業 13,323

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）

８月下旬　午後半日 能登地区 定員　　40名

小松地区 〃

金沢地区 定員　　50名

施 設 利 用 3,348

（共通利用補助券） 2,888 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 子ども交流センタープラネタリウム

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、中人210円、小人100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550円

〃 中人440円

〃 小人220円

辰口丘陵公園温水プール内「フィットネスルーム」 大人540円

一本松総合運動公園市民温水プール 大人520円

〃 小人210円

一本松総合運動公園体育館トレーニングジム 大人420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2１0円

いしかわ総合スポーツセンタートレーニングルーム 大人410円

〃 小人210円

健民海浜公園プール 大人620円

〃 高・中人300円

〃 小人200円

大人180円、中人300円

区　　　分 備          　考

大人300円、小人460円

大人300円、小人310円

大人200円、小人150円

大人150円、小人80円

令和２年度事業計画

令和元年12月31日 令和2年4月1日見込



件　数 金　　額

件 千円

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」

拡 県立美術館(企画展等) 補助額： 400円

4/19（日）～5/17（日）

5/23（土）～6/14（日）

「没後35年　鴨居玲－生と死を見つめて－」（仮称）

6/20（土）～7/19（日）

「加賀百万石文武の誉れ－歴史と継承－」（仮称）

7/25（土）～8/30（日）

10/23（金）～11/3（火）

「北陸三県名品展」（仮称）

11/8（日）～12/20（日）

1/4（月）～2/7（日）

県立歴史博物館（特別展） 補助額： 400円

4/25（土）～6/7（日）

7/11（土）～8/30（日）

9/26（土）～11/29（日）

（利用補助券） 1,000 400 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、

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

通常の入場料金から100円割引

山 の 家 60 60 白山室堂、白山南竜山荘 補助額： 1,000円

斡旋販売事業 -

通常 大人券1,700円→1,200円、1,300円で販売

　　　　　〃 　　〃　1,800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

スキーリフト（県内）

映画観賞券の斡旋販売

「第6７回 日本伝統工芸展金沢展」

「花木にみる日本美の心」（仮称）

「前田家江戸藩邸の名品」（仮称）

「加賀の名刀展」（仮称）

「海を渡った工芸品」（仮称）

区　　　分 備          　考

大人500円、小人300円

「石川近代の肖像－肖像にみる近代の美術－」（仮称）

「改組第６回日展金沢展」（仮称）



件　数 金　　額

件 千円

- 拡 木下大サーカス金沢公演入場券の斡旋
自由席

前売券 おとな　2,900円→2,610円で販売

（当日券   〃　　 3,300円） 

前売券 こども 　1,900円→1,710円で販売

（当日券  　〃　　2,300円） 

日帰り温泉施設 - 優待券の斡旋

テルメ金沢 A　入場料700円プラン

B　1,400円商品券プラン

C　2,300円商品券プラン

ゆめのゆ金沢・加賀

館内600円の飲食等で入館料300円

観劇等補助 100 200 能登演劇堂公演（３公演）

6/6（土）～7(日）

7/11（土）～12（日）

11/19（木）～23（月）

県立音楽堂（１公演）

オーケストラ・アンサンブル金沢

　第430回定期公演マイスター・シリーズ

7/4（土）

2,000円× 計 100件

研 修 旅 行 265 5,300 思いでづくりの旅（退職年度に旅行した場合）

20,000円× 265件　

主 催 事 業 30 250 企画旅行（のと里山空港利用東京１泊２日の旅）

12月予定

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 30件

他に諸経費等 100,000円

健康管理事業 5,000 3,825 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： 1,500円× 5,000件　

他に諸経費等 150,000円

　（２）福祉給付事業 1,305 21,750

結 婚 祝 品 225 7,875 35,000円 /件

入学卒業祝品 930 9,300 10,000円 /件 小学校入学 320件　

中学校入学 320件　

中学校卒業 290件　

永年勤続慰労品 135 4,050 30,000円 旅行宿泊券/件

単身者給付品 15 525 35,000円 /件

３軒茶屋婦人会「アユタヤの堕天使」

無名塾　朗読劇「人間失格」

区　　　分 備          　考

加藤健一事務所「サンシャインボーイズ」



件　数 金　　額

件 千円

２　短期給付事業Ⅰ 1,236 22,169 （所得税算定に係る社会保険料控除適用事業）

医療補助金 690 5,106 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7,400円× 690件　

出産補助金 295 8,400 本人 30,000円× 250件　

配偶者（被扶養者） 20,000円× 45件　

特別出産補助金 65 1,300 第３子目以降の出産 20,000円× 65件　

（本人又は配偶者（被扶養者））

死亡弔慰金 14 2,630 本人（公務外） 320,000円× 5件　

配偶者（被扶養者） 220,000円× 4件　

その他の家族（被扶養者で、氏を同じくする親・子）

30,000円× 5件　

災害見舞金 2 100 50,000円 /件

無給与休職者見舞金 169 4,583 １月につき上限20,000円 160件　

給料月額の50/100（経過措置） 9件　

特別給付金 1 50 （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 6,515 41,603 （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 6,100 28,658 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7,300円× 2,500件　

入院補助（180日限度）（700円/日）

700円× 平均 8.0日× 1,480件　

治療費補助 1,000円× 2,120件　

出産補助金 145 2,900 配偶者（被扶養者以外） 20,000円× 145件　

特別出産補助金 30 600 第３子目以降の出産 20,000円× 30件　

（配偶者（被扶養者以外））

死亡弔慰金 217 7,920 配偶者（被扶養者以外） 220,000円× 6件　

その他の家族 30,000円× 210件　

（被扶養者以外で、氏を同じくする親・子）

献花料

300,000円× 1件　

傷病見舞金 1 100 重度の傷病で退職したとき

本人 100,000円× 1件　

介護休暇給付金 15 1,125 給料日額×25/100

特別給付金 7 300 検診補助

区　　　分 備          　考

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

（公立学校共済組合員以外の互助会員）



件　数 金　　額

件 千円

４　長期給付事業 811 492,024 退職給付金 平均額

定年 @1,124千円 × 　351件

定年前 @800千円 × 　 60件

途中退職 @500千円 × 　 25件

転出 @400千円 × 　 65件

再任用退職 @70千円 × 　 70件

育休代替退職 @25千円 × 　 230件

企画旅行退職給付金前倒し

@35千円 × 　 10件

５　貸　付　事　業 66 76,970

一般貸付金 65 75,970

生活資金貸付 36 30,600 年利1.26% 限度額 1,000千円　

15 25,300 〃 〃 2,000千円　

教育資金貸付 8 12,300 〃 〃 2,000千円　

結婚資金貸付 2 3,000 〃 〃 2,000千円　

1 500 無利子 〃 500千円　

住宅資金貸付 2 4,200 年利1.26% 〃 3,000千円　

通勤手当貸付 1 70 無利子 〃 70千円　 以上定期購入費内

特別住宅貸付金 1 1,000 年利1.26% 〃 1,000千円　

６　管　　理　　費 34,584 役員報酬（監事１名[税理士]） 90千円

職員給与（5名）

退職給付費用 1,226千円

会議費 20千円

旅費 350千円

通信運搬費 1,000千円

備品購入費 100千円

消耗品費 900千円

印刷製本費 1,200千円

賃借料 400千円

負担金 650千円

委託料 120千円

手数料 226千円

保険料 680千円

公租公課 2千円

雑費 120千円

７　公衆電話通話料預り金 2 金沢中央高等学校

702,425

（参考） 貸付金残高（令和元年12月末） 280,714千円 （ 343件）　

区　　　分 備          　考

自動車購入資金貸付

子育て支援資金貸付

27,500千円

計



Ⅱ　育英・生活年金事業

千円

（１）保　　険　　料 62,452 保険料掛金 － 受取手数料

1口920円×5,850口（見込）×12ヶ月

（２）保険還元配当金 16,920 配当率 　23.987％（見込）

（３）管　　理　　費 2,038 役員報酬(監事１名[税理士]） 30千円

職員給与 938千円

通信運搬費 200千円

消耗品費 20千円

負担金 850千円

（４）法　人　税　等 93 令和2年度収益に伴う法人税等

81,503

（参考）加入者数（令和元年12月末） 3,625名

保険金支払該当者 3名 （本人2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。

令和２年度掛金額 64,584千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

計

（ 6,403口）　

　＊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 金　　　額 備          　考



第２　退職互助部

会員数 2,002名 1,967名

医療互助事業

件　数 金　　額

件 千円

１　事　　業　　費 37,747

　（１）福祉給付事業 36,880

医療給付金 10,400 27,200 医療費自己負担額に基礎控除2,000円後50％給付

退会給付金 9,680 （拠出金－給付額）×1/4

　（２）福　祉　事　業 867 地区の集い　 867千円

　地区の集い補助金 地区割 60千円

会員数割 300円

２　管　　理　　費 2,560 職員給与 1,085千円

会議費 5千円

旅費 60千円

通信運搬費 500千円

什器備品減価償却費 50千円

消耗品費 100千円

印刷製本費 100千円

委託料 660千円

40,307

令和元年12月31日 令和2年4月1日見込

区　　　分 備          　考

計


