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  令和３（2021）年度事業計画 

Ⅰ はじめに  

一昨年度、第２次財政問題等検討委員会を立ち上げ、今後見込まれる退職者数の大
幅な減少と、公務員の定年延長により、退職者のない年が生じること等に対する対策
を考えてまいりました。 
しかし、昨年度に入り、新型コロナウイルスの感染拡大により、経済活動が大きな

打撃を受け、公務員の定年延長も先送りされ、今後の見通しがたっておりません。こ
うした状況を踏まえ、令和３年度に予定しておりました財政削減案については一部を
除いて凍結する方向で考えています。 
また、一昨年度事務局で御高齢の会員で連絡のつかない方の所在確認作業を行い、

昨年度は各支部にて確認をお願いしました。９０歳を迎えられた会員へのお誕生日の
お祝い電話とあわせて、９０歳以上の会員への連絡と所在確認をほぼ終えました。 
事業としては、「新会員のための金融セミナー」「自分のスマホで参加するスマート

フォン教室」等の本部実施事業、さらに多くの支部実施事業が、新型コロナウイルス
の感染拡大により実施できませんでした。新規事業として、10月にに「金融セミナー
Ⅱ」を開催いたしました。今後も会員にとって必要性の高い情報のタイムリーな提供
に努めます。
 今後とも9,000名を超える会員の「健康」「生きがい」「暮らしの安定」を柱とし
て、会員がお互いを思いやる「互助の精神」を大切にしていきます。さらには、「将
来に向かって安定した福利厚生を実現する」ために最大限努めてまいります。 

Ⅱ 事業方針 
１ 退職後の生活の重要な３要素である「健康」「生きがい」「暮らしの安定」を念頭 
に置き、退職教職員および教育関係者の福利厚生と生活安定を図るための取り組み 
を推進します。 

 ・「健  康」･･････情報の提供や斡旋等を通じて、会員が自ら取り組む健康維持を支援します。 

・「生きがい」･････支部活動等による会員間の交流により、生きがい活動を積極的に支援します。 

 ・「暮らしの安定｣･･有益な資産運用情報の提供や生活物資の斡旋により、暮らしの安定に寄与 

します。 

２ 会員にとって身近でより参加しやすくなるよう、支部活動の支援に努めます。 

３ 会員への生活支援となる斡旋事業や、組織財源の安定につながる収益事業の充実 
に努めます。 

４ 当会の活動および運営内容が会員に周知されるよう、広報活動に努めます。 

５ 一般財団法人滋賀県教職員互助会および関係諸団体等との連携ならびに積極的な 
情報把握に努め、情勢に適応した事業運営に努めます。 

Ⅲ 事業内容   
各種の支部事業助成により、支部活動の充実・発展を支援します。 

「自分のスマホで参加するスマートフォン教室」を開催し、スマートフォンの活用 
を進めます。 

    「新会員のための金融セミナー」に加え「会員のための金融セミナー」を開催しま 
す。 
  現職者向けのセミナーで、当会の情報提供に取り組みます。 

  ご高齢の会員への長寿お祝い電話を行います。 

【本部（事務局）実施事業】 
１  給付事業 

(1) 入院見舞金
55 歳以上 70 歳未満の会員が継続して５日以上入院した場合に、１日 1,500 円の

見舞金を給付します。ただし、１傷病に対し最高額 100,000円とします。 

(2) 長寿祝金
毎年９月 15日現在で 85歳を迎えらた会員に、10,000円をお祝金として給付しま

す。
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２  厚生事業      

(1) 第 14回「会員の集い」を実施
全一日の日程で、会員の交流を目的とした交流会と各種大会・セミナーを開催

します。（９月開催予定：詳しくは６月発行予定の「退教互だより」で案内） 

(2) 県域サークル活動助成事業（年間実施）
支部の範囲を超えて、県域で一定の条件を満たし、サークル活動を実施する場

  合に助成します。 

(3) 各種相談事業（「退教互だより」で案内）
税務等の相談を実施します。

(4) 生涯生活設計活動支援事業（年間実施）
厚生労働大臣指定教育訓練講座を受講した場合、３年に１回 10,000 円(１件に

限る)を限度に助成します。 

(5) 自分のスマホで参加するスマートフォン教室
「会員の集い」のスマホセミナーに加えて、年間２回開催します。

(6) 新会員のための金融セミナー
現職互助会からの加入をより円滑に進めるため、新会員にとって必要性の高い金�

融情報のタイムリーな提供に努めます。 
(7) 金融セミナーⅡ(全会員対象)
(8) 各種斡旋事業

次の事業を斡旋します。
ア リゾート施設利用事業（年間実施）

リゾートトラスト株式会社(エクシブ)と森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株
  式会社(ラフォーレ)の会員としての利用 

イ 会員証による割引利用斡旋（年間実施）
会員証による観劇・レジャー・人間ドック健診等の割引利用

ウ 全国教職員互助団体協議会指定施設の割引利用斡旋（年間実施）
全国教職員互助団体協議会が指定する全国のホテル旅館の割引利用

エ 住宅取得支援事業（年間実施）

３  広報事業      

(1) 会報誌「退教互だより」の発行
年度内２回（６月・11月）発行します。オールカラーページで、内容を充実させ

ます。 

(2) 「入会のしおり」の大幅な改訂を行いましたが、引き続き新規入会者へのアピー
ルを行います。

(3) 現職者向け生涯生活設計セミナーに参加し、退教互の普及啓発に努めます。
(4) ホームページの管理・更新に努めます。
(5) ＬＩＮＥ公式アカウント（ＬＩＮＥの一斉送信）による情報提供を行います。

４  公益事業 

一般財団法人滋賀県教職員互助会と連携し、滋賀県内の公立学校（小学校・中学校
・高等学校・特別支援学校）が取り組む学校教育活動を支援します。（年間実施）
(滋賀県退職教職員互助会ボランティア人材バンク）

５  収益事業   
    次の収益事業を実施します。 

ア 損害保険代理業
イ 住宅取得支援事業
ウ 各種斡旋契約業者の広告掲載
エ 物資斡旋：生活物資や家庭用常備薬・書籍等の斡旋
オ 生命保険の募集に関する業務～新規事業
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【支部実施事業】 

以下の支部実施事業に対し、支部単位で助成金を交付します。 
１  生きがい事業助成 

２  クラブ活動助成
３  支部公益事業助成 

４  支部会員交流事業助成 

    なお、上記助成事業は指定事業とし、助成金は助成金実施要項に基づいて交付し、 
要項の対象となる事業内容等は支部の裁量に委ねます。 

令和３年度本部事務局日程

日  程 内 容 

   ４月16日 

４月18日 

  第１回運営委員会 

新会員のための金融セミナー 

   ５月下旬 決算監査    

   ６月２日 

 14日 

 24日   

  第１回（通算第50回）定時理事会・監事会（決算報告）  

第１回（通算第27回）定時評議員会（決算報告、役員選任） 

第２回（通算第51回）臨時理事会（役員選定）   

会報誌『退教互だより』第42号の発行  

   ７月６日 

 ７月21日 

   ７月下旬 

  会計担当者研修会  

 自分のスマホで参加するスマートフォン教室(1) 

学校支援メニューフェア（コラボ２１） 

８月６日 

   ８月27日 

生涯生活設計セミナー（県庁東館会議室） 

自分のスマホで参加するスマートフォン教室(2) 

   ９月上旬   第14回「会員の集い」（長浜市） 

10月下旬  中間監査 

11月上旬 

11月19日 

   ｢会員のための金融セミナーⅡ｣ 

会報誌『退教互だより』第43号の発行 

12月２日   第５回財政問題等検討委員会 

1月下旬～2月上旬   税務相談 

   ２月１日 

 10日 

  

  第３回（通算第52回）定時理事会・監事会（次年度事業計画・予算） 

  第２回（通算第28回）臨時評議員会（次年度事業計画・予算）   

令和３年度末退職予定者説明会   



Ⅰ　　令和２年度事業報告

１　会　員　数

２　寄　付　金

（１）寄付金収入１

（２）寄付金収入２

滋賀県における教育文化の振興発展ならびに退職した教職員および教育関係者の福利厚
生と生活安定を図るため,令和２年度事業方針に基づき、各関係機関団体等とも連携を密
にして各種事業を実施しました。その状況は次のとおりです。

（単位：人）

支部名 令和２年度 令和元年度 増減率(%) 支部名 令和２年度 令和元年度 増減率(%)

大津 1,302 1,257 3.58 高島 443 444 △ 0.23

彦根・愛犬 863 844 2.25 東近江 525 518 1.35

長浜 1,028 1,005 2.29 米原 365 353 3.40

近江八幡・蒲生 554 541 2.40 県立第１ 1,435 1,396 2.79

びわこ南 1,053 1,019 3.34 県立第２ 984 968 1.65

甲賀・湖南 654 633 3.32 住所不明 27 23 17.39

合計 9,233 9,001 2.58

令和元年度 増減率(%)
備 考

件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額

加入支援金 426 43,068,817 427 42,505,991 △ 0.23 1.32

区分
令和２年度

(一財)滋賀県教職員互助会より

合計 426 43,068,817 427 42,505,991 △ 0.23 1.32

区分
令和２年度 令和元年度 増減率(%)

備 考
件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額

25年未満会員か
らの寄付金

8 153,685 6 228,332 33.33 △ 32.69
(一財)滋賀県教職員互助
会の会員期間が25年未満

配偶者 0 0 0 0 ― ― （1人加入に付 109,783円）

合計 8 153,685 6 228,332 33.33 △ 32.69
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３　給　付　事　業

４　厚　生　事　業

（１）本部厚生事業

（２）支部厚生事業

事業活動数

（３）広報事業

＊金額は、一般会計　事業費支出　広報費支出＋収益事業特別会計　事業費支出　広報費支出

令和元年度 増減率(%)
備考

件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額

入院見舞金 98 3,403,500 117 3,908,500 △ 16.24 △ 12.92

種別
令和２年度

長寿祝金 130 1,311,676 130 1,311,398 0.00 0.02 対象85歳

△ 2.63

備考

合計 228 4,715,176 247 5,219,898 △ 7.69

件数・人数 金額(円) 件数・人数 金額

△ 9.67

令和元年度 増減率(%)

3

2 127,600 2 131,050 0.00

集い事業

種別
令和２年度

相談事業 8 56,500

件数・人数 金額(円)

△ 10.92

13,100 166.67

県域サークル 活動助成

173 681,427 324 1,091,825 △ 46.60

1 1,870,000 1 1,836,000 0.00

サークル数

331.30 相談者数

△ 37.59 参加者数

件数

1.85 エクシブ

合計 185 2,745,527 331 3,081,975 △ 44.11

リゾート施設利用助成

△ 1.43

種別
令和２年度 令和元年度 増減率(%)

備考
件数 金額(円) 件数 金額(円)

△ 5.13 △ 10.50 クラブ数

金額

生きがい事業助成 18 3,055,369 20 3,099,668 △ 10.00

2,223,553 11 3,229,698 0.00

事業活動数

クラブ活動助成 37 802,692 39 896,863

△ 31.15

合計 75 6,246,025 81 7,560,911 △ 7.41 △ 17.39

支部助成 11

種別
令和２年度 令和元年度 増減率(%)

備考
件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額

広報費 2 2,565,056 3 3,783,058 △ 33.33 △ 32.20 会報発行数

合計 2 2,565,056 3 3,783,058 △ 33.33 △ 32.20

利用者数

9

1 10,000 1 10,000

△ 18.18 △ 50.88

生涯生活設計活動支援 0.00 0.00

11支部

会員交流事業助成 164,411 11 334,682
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（４）公益事業

（５）リゾート施設利用状況

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

3 1 16 39 56 34 50 45 47 8 12 21

7 2 41 96 158 81 126 107 125 19 34 58

2 0 0 0 14 4 0 2 4 4 0 0

５　取　扱　手　数　料

６　住宅竣工祝金

件数

△ 68.98

種別
令和２年度 令和元年度 増減率(%)

備考
件数 金額(円)

派遣活動数

金額(円) 件数 金額

支部公益事業 助成 9 87,592 12 282,359 △ 25.00

374,680 △ 25.00

事業活動数

人材派遣事業 3 60,440 4 92,321 △ 25.00 △ 34.53

△ 60.49

令和２年度
利用合計

令和元年度
利用合計

増減率(%)

合計 12 148,032 16

エクシブ関係施設
（室数） 332 470 △ 29.36

エクシブ関係施設
（人数） 854 1,353 △ 36.88

ラフォーレ関係施設
（人数） 30 71 △ 57.75

種別
令和２年度 令和元年度 増減率(%)

備考
件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額

団体保険取扱手数料 117 243,777 30 556,815 290.00 △ 56.22 契約件数

物資あっ旋取扱手数料 13 265,949 8 151,815 62.50 75.18

広告等あっ旋手数料 43 1,056,000 53 1,413,000 △ 18.87 △ 25.27

住宅取得支援事業収入 0 0 5 355,057 △ 100.00 △ 100.00

合計 173 1,565,726 96 2,476,687 80.21 △ 36.78

令和元年度 増減率(%)
備考

件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額

住宅竣工祝金 0 0 1 30,000 △ 100.00 △ 100.00

種別
令和２年度

合計 0 0 1 30,000 △ 100.00 △ 100.00
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７　諸　会　議

（１）理事会

（２）評議員会

みなし決議

みなし決議

（３）監事会

みなし決議

みなし決議

会員カードによる割引斡旋業者の追加契約および契約

第２回 R3.2.12 承認 第二次財政問題等検討委員会議決事項
（通算第26回） 議１ 令和２年度収支補正予算(案)について
臨時評議員会

会員カードによる割引斡旋業者の追加契約および契約

第２回 R3.2.4 みなし決議 議１ 令和２年度収支補正予算(案)について
（通算第49回）

会議名 開催日時

報３

議２ 令和３年度事業計画(案)および収支予算(案)について
定時理事会 議３

第１回
令和元年度一般財団法人滋賀県退職教職員互助会事業

開催場所 議事および報告内容

定時評議員会

・監査報告

（通算第25回）

会議名 開催日時 開催場所 議事および報告内容

第１回 R2.6.4 みなし決議 議１ 定款第３条の改正について

・監査報告

（通算第48回） 議２ 令和元年度一般財団法人滋賀県退職教職員互助会事業
定時理事会 報告および決算について

会定時評議員会の開催(案)について
報１ 第13回「会員の集い」事業実施について

議３ 辞任に伴う後任理事、後任評議員の選出について
議４ 第１回(通算第25回)一般財団法人滋賀県退職教職員互助

第２回(通算第26回)一般財団法人滋賀県退職教職員互助

R2.6.12 議１ 定款第３条の改正について

終了について

報１

議２

議３ 辞任に伴う後任理事、後任評議員の選任について

報告および決算について

議２ 令和３年度事業計画(案)および収支予算(案)について

報１ 第13回「会員の集い」事業実施について

第14回「会員の集い」の実施について

終了について

報１

会議名 開催日時 開催場所 議事および報告内容

報２

第１回 R2.6.4 第1回(通算第25回）一般財団法人滋賀県退職教職員互助会
監事会 定時評議員会の提出議案について

第２回 R3.2.4 第２回(通算第26回）一般財団法人滋賀県退職教職員互助会
監事会 臨時評議員会の提出議案について

報２ 第14回「会員の集い」の実施について

会(臨時)評議員会の開催(案)について
第４回財政問題等検討委員会報告
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（４）運営委員会

（５）監査

８　役　員　等

（１）理事　　16名

（再：令和元年度末からの再任）

会議名 開催日時 開催場所 協議および報告内容

第２回 R2.11.17 教育会館 協１ 財政問題等検討委員会について

報１ 次年度役員改選について（役員および集い実行委員）

運営委員会 13時30分から

報２ 会報誌の発行に伴う協力依頼（消息集と支部情報の

協２ 支部規則について

報３ 今後の日程について

協３ 他支部への加入について

監査名 開催日時 開催場所

令和元年度 R2.5.22
教育会館

決算監査 13時25分から

令和２年度 R2.10.26
教育会館

中間監査 13時25分から

（令和３年３月31日現在）

役職名 氏 名 再・新・後任 任 期

理事長 楠本　恭久 再 令和元年6月14日から2年後の最初の評議員会まで

副理事長 寺村　銀一郎 再 令和元年6月14日から2年後の最初の評議員会まで

副理事長 小川　亘 再 令和元年6月14日から2年後の最初の評議員会まで

副理事長 内海　善夫 再 令和元年6月14日から2年後の最初の評議員会まで

理事 八代　益 再 令和元年6月14日から2年後の最初の評議員会まで

理事 北川　浩志 再 令和元年6月14日から2年後の最初の評議員会まで

理事 中川　巧 後任 令和２年6月12日から前任者の残任期間まで

理事 勝田　即榮 再 令和元年6月14日から2年後の最初の評議員会まで

理事 小島　芳春 再 令和元年6月14日から2年後の最初の評議員会まで

理事 川﨑　功 再 令和元年6月14日から2年後の最初の評議員会まで

理事 久田　美智雄 再 令和元年6月14日から2年後の最初の評議員会まで

理事 宮永　房一 後任 令和２年6月12日から前任者の残任期間まで

理事 水野　民男 再 令和元年6月14日から2年後の最初の評議員会まで

理事 澤　　豊治 再 令和元年6月14日から2年後の最初の評議員会まで

理事 井上　博人 再 令和元年6月14日から2年後の最初の評議員会まで

理事 竹元　豊一 後任 令和２年6月12日から前任者の残任期間まで

提供）について

中止第１回
運営委員会
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（２）評議員　　28名

（再：令和元年度末からの再任）

（３）監事　　5名

（再：令和元年度末からの再任）

（４）支部長　　11名

（再：令和元年度末からの再任）

任期：平成29年6月16日から４年後の最初の評議員会まで

再評議員 小川　弘

（令和３年3月31日現在）

役職名 氏 名 再・新・後任 役職名 氏 名 再・新・後任

評議員 陌間　實 再 評議員 名倉　勇 再

後任

評議員 中村　俊子 再 評議員 堤　　章代 再

評議員 釜淵　佳明 再 評議員 原田　知明

評議員 水野　隆雄 再 評議員

二宮　典子 後任 評議員 立木　純子 再

藤森　勉 再

評議員 大﨑　悦男 再

山川　和子 再

山本　均

再

小西　眞知子 再

評議員

評議員 竹村　貞男 再

評議員 小中　健三 再 評議員 桑原　由紀子 再

再

堤　　律子 再

評議員 白井　安夫 再 評議員 川戸　健一 再

評議員 清水　佐代子

（令和３年3月31日現在）

役職名 氏 名 再・新・後任 任 期

監事 松﨑　　敏和 再 令和元年6月14日から2年後の最初の評議員会まで

監事 松井　　史郎 再 令和元年6月14日から2年後の最初の評議員会まで

監事 鈴木　　喬三 再 令和元年6月14日から2年後の最初の評議員会まで

監事 久保田　雅樹 再 令和元年6月14日から2年後の最初の評議員会まで

監事 横井　　昭次 再 令和元年6月14日から2年後の最初の評議員会まで

（令和３年3月31日現在）

支　　部　　名 氏 名 再・新・後任 任 期

大津 八代　益 再 令和元年度第1回支部総会から2年後の第1回支部総会まで

彦根・愛犬 北川　浩志 再 令和元年度第1回支部総会から2年後の第1回支部総会まで

長浜 中川　巧 新 令和２年度第1回支部総会から前任者の残任期間　

近江八幡・蒲生 勝田　即榮 再 令和元年度第1回支部総会から2年後の第1回支部総会まで

びわこ南 小島　芳春 再 令和元年度第1回支部総会から2年後の第1回支部総会まで

甲賀・湖南 小川　亘 再 令和元年度第1回支部総会から2年後の第1回支部総会まで

高島 川﨑　功 再 令和元年度第1回支部総会から2年後の第1回支部総会まで

東近江 久田　美智雄 再 令和元年度第1回支部総会から2年後の第1回支部総会まで

米原 宮永　房一 新 令和２年度第1回支部総会から前任者の残任期間　

県立第１ 水野　民男 再 令和元年度第1回支部総会から2年後の第1回支部総会まで

県立第２ 布本　俊一 新 令和２年度第1回支部総会から前任者の残任期間　

再

西野　勲評議員 伊吹　正彦 評議員

評議員

評議員

再

評議員

評議員

評議員

再

再

村井　ひとみ

評議員 辻　　正明

再

再

評議員

評議員 内田　康夫
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９　本部厚生事業報告

（１）県域サークル活動

（２）その他
新型コロナウイルスにより中止

10　支部事業報告

（１）支部総会

（２）生きがい事業

自分のスマホで参加する
スマートフォン教室

令和２年4月～5月に実施

教育会館

58

開　　催　　場　　所

126年３回交流会を実施、「会員の集い」グラウンド・ゴルフ大会に協力

ライズヴィル都賀山他

税務相談

開催日時

令和2年11月5日

令和2年5月15日

令和2年6月26日

教育会館

　全支部みなし決議

支　　部　　名 消  息  集 等 の  発  行

令和3年2月5日

令和2年9月11日

教育会館

8

173

10

－

－

教育会館

サークル会員数

会員の集い

金融セミナーⅡ

サークル名

滋賀美育懇話会

グラウンド・ゴルフ同好会

事業名 参加者数

事 業 内 容

作品展の開催、会報の発行

会員作品展

史跡探訪

新型コロナウイルスにより中止

彦根・愛犬 令和2年9月発行 悠悠
研修会

グラウンド・ゴルフ大会

その他

大津 令和3年3月発行 湖都の小文

長浜 令和2年11月発行 であい グラウンド・ゴルフ大会

近江八幡・蒲生 令和3年1月発行 蒲生野

びわこ南 令和2年11月発行 湖風

甲賀・湖南 令和2年11月発行 甲賀坂

高島 令和2年9月発行 今を生きる 研修会

東近江 令和2年9月発行 きずな

米原 令和3年3月発行 いぶき

県立第１
令和2年6月
令和2年12月発行 支部だより

県立第２
令和2年6月
令和2年11月発行 支部だより・嚶鳴 研修会

長寿お祝い電話 142名に電話、内52名の方に直接お祝いの言葉を伝えることができた

新会員のための金融セミナー 令和2年4月19日 教育会館 －
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（３）会員交流事業

（４）公益事業

新型コロナウイルスにより中止

新型コロナウイルス等により中止

近江八幡・蒲生

長浜 小谷城下まちめぐり

支　　部　　名 事 業 内 容

大津 尺八演奏と講話

彦根・愛犬 湖国の史跡を訪ねよう

甲賀・湖南 グラウンド・ゴルフ大会

東近江
名勝探訪ウォーク

グラウンド・ゴルフ大会

グラウンド・ゴルフ大会

県立第２ 自然・歴史探訪会および懇親会

支　　部　　名 事 業 内 容

長浜 落語会

近江八幡・蒲生 公開講演会「新しい相続法について」

びわこ南

草津市教育研究所教育研究奨励事業

栗東市小中学校読書感想文コンクール

守山市教育会幼児教育部実技研修会

野洲市学校保健会、教育会合同研修会

甲賀・湖南
かふか教育会研究大会

会員作品展

東近江 教育講演会

県立第１ 史跡探訪
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