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『公益財団法人として』
☆☆☆思いを馳せる☆☆☆

公益財団法人日本教育公務員弘済会鳥取支部　　　

支部長　　山　根　俊　道　

　今年も早いもので半年が過ぎてしまいました。変わりゆく景色に時の早さを感じるこの頃です。み

なさまにおかれましては益々お元気でご活躍のこととお喜び申し上げます。また、日頃より弘済会へ

のご支援ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　コロナウイルス感染が拡大し、亡くなられた方や感染された方など多数いらっしゃいます。心より

お見舞い申し上げます。また、県内でも教育現場でクラスターが確認されるなどかつて経験したこと

のない状況が生じました。そのような中でも子どもたちのために懸命にご努力ご奮闘いただいている

教職員のみなさまに心より敬意を表します。

　一日も早い終息を願っています。

　さて、みなさんは『公益財団法人』という冠をどう捉えていますか？

　『公益財団法人日本教育公務員弘済会(日教弘)鳥取支部』が私たちの組織の名称です。私たちの先達

は、新しく施行される公益法人制度改革三法に基づき『公益財団法人』になることを目指しました。

そして『公益財団法人』として認可を受け平成２４年４月１日に新たなる出発をしたのです。崇高な

理念のもと４７都道府県支部が一つにまとまり新たなる歴史を刻んだのです。

　日教弘が教育という重要な『公共財』の振興に寄与貢献する道を選択し、『公益財団法人』として

認定されたことは、教職員で構成する団体として誇るべき偉業なのです。そして、日教弘の組織と事

業が『民による公益の増進』として高く評価されたのです。同時に日教弘の基礎基盤である『教弘保

険』が改めて公認されたことを示すものであります。これらは私たちが取組む提携保険事業からみて

も世界に類のない取組なのです。『教弘保険』が公益性と共済性に結びつき、教職員の豊かな生活や

教育振興に大きな役割を担っていることをご理解いただき私たち会員の誇りとしたいものです。

　『公益財団法人』は、単なる冠ではなく大

きな役割を担うことを意味するものなので

す。学校現場で教育実践に励むことにとど

まらず、日教弘会員として教育振興に参加し

ており、教弘保険加入者としての誇りとなり

ます。改めて日教弘が使命とする『最終受益

者は子どもたち』を自覚し、未来を担う子

どもたちに思いを馳せたいです。みなさま

の温かいご支援ご協力をお願いいたします。



― 2 ―

令和２年度の事業の様子

　１　日教弘奨学金（貸与奨学金）･･･大学生等対象
　　（１）本部事業
　　　・募集予定人員　２９名程度（１名１００万円以内、修学期間１年につき２５万円）
　　　・貸与者　　　　２２名　　貸与金額　１，６５０万円

　２　給付奨学金
　　（１）高校生対象の給付奨学金
　　　・給付対象校は、国・県立学校３４校及び私立高校８校の計４２校
　　　・給付生徒　計１１７名（一人１０万円給付、１校２名を原則とする。）
　　　・給付総額　１，１７０万円

公益財団法人日本教育公務員弘済会鳥取支部は、教弘保険の契約者配当金を資金として
多くの事業を展開しました。

一　奨学事業一　奨学事業

二　教育研究助成事業二　教育研究助成事業

　１　教育実践研究論文
　　（１）令和２年度鳥取支部募集教育実践研究論文〈助成金　３９万円〉※努力賞を含む
　　　①学校研究（団体研究を含む）
　　　　▪最優秀賞　　１０万円　　（１件）
　　　　　・南部町立会見小学校　　　　　　　　校長　船越　路央
　　　　　　　「地域の宝を主体的に守っていこうとする子どもの育成」
　　　　　　　　　～「桜にこめられた思い」を通して～
　　　　▪優秀賞　　　　５万円　　（１件）
　　　　　・日野町立黒坂小学校　　　　　　　　校長　下村　敏彦
　　　　　　　「主体的に情報を活用しながら未来に羽ばたく子どもの育成をめざして」
　　　　▪奨励賞　　　　３万円　　（２件）
　　　　　・米子市立福生西小学校　　　　　　　校長　野村　洋文
　　　　　　　「多様な考えに出合い　お互いに認め合い　自己を高めようとする子の育成」
　　　　　　　　　～豊かな人間関係を基盤として、本音で語り合う道徳科の授業を通して～
　　　　　・八頭町立郡家東小学校　　　　　　　校長　谷口　敏明
　　　　　　　「学び合い　人間関係を深め　自分たちで生活をつくる東っ子の育成」
　　　②個人研究（グループ研究を含む）
　　　　▪最優秀賞　　　５万円　　（１件）
　　　　　・鳥取県立鳥取工業高校　　　　　　　国語科・地歴公民科・英語科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表　教諭　小林　貴文
　　　　　　　「教科の内容理解を促進し、豊かな人権意識を育む『教科等横断的な授業』の試み」
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　　　　▪優秀賞　　　　３万円　　（２件）
　　　　　・南部町立会見小学校　　　　　　　教諭　三浦　一美
　　　　　　　「友達の思いを受け入れ　安心して自分を出せる学級づくり」
　　　　　　　　　～表現リズム遊びの授業を通して～
　　　　　・鳥取市立北中学校　　　　　　　　教諭　坂田　浩美
　　　　　　　「鳥取県に元気と笑顔を」
　　　　　　　　　～鳥取県女子駅伝チームの取り組みを通して～
　　　　▪奨励賞　　　　２万円　　（３件）
　　　　　・南部町立西伯小学校　　　　　　　教頭　福原　潤一
　　　　　　　「部落問題学習を児童の生活に生かす指導」
　　　　　　　　～自作教材「柏原の三青年」を使っての実践～
　　　　　・鳥取県立米子養護学校　　　　　　教諭　倉敷　　靖
　　　　 　　 「“「合わせる」っていいな！”表現することの楽しさを学ぶために」
　　　　　　　　　～けんべい祭・ステージ発表での実践を通して～
　　　　　・米子市立湊山中学校　　　　　　　教諭　田中　慎一
　　　　　　　「生徒が主体的に学習する数学の授業にはどのような評価が必要なのか」
　　　　　　　　　～「世界人口の総和問題」を実践事例として～

　　（２）第26回公益財団法人日本教育公務員弘済会教育賞
　　　◇学校部門（奨励賞）
　　　　・伯耆町立二部小学校　　　　　　　　校長　　遠藤　　肇
　　　　　　　「主体的に学ぶ家庭教育の推進を目指して」　
　　　　　　　　～全校児童が主体的に取り組む自主学習の方策について～
　　　　・鳥取市立逢坂小学校　　　　　　　　校長　　岡本　千鶴
　　　　　　　「自分の思いや考えを持ち、豊かに表現し、ともに高まり合う子どもの育成」
　　　　　　　　　～弱みを強みにかえる学校経営で教師が変わる、子どもが育つ～
　　　◇個人部門（奨励賞）
　　　　・鳥取大学附属中学校　　　　　　　　教諭　　中尾　尊洋
　　　　　　　「問題解決場面での試行錯誤を促す学習方法に関する一考察」
　　　　　　　　　～中学校技術・家庭科技術分野における動力伝達の授業実践を通して～

　　（３）第37回公益財団法人東京海上日動教育振興基金
　　　◇学校研究（採択）
　　　　・日吉津村立日吉津小学校　　　　　　校長　　矢倉美和子
　　　　　　　「学習の定着とメディアコントロールを図るための家庭との協働」
　　　　　　　　～生活を振り返り、目標に向かってよりよく成長しようとする児童の育成～
　　　◇個人研究（採択）
　　　　・米子市立加茂中学校　　　　　　　　教諭　　山下　欣浩
　　　　　　　「ＳＤＧｓ達成の担い手となる生徒の育成」
　　　　　　　　～世界農業遺産のＥＳＤ教材開発を通して～
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　２　教育研究助成
　　（１）日教弘奨励金（学校教育研究助成）〈助成金　１校１０万円　計２４０万円〉
　　　①通常募集　　助成校 〔小学校８校、中学校４校、県立学校２校〕
　【小学校】申請校数８校　８０万円

№ 申請団体 代表者 奨励金額 研　究　テ　ー　マ

１ 鳥取市立岩倉小学校 米井　　誠 100,000円 「なかまとつながり合い、進んで学び合う岩倉っ
子の育成」

２ 鳥取市立湖南学園 河上　照雄 100,000円 「特設教科『拓』を核とした新教育課程の実践と
授業改善」

３ 岩美町立岩美西小学校 谷口　　謙 100,000円 「主体的に　学習や活動に取り組む児童の育成」

４ 三朝町立三朝小学校 藤原　彰二 100,000円 「自分の思いや考えを持ち、学び合いを通して自
ら学ぶ児童の育成」

５ 琴浦町立八橋小学校 浅田　倫也 100,000円 「思いを伝え合い、互いの良さを認め、より良い
学級・学校をつくる子どもの育成」

６ 米子市立福米西小学校 井口恵美子 100,000円 「未来に向けて粘り強く挑戦する子どもの育成」

７ 大山町立大山小学校 齋藤　　匠 100,000円 「主体的に学び、自分の思いや考えを豊かに表現
できる子どもの育成」

８ 伯耆町立二部小学校 遠藤　　肇 100,000円 「生活科・総合的な学習の時間における地域素材
を生かした探究的な授業づくり」

　【中学校】申請校数　４校　４０万円

№ 申請団体 代表者 奨励金額 研　究　テ　ー　マ

１ 鳥取市立鹿野学園 渡辺　直子 100,000円
「新学習指導要領に挙げられている新しい学力観
に立ち、本校の独自教科『表鷲科』の効果を他の
教科で生かし学力向上を図る」

２ 倉吉市立河北中学校 齋尾　正人 100,000円 「自己教育力を育む教育～ひとりで学ぶ授業づく
り～」

３ 米子市立弓ヶ浜中学校 勝本　秀人 100,000円 「語り合い、学び合い、支え合いながら仲間とと
もに高め合う生徒の育成」

４ 日南町立日南中学校 吹野　玉枝 100,000円  「関わり合いを通して、生き抜く力を身につける
子どもの育成」

　【県立学校】申請校数　２校　２０万円

№ 申請団体 代表者 奨励金額 研　究　テ　ー　マ

１ 鳥取県立
鳥取商業高等学校 岩田　直樹 100,000円 「マーチングにおける音楽と調和する視覚効果の

研究」

２ 鳥取県立
鳥取工業高等学校 中林　正樹 100,000円 「マイコン制御研究（MIDI信号による群制御）」
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№ 申請団体 代表者 奨励金額 研　究　テ　ー　マ

１ 鳥取市立面影小学校 大西　勝人 100,000円 「『わかった・できた』を実感できる授業・かかわ
り合える学級・学校づくり」

２ 鳥取市立若葉台小学校 安本　雅紀 100,000円 「ともに学び　未来を創る　体育学習の構築」

３ 倉吉市立灘手小学校 竹中　真弓 100,000円 「多面的・多角的に物事を考える児童の育成」

４ 北栄町立北条小学校 笠見　隆志 100,000円 「地域の産業文化と学校の学びをつなぐ『広場』
づくり」

５ 湯梨浜町立羽合小学校 小林　研志 100,000円 「運動の楽しさに浸り粘り強く課題を追求する子
ども」

　　　②追加募集　　助成校〔小学校５校、中学校５校〕
　【小学校】申請校数　５校　５０万円

　【中学校】申請校数　５校　５０万円

№ 申請団体 代表者 奨励金額 研　究　テ　ー　マ

１ 鳥取市立西中学校 西村　　晃 100,000円 「豊かな人間関係の中で、学びに向かう生徒の育
成」

２ 鳥取市立河原中学校 長石　　彰 100,000円 「かかわりを楽しみ、自ら考え、判断して行動す
る子どもの育成」

３ 三朝町立三朝中学校 吉田　朋幸 100,000円 「学び合いを通して、自ら学び、判断し、表現で
きる生徒の育成」

４ 米子市立湊山中学校 足立　祥一 100,000円 「つながり、深く考え学ぶ教育活動の充実」

５ 大山町立大山中学校 中嶋　盛浩 100,000円 「学校全体で取り組む『学び合い』への授業改善」

　　（２）教育団体研究助成〈助成金　２４３．８万円〉
　全県規模の教育関係団体　１３団体　１３５万円

小・中・県立学校の地区別校長会（２１団体）　　１０８．８万円

　①県小学校長会 １０万円
　②県中学校長会 １０万円
　③県高等学校長協会 １０万円
　④県特別支援学校長会 １０万円
　⑤県私立中学高等学校長会 １０万円
　⑥県公立学校教頭会 １０万円
　⑦県立学校副校長・教頭会 １０万円

　⑧県立学校事務職員協会 １０万円
　⑨県立学校事務長会 １０万円
　⑩県公立小中学校事務職員研究会 １０万円
　⑪県養護教諭部会 １０万円
　⑫県学校栄養士協議会 １０万円
　⑬県教育研究集会 １５万円
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　　（３）教育研究大会助成　３件〈２６万円〉
○第６１回中国地区高等学校定時制通信制教育振興会大会並びに研究協議会 〔６万円〕
○第２５回全日本特別支援教育研究連盟中国・四国研究大会（鳥取大会）  〔１０万円〕 
○第１４回中国地区小学校特別活動研究大会鳥取大会 〔１０万円〕

　３　教育出版　
　　（１）教育実践研究論文集第１４号の発刊　７５００部　　〈６６万円〉

　鳥取支部募集実践研究論文の上位入賞の論文及び日教弘教育賞への推薦論文、東京海上日動
教育振興基金への推薦論文を論文集としてまとめ、広く鳥取県内の全教職員及び教育関係者に
紹介した。

　１　教育文化助成
　　（１）教育講演会等への助成　　〈４団体　５０万円〉
　　　①鳥取県ＰＴＡ協議会　　２０万円助成
　　　　◇研究大会は中止　⇒ＤＶＤを作成し、学校単位での研修へ
　　　　　・講演　『ネット依存の実態と対策』
　　　　　　講師　鳥取大学医学部教授　尾崎米厚　氏
　　　　　・実践発表
　　　　　　　　令和元年度広報誌コンクール新日本海新聞社賞受賞校
　　　　　　　　　米子市立福米東小学校ＰＴＡ会長　常松契一　氏
　　　　◇「とっとり子どもサミット」は３地区開催予定を中部地区での１か所開催へ
　　　　◇コロナ感染者への誹謗中傷をなくすための動画作成、配信等
　　　②鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会　　１５万円
　　　　◇講演会　『今だからこそ考えてみたいスポーツの価値とは』
　　　　　　講師　スポーツクライミング日本代表ヘッドコーチ　安井博志　氏
　　　③鳥取県特別支援学校ＰＴＡ連合会　　５万円
　　　　◇研究テーマ　『コロナ禍における子どもたちの命を守る活動の推進』
　　　　　・行政機関への要望・陳情
　　　④青少年育成鳥取県民会議　　１０万円
　　　　◇講演会　　『家族が変化し家庭教育が変わった！』
　　　　　　講師　　前鳥取県図書館協会会長　山田　晋　氏
　　　　◇第４２回 「少年の主張鳥取県大会」最優秀賞受賞者　発表
　　　　　　　　　　『あなたの勇気が誰かを救う』　石原晴花　米子市立福米中学校

　　（２）芸術・文化活動助成　　〈１５万円〉
　　　　▪鳥取県高等学校文化連盟　〔１５万円〕

　　（３）スポーツの奨励　　　　〈３０万円〉
　　　　▪県小学校体育連盟　　　　〔１０万円〕
　　　　▪県中学校体育連盟　　　　〔１０万円〕
　　　　▪県スポーツ少年団　　　　〔１０万円〕

三　教育文化事業三　教育文化事業
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種　　類 補助金額 人　数 金　額

１ 泊 ２ 日 ド ッ ク  ４，０００円  １４８名   　５９２, ０００円

１ 日 人 間 ド ッ ク  ３，０００円  ５３５名   １, ６０５, ０００円

脳 ド ッ ク  ２，０００円  ２３１名    　４６２, ０００円

　１　共済事業（提携保険事業：生命保険）
　【生命保険の部】
　　（１）教弘保険
　　　①加入状況（人数）5,142人　新規 195 人　　その他の増　33人　消滅 289人
　　　　〔Ｒ２年度消滅内容：　解約128、退職28、満期96、死亡37　計 289人〕
　　　　〔Ｒ元年度消滅内容：　解約118、退職22、満期81、死亡22　計 243人〕

年　度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ２年度加入率 増　減

区　分 全年齢 60歳以下 全年齢 60歳以下 全年齢 60歳以下 全年齢 60歳以下

加入者 5,203 3,875 5,142 3,777 86.1％ 63.2％ －61 －98

教職員数 5,963人(－30人) 5,970人(＋7人) 全国2位 全国2位

　１　指定施設宿泊補助　　１７泊　　１４名　　　３４，０００円
　　　〈補助金額　会員・家族ともに　１泊目　２，０００円　２泊目　２，０００円〉
　２　結婚祝金給付　７３名　　　 　７３０, ０００円　（１人10,000円）
　３　子ども誕生祝金給付　１２７名 　  　１, ２７０, ０００円　（１人10,000円）
　４　傷病または疾病による欠勤見舞金給付       １９名　　　２４４, ０００円
　５　災害見舞金支給            ０件　　　　　　　　　　０円
　６　会員死亡弔慰金給付　　２７名　　 　２７０, ０００円
　７　健康検診費用補助　　９１４名　　２, ６５９, ０００円

　８　退職記念品贈呈（温度・湿度計ライフナビ）　　１９０名

四　福祉事業四　福祉事業

五　共済（提携保険事業）・福祉事業五　共済（提携保険事業）・福祉事業

　新加入会員目標達成状況

目標人数 達成人数 達成率

２１０ １９５ ９２. ８％
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　純増加入会員目標達成状況

目標人数 達成人数

＋１０ －６１

　６０歳以下純増加入会員目標達成状況

目標人数 達成人数

＋１ －９８

　　　②加入状況（口数）　新規 ５，８４２口　　　消滅　７，３３３口

種 別 新教弘・基本 ユース Ｋ型（Ｓ型を含む） １種 ４種 計

加入口数     3,013   1,983    846 販売中止 販売中止 5,842

保有口数 48,799  26,201   4,874   3,144   1,563 84,581

Ｒ元年度 48,842  28,066   4,528   3,330   1,706 86,472

　推進目標に対する挙績

　新規目標に対する挙績

必達目標 挙績口数 達成率 全国順位         

Ｒ ２年度  ＋5,500 ５，８４２ １０６．２％ ２６位

Ｒ 元年度  ＋5,500 ６，５７７ １１９．５％ １１位

新規目標 挙績口数 達成率 全国順位

Ｒ ２年度  ＋3,575 ３，０１３ 　８４．２％ ２０位

Ｒ 元年度  ＋3,850 ３，４１３ 　８８．６％ ２７位

　純増目標口数達成状況

純　　　　増   

目標口数 実績口数 達成率

＋ ５００ －１，８９１ ０％

目標件数 挙績件数 達成率

１３０ １１５ ８８. ４％

目標件数 挙績件数 達成率

１０ ２ ２０％

　　（２）　新教弘医療保険α
　　　①挙績

　　（３）　新教弘介護終身保険
　　　①挙績
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挙　績　口　数 計

本　人 配偶者 子ども
２，０１２

１，９３７ ６７ ８

　　（６）　弔慰金（保険金）支払状況　　３７名　　２５０, ５６１, １００円

　　（７）　入院給付金支払状況　　　　　３１名　　　　４, ２８６, ６００円

　２　損害保険　　「まなびや・フルガード・教職員収入ロングウエイサポート」
　　（１）教弘損害保険加入状況

種   別 まなびや フルガード 教職員収入ロングウエイサポート 計

加入件数 ８０ １０３ ６ １８９

（元年度) （８０） （１０８） （６） （１９４）

保険料 1,247,290 1,212,450 247,360 2,707,100

　※フルガードは８１歳以上更新停止

　　（４）　新教弘米国ドル建個人年金保険
　　　①挙績

　　（５）　教弘グループ保険
　　　①保有状況

目標件数 挙績件数 達成率

１０ ３ ３０％

　　（２）保険金支払状況

種   別 まなびや フルガード 教職員収入ロングウエイサポート 計

支払件数 ２ ６ ０ ８

保険金額 3,600 365,400 ０ 369,000

　※「まなびや・教職員収入ロングウエイサポート」は現職用、
　　「フルガード」は現職者の家族及び退職者とその家族が加入できます。

　　（３）保険金支払状況明細
　　　〈まなびや〉２件
　　　・自宅の庭でクモの巣がはっている植木鉢を動かした際、ハチに刺された。（傷害）
　　　・学校で不要品を運ぶ作業中、ハチに刺された。（傷害）
　　　〈フルガード〉６件
　　　・ベッドの上に上がってゴキブリを捕ろうとした際、ベッドから落下し腰部骨折。（傷害）
　　　・玄関を上がる際、床が濡れていて滑って、足のかかとを負傷。（傷害）　　　　　　
　　　・自転車から降りる際、転倒。花壇の角に体の左側を強打し、胸部骨折。（傷害）
　　　・犬走の角につまずき転倒。手の小指靭帯断裂。（傷害）
　　　・バドミントン練習中、強くスマッシュを打った際、肩・上腕部を痛めた。（傷害）
　　　・魚釣りの準備中、腰ベルトに装着していたたも網に釣り竿が引っ掛かり穂先を折損。（携行品）



― 10 ―

　・自動車保険目標に対する挙績

東　部 中　部 西　部 計

目標件数 ２５ １０ １５ ５０

実績件数 １９ ２ 　９       ３０

達 成 率 ７６％ ２０％ ６０％ 　６０％

　・年間の消滅件数　　　４１件

令和２年度加入件数 ８２３ １１件の減

（令和元年度加入件数） （８３４）

　　（４）自動車保険加入状況

たすけあいの輪
相互扶助の精神から生まれた公益財団法人日本教育公務員弘済会

教職員のみなさま

最終受益者は子どもたち 教弘保険加入と
教育振興事業 安心支える 保険金の支払い
福祉事業 たすけあいの輪

公益財団法人

公 益 性
共 済 性

日本教育公務員弘済会 ☆６０年以上にわたる提携関係 ジブラルタ生命

教弘保険は
教育振興と安心のかたち

１年間、弘済会事業にご理解とご協力をいただき有難うございました。

コロナ禍ではありますが、令和３年度も全学校訪問活動を目指します！！
弘済会事業の「公益性と共済性」についてご理解をいただき、多くの事業をご活用いただくために、

学校説明会の開催にご協力をお願いいたします！！
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令和３年度の事業の計画

　公益財団法人日本教育公務員弘済会鳥取支部は、「将来社会に貢献しうる有為の人
材を育成するため、優秀な学徒に対し奨学金の貸与及び給付、教育一般、特に有益
な研究に対する助成および教育関係者の福祉向上をはかり、もって鳥取県における
人材の養成並びに社会教育文化の向上発展に寄与することを目的とする」としてい
る。この目的達成のため本県教育の振興に資するために次の事業の拡充に努力する。

努　力　目　標

教育振興事業（公益目的事業）

　１　日教弘奨学金（大学生等対象の貸与奨学金、本部事業として実施）
　　▪有為の人材を育成するため、大学等に学ぶ学生・生徒に対し、無利息で奨学金を貸与し、多く

の学生・生徒の修学に役立てる。
対　　象 貸与限度額 返　還　方　法

大学・大学院・短大・
高専・各種専修学校

修 学 期 間 １ 年 に つ き
２５万円、最高１００万円

１００万円の借用者は、卒業見込みの年から、
原則として７年以内の年賦償還（それ以外は、
５年以内）（無利息）

　　▪予算額　　　鳥取県の貸与保証金額： ２，９００万円
　　▪募集予定人数　２９人程度
　　▪募集期間
　　　・第一次募集　　令和３年２月１日～３月３１日
　　　　　　　　　　　現大学生等及び当年度の大学等入学予定者
　　　　　　　　　　　申請書で応募
          ・第二次募集　　令和３年４月１日～６月３０日
　　　　　　　　　　　現大学生等
　　　　　　　　　　　申請書で応募

　２　給付奨学金
      （1）高校生対象の給付奨学金
      　▪経済的な理由で学費支弁が困難な高校生を対象にし奨学金の給付を行う。

種　類 予　算 給付金額 備　　考

給付奨学生 ９００万円 一人１０万円 学校長の推薦を受けること

　　　▪募集時期　　　　令和３年４月１日～６月３０日　（申請書で応募）
　　　▪給付対象校　　　県内に存在する国・県立学校及び私立高校、高等専修学校とする
　　　▪募集予定人数　　９０名程度（１校２人までを原則とする）

一　奨学事業一　奨学事業
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　１　教育実践研究論文募集
　　（１）公益財団法人日本教育公務員弘済会（日教弘教育賞）への推薦（文部科学省後援）
　　　①　募集対象　国・公・私立の幼・小・中・高・特別支援・高専等の各学校及び教育機関等に

勤務する教育関係者で組織する教育研究団体、並びに個人・研究グループ等の
教育関係者。

　　　②　主　　題　「学校の実態を踏まえ、明日の教育を考える」という立場から論文をまとめる。
　　　③　論 文 量　２４字×４３行の２段組、Ａ４判４枚。（資料、写真等を含む）
　　　④　募集区分　ア　学校部門（団体を含む）
                             　　　 最優秀賞（５０万円）　　優秀賞（４０万円）
                           　　　   優良賞　（３０万円）　　奨励賞（１０万円）
                       　　 イ　個人部門（研究グループを含む）
                            　　　  最優秀賞（３０万円）　　優秀賞（２０万円）
                            　　　  優良賞　（１５万円）　　奨励賞（　５万円）
　　　⑤　募集期間　令和３年７月１日～９月２日
　　　　　※研究会等で既に発表したものでの応募はできない。

　　（２）公益財団法人東京海上日動教育振興基金募集論文への推薦
　　　①　募集対象　国公立の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校並びにそこに勤務する教職員
　　　　　　　　　　（私立学校は教育振興基金規定により応募できない）
　　　②　主　　題　「学校教育の中で取り組まれている実践的な教育研究」
　　　③　論 文 量　５０００字～最大１００００字程度
　　　　　　　　　　Ａ４判　４０字×４０行　（資料、写真等を含む）
　　　④　募集区分　ア　学校研究（１０万円）
                    　　    イ　団体研究（１０万円）
                     　　   ウ　個人研究（　５万円）
　　　⑤　募集期間　令和３年７月１日～９月２日
　　　　　※研究会等で既に発表したものでの応募はできない。

　　（３）鳥取支部募集教育実践研究論文
　　　　　教育に関する特に有益な研究をなし、教育の向上発展に寄与すると認められる学校・園（団

体）及び個人（グループ）に助成を行う。
　　　①　募集対象　国公私立の幼・小・中・高・特別支援・高専等の各学校及び教育機関等並びに

そこに勤務する教職員、教育研究団体等の教育関係者。
　　　②　主　　題　日々の教育活動の中での実践研究をまとめる
　　　　　　　　　　（児童・生徒の実態から離れた専門的な研究は対象外とする）
　　　③　論 文 量　２４字×４３行の２段組、Ａ４判４枚。（資料、写真等を含む）
　　　　　　　　　　（日教弘募集論文に準ずる）
　　　④　募集区分及び助成金
　　　　　　　　　　ア　学校（団体）研究
　　　　　　　　　　　　　・最優秀賞　１０万円（１件）
　　　　　　　　　　　　　・優秀賞　　　５万円（５件）
　　　　　　　　　　　　　・奨励賞　　　３万円（４件）

二　教育研究助成事業二　教育研究助成事業
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　　　　　　　　　　イ　個人（グループ）研究
　　　　　　　　　　　　　・最優秀賞　　５万円（１件）
　　　　　　　　　　　　　・優秀賞　　　３万円（５件）
　　　　　　　　　　　　　・奨励賞　　　２万円（４件）
　　　⑤　募集期間　令和３年７月１日から令和４年１月２８日
　　　　　※研究会等で既に発表したものでの応募はできない。
　　　＊　最優秀賞・優秀賞・奨励賞の該当数は、審査結果により変わることがある。

【注】　１　（１）（２）については、選考委員会で選考し幹事会で推薦を決定する。
　　　　　（３）については、選考委員会で選考し幹事会で決定する。
　　　２ 　日教弘教育賞及び東京海上日動教育振興基金応募の論文で、それぞれの推薦にならなかっ

たものは、鳥取支部の応募論文として扱う。
　　　３ 　鳥取支部、日教弘教育賞、東京海上日動教育振興基金の論文の応募については、同じ募集

先については２年連続で応募はできないが、前年度とテーマと内容が異なっており募集先が
同一でなければ、続けて応募することができる。

　　　４ 　鳥取支部募集教育実践研究論文への応募論文は全て審査する。その中で優秀な論文を次年
度募集の日教弘教育賞及び東京海上日動教育振興基金への応募論文として推薦しない。

　２　教育研究助成
　　（１）学校教育研究助成（日教弘鳥取支部奨励金）
　　　　　◇学校・園の教育実践研究（活動）に対する助成を行う。
　　　　　◇予 算 額　１８０万円
　　　　　◇助成金額　１校・園１０万円
　　　　　◇募集時期　令和３年４月１日～６月３０日　申請書で応募
　　　　　◇募集予定校数　１８校・園程度
　　　　　　　（小：８校程度　中：４校程度　県立：２校程度、私立１校程度、
　　　　　　 　幼稚園・認定こども園：公立１園程度、私立２園程度）
　　　　　◇小・中・高の各校長会、園長会、園協会にとりまとめをしていただき、選考委員会で選

考し、幹事会で決定する。
　　　　　◇助成を受けた学校・園は、研究・活動終了時に成果報告書を提出する。

　　（２）教育団体研究助成　
　　　　　◇学校教育に携わる全県規模の団体の教育の充実向上を目的にした有益な教育実践研究

（活動）に対する助成を行う。
　　　　　◇予 算 額　２９０万円
　　　　　◇募集時期　令和３年４月１日から６月３０日　申請書で応募

　　（３）教育研究大会助成
　　　　　◇教育の発展と充実に貢献するため、本県を会場に行う教育研究大会（全国大会、西日本

大会、中四国大会、中国大会）に対する助成を行う。
　　　　　◇助成基準

参加人数 助 成 金
２００人以上  １０万円
１９９人～１００人  　８万円
９９人以下    ６万円

　　　　▪募集時期　　　令和３年４月１日～６月３０日
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　３　教育出版
　　（１）教育実践研究論文集の発行
　　　　　鳥取支部募集教育実践研究論文の上位入賞の論文および日教弘教育賞への推薦論文、東京

海上日動教育振興基金への推薦論文を論文集としてまとめ、広く鳥取県内の全教職員及び教
育関係者に紹介し、鳥取県の教育の向上発展に寄与する。

　　　①　教育実践研究論文集は、編集作業の都合により次年度の６月に発行する。
　　　②　広く鳥取県内の全教職員及び教育関係者に配布する。

　１　文化・芸術・スポーツの振興
　　（１）教育講演会等への助成
　　　　　◇学校教育に関わる全県規模の団体への有益な教育講演会等に対する助成を通して、教育

文化の発展と充実に寄与する。
　　　　　◇募集時期　令和３年４月１日～６月３０日　申請書で応募

　　（２）芸術・文化活動助成
　　　　　◇教育に携わる全県規模の団体の生徒を対象とした多様な芸術・文化活動に対する助成を

通して、教育文化の発展と充実に寄与する。
　　　　　◇募集時期　令和３年４月１日～６月３０日　申請書で応募

　　（３）スポーツの振興
　　　　　◇スポーツに携わる全県規模の団体の活動に対する助成を通して、スポーツの振興に寄与する。
　　　　　◇募集時期　令和３年４月１日～６月３０日　申請書で応募

　１　指定施設宿泊補助　〔補助対象：　現職の教弘保険、損害保険の加入者、および友の会会員〕

利用施設 泊　数 会　員 家　族

指定宿泊施設
１泊目 ２, ０００円 ２, ０００円
２泊目 ２, ０００円 ２, ０００円

　　（１）弘済会の指定する宿泊施設を利用する場合は、上記の表のとおり補助する。
　　（２）その同居の家族が宿泊施設を利用する場合も補助する。
　　（３ ）宿泊施設を利用する場合は、宿泊施設に直接予約し、その後に弘済会事務局に宿泊者氏名、

宿泊年月日、宿泊施設名等を明らかにして利用券を申請する。
　　（４）利用券を宿泊施設のフロントに提出する。
　　　※ 令和３年度より公立学校共済組合鳥取宿泊所『白兎会館』も指定宿泊施設となりました。多

くの方がご利用下さい。

　２　結婚祝金給付　〔給付対象：　教弘保険の加入者〕
　　　・給　　付　結婚したときは、申請により結婚祝金を給付する。
　　　・申請期間　結婚後１年以内に申請するものとする。
　　　・給付金額　１０，０００円とする。

福 祉 事 業

三　教育文化事業三　教育文化事業

四　福祉事業四　福祉事業
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　３　子ども誕生祝金給付　〔給付対象：教弘保険の加入者〕
　　　・給　　付　子が生まれたときは、申請により祝金を給付する。
　　　・申請期間　出産後１年以内に申請するものとする。
　　　・金　　額　１０，０００円とする。
　　　・受給資格　男女を問わない。

　４　傷病または疾病による欠勤者見舞金給付　〔給付対象：現職の教弘保険の加入者〕
　　　・対 象 者　見舞金対象者とは、事由の如何に関わらず傷害または疾病により入院または自宅

療養のため連続３０日以上欠勤した者とする。
　　　・見 舞 金　見舞金は、教弘保険月額保険料、同加入継続年数、欠勤日数によるものとする。
　　　・手 続 き　給付を受けようとする者は、入院または自宅療養のため連続３０日以上欠勤する

こととなった日以降年度内に所属長の証明を付し、所定の申請書を提出する。
　　　・給付回数　給付は、年度に１回に限定するものとする。

　５　災害見舞金給付　〔給付対象：現職の教弘保険の加入者〕
　　　・給　　付　不可抗力によって災害を受けたときは、見舞金を給付する。

　６　会員死亡弔慰金給付　〔給付対象：現職の教弘保険の加入者および友の会会員の遺族〕
　　　・給付事由　会員本人が死亡した場合
　　　・死亡弔慰　弔慰金又は供花一基

　７　健康検診費用補助　〔補助対象：現職の教弘保険および損害保険の加入者〕
　　（１）１泊２日人間ドック　４, ０００円
　　（２）１日人間ドック　　　３, ０００円
　　（３）脳ドック　　　　　　２, ０００円

　８　友の会補助
　　（１）友の会地区総会運営補助（東・中・西部３地区）
　　（２）友の会研修旅行補助（ギフト券３，０００円程度）
　※　契約記念品贈呈　〔贈呈対象：教弘保険の新規および継続加入者〕
　　　　・新規加入したときは、記念品を贈る。
　　　　・増口したときは、記念品を贈る。
　　　　・ユース教弘から新教弘保険に継続したときは、記念品を贈る。
　　　　・新教弘保険からＫ型に加入したときは、記念品を贈る。　
　※　退職記念品贈呈　〔贈呈対象：現職の教弘保険の加入者〕
　　　　・退職したときは、記念品を贈る。

　１　共済事業（提携保険事業）
　　　＊教弘保険
　　　＊その他

　２　損害保険事業・福祉事業
　　　＊団体扱自動車保険　　　＊教弘まなびやスーパープラン「教職員賠償責任保険付き」
　　　＊教弘フルガード　　　　＊教職員収入ロングウエイサポート
　※『教弘まなびやスーパープラン・教職員収入ロングウエイサポート』は現職用、『教弘フルガード』

は現職の家族及び退職者とその家族が加入できます。

五　共済事業（提携保険事業）五　共済事業（提携保険事業）
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　　　　　「助け合いの輪」を広げて
 参事　青木　茂

　令和の時代と変わり、ここ何年かは、新型コロナウイル
ス感染拡大防止の為、学校訪問の機会が減少しました。こ
のような状況のなかでも、学校訪問を通して学校や生徒と
つながっているという気持ちを持ち、充実した活動をさせ
ていただいています。
　これまでの世界を一変させたコロナ禍での活動ですが、
いつも丁寧な対応をしていただき、本当に感謝をしていま
す。
　「最終受益者は子どもたちである」を念頭に学校や先生
方と連携を図り、「助け合いの輪」を広げていくという私
たちの取り組みを通して、これからも多くの先生方に弘済
会の事業を広げていくよう努めていきたいと思っています
ので今年もよろしくお願いします。

　　　　　弘済会事業の活用と一層の充実を
 参事　鳥山　秀穂

　参事を仰せつかって６年目を迎えます。この間、弘済会
の事業説明や奨学金、日教弘鳥取支部奨励金、校長会等へ
の助成金贈呈、新採用、ご退職者への記念品贈呈などで、
中部地区を中心に多くの学校を訪問させていただきまし
た。管理職をはじめ多くの先生方に、弘済会の活動をご理
解いただき、温かく迎えていただいたことに感謝申し上げ
ます。
　コロナ禍のおり、学校現場は多事多端で気の休まる間も
ないことと思いますが、明日を担う子どもたちのために、
弘済会の事業を活用して教育活動を充実させていただけれ
ばと思います。そして、さらに多くの先生方に会員になっ
ていただき事業が一層充実することを願って活動していき
たいと思います。

　　　　　全ての教職員の為の弘済会
 参事　岸　　豊

　学校に出かけると、元気のよい子どもたちの姿に出会え、
元気をいただいています。先生方の熱い思いが子どもたち
に伝わっていると常々感じております。
　弘済会に関わる中で、鳥取県の多くの先生方に支えられ
ている弘済会であることを知りました。
　弘済会では、先生方の教育力アップへの支援、先生方の
健康維持への支援、万が一のためへの備えを提供するなど
で先生方をサポートすることを通して、子どもたちの成長
に寄与しています。　
　説明会でなかなかお目にかかることができない、非常勤
の先生方、自治体雇用の職員の皆さんも、大学生への奨学
金や万が一に備える保険等の弘済会の事業を利用できま
す。ご存じない方もあると思いますので、お伝えしていき
たいと思っています。先生方からもお声かけいただけたら
嬉しく思います。

　　　　　最終受益者は、子どもたち
 参事　倉本　一弘

　東部地区担当参事として、５年目となりました。弘済会
事業の学校説明会、昇任・新規採用・退職の記念品贈呈式、
高校生への給付奨学金贈呈式と、中には、１年に２回、ま
た、２年連続で訪問させていただく学校もありました。学
校訪問では、時間設定、会場等の諸準備にご配慮いただき、
心より感謝申しあげます。
　弘済会は、「最終受益者は、子どもたち」をスローガンに、

「教育振興事業」「福祉事業」「共済事業」を３本柱の事業
としていること、また、「共済事業」で、より多くの先生
方に会員となっていただくことが、児童生徒、学校、先生
方を一層支援することにつながることも、繰り返しお伝え
していきたいと思います。

　　　　　虹・参事
 参事　船越　寛明

　「令」は、ハワイの「レイ」からも想像できるように「愛」
を表しているとのこと。また、「和」はなごやかです。
　愛があふれ、和やかなる世の中となるように、互いが思
いやり、つながり合うことは、大変すばらしいことです。
　そして、「橋」は、「わたす」が語源ですが、橋の語感と
しては、「つなぐ」という意もあろうかと思います。
　「夢の架け橋」「愛の架け橋」等々は、人々の感情・情緒
に関わるものと思います。
　御存知のように参事の役割のひとつは、ＬＣの皆さんと
学校とをつなぐことです。互いに共通認識し、良好なる人
間関係を構築しながら「最終受益者は子どもたちである」
を念頭に取り組んでいくことができれば幸に思います。
　弘済会鳥取支部の事業のさらなる進展を図り、すばらし
い「虹の架け橋」となれる参事であるように努力して行き
たいと思います。よろしくお願いします。

よろしくお願いします　～学校訪問をさせていただいている鳥取教弘参事よりメッセージ～
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令和３年度　事務局役職員

お知らせ information

後列左から

　大江　雅美　（会計・収納・共済担当）

　前田　由美　（損保担当）

　聲高　宣夫　（自動車・損保担当）

　福田ひとみ　（会計・公益・庶務担当）

前列左から

　加藤　憲雄　代表取締役

　山根　俊道　支部長

　前田　厚彦　専任幹事兼事務局長

　公益財団法人日本教育公務員弘済会鳥取支部（略称「弘済会鳥取支部」）は、昭和29年の設立以来、
教育・文化の発展と教職員の皆様の福祉向上を目的とし、様々な事業に取り組んでいます。この弘済
会の目的と事業に賛同していただいた方を会員とし、全国共通の「日教弘ライフサポート倶楽部」の
サービスが利用できる会員証を配付しています。
　さらに、教職員だけのためにジブラルタ生命保険株式会社と提携して開発した有利な保険「教弘保
険」にご加入いただいた方には、弘済会鳥取支部が実施する福利厚生サービスもご利用いただけます。
　現在、鳥取県では、現職教職員の約63％の方々が「教弘保険」にご加入されています。まだご加入
でない方々におかれましても、今後の保障と生活設計のために「教弘保険」へのご加入をぜひご検討
ください。皆様にご加入いただいた「教弘保険」から生ずる契約者配当金が、教育振興事業や福祉事
業の大切な原資となります。
　「教弘保険」の詳細につきましては、ジブラルタ生命のＬＣ（ライフプランコンサルタント）が各
職場を訪問してご説明いたしますので、お気軽にお尋ねください。

あなたも『弘済会会員』になりませんか？
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日教弘会員の教職員の皆さまだけの保障プラン

「ユース教弘保険・新教弘保険A型」

教職員の皆さま

安心支える
たすけあいの輪

日 教 弘 ジブラルタ生命

各種の
公益事業

教弘保険加入と
保険金の支払い

60年以上にわたる提携関係

（24 歳男性）ご加入例 ご加入例 （39 歳男性）

34 歳以下の方のための

〈災害割増特約付
集団契約特約付勤労保険〉
死亡保険金・
高度障害給付金

5,000万円
〈災害割増特約〉
災害保険金・高度障害給付金

月払保険料：9,705 円 （年齢や性別に関わらず保険料は一律です）

❶ 生活設計に合わせて加入できる死亡保障プラン 死亡や高度障害など、万一のときに備える保障。集団契約特約を付加することにより低廉
な保険料で加入できます。

❹ ユース教弘保険から新教弘保険へ移行できます ユース教弘保障期間満了時におきましては、ユース教弘保険の死亡保険金の範囲内で医師
の診査を受けることなく新教弘保険に移行できます。（但し、現職の教職員の場合に限ります）

❺ リビング・ニーズ特約付きでより豊かな人生設計を 余命6ヶ月以内と判断される場合、生きている間に保険金をお受取になれるので、より安
心です。この特約の保険料は不要です。

❸ 60 歳以下の健康な方ならお申込 OK！！
公益財団法人日本教育公務員弘済会の会員のうち、学校・その他の教育機関に勤務する教職員お
よびこれに準じる方で、３５歳以上６０歳以下の方であれば、男女・年齢に関係なくお申込できます。  

（但しユース教弘保険は34歳迄）さらに退職後も保障期間満了時（65歳）までご継続できます。

❷ ご加入時の年齢や性別に関わらず保険料は一律です 今回ご提案するプランは、ご加入時の年齢や性別にかかわらず、保険料が一律です。ユー
ス教弘保険：34歳までご加入可　新教弘保険A型：60歳までご加入可

1,500万円

死亡・高度障害のとき

5,000万円 死亡・高度障害のとき

5,000万円
災害による

死亡・高度障害のとき

6,500万円

「ユース教弘保険」
35 歳以上の方のための

〈集団契約特約付勤労保険〉
死亡保険金・
高度障害給付金
5,000万円

「新教弘保険A型」

「ユース教弘保険・新教弘保険A型」5つの特徴

月払保険料：17,550 円 （年齢や性別に関わらず保険料は一律です）
※不慮の事故など災害による保障に重点を置いたプラン「新教弘保険 B型」もございます。

●ご加入時の年齢により、保障期間は下表の通りとなります。
加入年齢

※19歳までにご加入された方は、保障期間20年間（保険期間５年間・自動更新3回）
　となります。

～ 24 歳※

25 ～ 29 歳

30 ～ 34 歳

保障期間

15 年後（保険期間 5 年間・自動更新 2 回）
10 年間（保険期間 5 年間・自動更新 1 回）

5 年間（保険期間 5 年間・自動更新なし）

移行

39 歳 65 歳
保険料払込期間

保険期間は 5 年満了ごとに自動更新され、
６５歳まで継続します。

共済事業（提携保険事業）提携会社

教職員のお客様 （通話料無料）
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

ミ  ナ キ ョ ウ イ  ク

0120-37-9419
※ご契約の際はジブラルタ生命のライフプラン・コンサルタントを通じて「保険設計書（契約概要）」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

本社／〒100-8953 東京都千代田区永田町2-13-10

保険期間は 5 年満了ごとに自動更新されます ご契約 満了

24 歳
保険料払込期間

29 歳 34 歳 39 歳

ご契約 満了

ユース教弘保険の保障期間満了後、ユース教弘保険の死亡保険金の
範囲内で医師の診査を受けることなく新教弘保険A型に移行すること
ができます。（ユース教弘保険の保障期間満了時に現職の教職員でな
い場合は、ユース教弘保険の死亡保険金の範囲内で医師の診査を受
けることなく平準定期保険（無配当）に加入することができます。）

ユース教弘保険から新教弘保険A型へ移行できます

公益財団法人 日本教育公務員弘済会（略称：（公財）日教弘）の教育振興事業
（奨学事業、教育研究助成事業、教育文化事業）及び福祉事業は、教弘保険
の契約者配当金により運営されており、日本の教育界に貢献しています。

「教弘保険」にできること。
ジブラルタ生命は、

教職員の皆さまとそのご家族、
明日を担う子どもたちに、安心をお届けします。



― 19 ―

●
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終　身

●
●
●
̶
●
●

終　身

●
̶
̶
●
●
●

終　身

●
̶
̶
̶
●
●

終　身・定　期

❶
新教弘医療保険α
初期加算タイプ

❷
新教弘医療保険α

❸
新教弘医療保険α

シンプル・初期加算タイプ

❹
新教弘医療保険α
シンプルタイプ

保険期間

＊1＊1お客様のニーズにあわせて４つの
保障のタイプからお選びいただけます

保障内容例 新教弘医療保険α初期加算タイプ　保険期間：終身　基本入院給付金日額：5,000円
お支払事由 お支払額

ケガで2日以上継続して入院したとき

病気で2日以上継続して入院したとき

災害入院給付金または疾病入院給付金の支払
われる入院をしたとき

1泊2日以上の継続入院中に、公的医療保険の
対象となる手術を受けたとき

外来・日帰り入院で、公的医療保険の対象と
なる手術を受けたとき

公的医療保険の対象となる放射線治療を受け
たとき

責任開始日からその日を含めて１年経過以後
に、骨髄・末梢血幹細胞採取手術を受けたとき［骨髄・末梢血幹細胞採取給付金］

骨髄・末梢血ドナーとして手術

ケガで入院
［災害入院給付金］

病気で入院
［疾病入院給付金］

入院初期加算給付金

入院中の手術
［手術・放射線治療給付金］

外来・日帰り入院での手術
［手術・放射線治療給付金］

放射線治療
［手術・放射線治療給付金］

一律10日分 50,000円
基本入院給付金日額×10

1日につき 5,000円
基本入院給付金日額×入院日数

1回につき 10万円

10万円
基本入院給付金日額×20

1回につき 5万円

入 

院

手 
術

ド
ナ
ー

1回につき 2.5万円
基本入院給付金日額×5

入院初期加算給付金
（入院開始後30日目まで）

基本入院給付金日額×20

基本入院給付金日額×10

入院11日目以降

1泊2日以上
10日以下の入院

一律10日分 50,000円
基本入院給付金日額×10

1日につき 5,000円
基本入院給付金日額×入院日数入院11日目以降

1泊2日以上
10日以下の入院

本社／〒100-8953 東京都千代田区永田町2-13-10 
（通話料無料）
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。0120-37-9419

ミ　ナ キョ ウ  イ  ク

教職員のお客様

※商品のご検討に際しては、ジブラルタ生命のライフプラン・コンサルタントを通じて「保険設計書（契約概要）」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

新教弘医療保険α（無配当） 
医療保険（14）（保険料払込中無解約返戻金型）

教職員の皆様のご意見を取り入れた、教職員のための医療保険です

短期の入院にも手厚い保障！
1泊2日以上10日目までの入院で
一律10日分をお受取りいただけます

Point

1
Point

1

ケガや病気による入院、手術または放射線治療を保障し
ます。特に１泊2日以上10日以下の継続した入院をされた
場合、一律10日分の入院給付金をお受取りいただけます。

初期加算タイプの場合

支払限度変更特則を付加した場合

保険料払込期間満了後は、
60日から120日まで拡大！

Point

3
Point

3

災害・疾病入院給付金の1入院あたりの支払限度日数は、
「支払限度変更日（保険料払込期間満了時、終身払は65歳
時）」以降は60日から2倍の120日までに拡大します。

３大生活習慣病入院特則を付加した場合Point

4
Point

4入院初期の費用をカバーする
入院初期加算給付金を上乗せ！

Point

2
Point

2

「初期加算タイプ」をお選びいただくと、入院開始後30日
目まで「入院初期加算給付金」が上乗せされます。

3大生活習慣病  による入院は、
疾病入院給付金の
支払日数が無制限！

がん・心疾患
脳血管疾患（ ）

ここが安心！4つのポイント

災害入院給付金・疾病入院給付金
3大生活習慣病による支払日数無制限
1入院の支払限度の変更（60日⇒120日）

入院初期加算給付金
手術・放射線治療給付金
骨髄・末梢血幹細胞採取給付金

＊2

＊1 「新教弘医療保険α」（①・②）には、「3大生活習慣病入院特則」と「支払限度変更特則」が付加されています。　　＊2 「3大生活習慣病による支払日数無制限」は、「疾病入院給付金」が対象となります。

教職員のご家族のための医療保険、「ファミリー教弘医療保険α」で安心保障！

ジブラルタ生命保険株式会社
共済事業（提携保険事業）提携会社 
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お問い合わせ先・
取扱代理店

引受
保険会社

㈱鳥取教弘
TEL:0857-26-5334 FAX:0857-22-0248

東京海上日動火災保険株式会社
担当:山陰支店　鳥取支社
TEL:0857-23-2201 FAX:0857-22-1388
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鳥取県公立学校教職員および退職者の皆様へ

団体扱自動車保険のご案内
（トータルアシスト自動車保険）

団体扱制度をご利用いただくと保険料が割安になります。
鳥取教弘の団体扱割引 東京海上日動の 

一般契約に比べ

団体扱割引10％は、保険期間の始期日が令和2年10月 
1日から令和3年9月30日までの契約に適用されます。 
割引率は、団体の損害率等により毎年見直されます。

団体扱一時払は一般契約一時払に比べて５％割安です。
団体扱分割払は一般契約と異なり分割割増がかからない
ので約５％割安となります。

団体扱契約は 
一般契約に比べて 約１５％割安!!

■上記割引率は、次の通り、団体扱割引等を連算して算出しております。 
　 一時払の場合：１－{（１－団体扱割引・10％）×（１－団体扱一時払割引分・５％）} 
　 分割払の場合：１－{（１－団体扱割引・10％）×（１－一般契約分割割増分・約５％）}ご注意

ドライブエージェント パーソナル（DAP）

１０％適用 約５％割安

東京海上日動のトータルアシスト自動車保険ではドライブエージェント 
パーソナル（DAP）特約（事故発生の通知等に関する特約）をご用意しました。

もしもの事故も、いつもの安心も。ドライブレコーダーが見守ります！
端末は2種類をご用意！

前方はバッチリ！
前方1カメラ型

特約保険料
月額620円

＊

後方も撮影可能！
2カメラ一体型

特約保険料
月額810円

＊

※2カメラ一体型は2021年 
4月以降始期契約の場合にご 
契約いただけます。

〈内側〉

〈外側〉

＊ 保険期間1年、団体扱の場合の分割払保険料です。

東京海上日動オリジナルドライブレコーダーの主な特徴（共通）
映像を鮮明に 

記録
自動で事故連絡＆ 

通話も可能
事故時の映像を 

自動送信
常に最新版に 

自動アップデート

「安心・安全」をお届けする３つのサービス
「いざ」という時も

日常の運転中も

ご契約の更新時も

高度な事故対応サービス
事故防止支援サービス
安全運転診断サービス

サービスの概要について動画でもご案内しています

前方 
1カメラ型

2カメラ 
一体型

※事前にご確認いただきたい主な注意事項等、詳しい手続き方法は専用チラシ等でご確認ください。
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オプション

オプション

オプション

安心をお届けします。

賠償
に関する
補償

ご自身
の補償

お車
の補償

東京海上日動は、

３つの基本補償 ３つの基本特約
賠償責任保険 弁護士費用特約

（日常生活・自動車事故型）*2　（自動車事故型）*2

傷 害 保 険 入院時選べるアシスト特約

【対人賠償責任保険、対物賠償責任保険】 もらい事故アシスト

ロードアシスト、レンタカー等諸費用アシスト

入院時選べるアシスト【人身傷害保険】*1

人身傷害の
他車搭乗中および車外自動車事故補償特約

レンタカー費用等
補償特約（事故時30日）

と で

車 両 保 険
自動セット 車両全損時諸費用補償特約

自動セット

「事故が起きてから」ホームヘルパーや
家庭教師の派遣等、お客様にお好みの補償を

お選びいただけます。

相手方の治療費や修理費等をお支払いします。

自動セット 対物超過修理費特約

レンタカー費用の補償日額および
事故時の補償日数が拡充されます。

お客様に責任がなく保険会社が示談交渉
できない「もらい事故」も安心です。

※乗車中の方も
補償します。

３つの基本補償 ３つの基本特約

車両搬送・応急対応・レンタカー
費用等補償特約（15日）

*1　トータルアシスト自動車保険では、原則として人身傷害保険が自動セットされます。 
*2　弁護士費用等を補償する特約をご契約いただく場合、「弁護士費用特約（日常生活・自動車事故型）」か「弁護士費用特約（自動車事故型）」の
いずれか一方を選択いただきます。
※団体扱の対象となる方の範囲（契約者・記名被保険者・車両所有者）や団体扱特約失効時の取扱いについては、代理店までお問い合わせください。

「トータルアシスト自動車保険」は、総合自動車保険のペットネームです。このチラシは自動車保険（団体扱）の概要についてご紹介したものです。
ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。また詳しい補償内容については「ご契約のしおり（約款）」に記載しています
ので、必要に応じて東京海上日動のホームページ（www.tokiomarine-nichido.co.jp）でご参照いただくか、代理店または東京海上日動にご請求くだ
さい。ご不明な点等がある場合には、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。

鳥取県公立学校教職員団体扱自動車保険  見積依頼書
ご契約やお見積り、詳しいご説明をご希望の方は、本見積依頼書、車検証、保険証券（表・裏）を下記代理店までFAXもしくは郵送 
にてご送付ください。追ってご連絡申し上げます。

フリガナ

お名前

ご勤務先・所属

フリガナ

ご自宅住所

ご自宅電話番号

（　　　　　　）　　　　　ー

ご勤務先電話番号（内線　　　　　　）

〒　　　　　ー

年　　　　　月　　　　　日お車の納車日 
（車両購入・買替の場合）

【代理店】
株式会社　鳥取教弘
住所：〒680-0833 
鳥取県鳥取市末広温泉町608 
TEL：0857-26-5334　FAX：0857-22-0248

（　　　　　　）　　　　　ー

【保険会社】
東京海上日動火災保険株式会社
山陰支店　鳥取支社 
住所：〒680-0011　 
鳥取県鳥取市東町2-351　TEL：0857-23-2201

＠

お
問
い
合
わ
せ
先

メール 
アドレス

※当代理店は、ご提供いただいた個人情報を東京海上日動より委託を受けて行う損害保険の募集およびこれに付帯・関連するサービスの提供等に
利用させていただくことがあります。東京海上日動における個人情報の取扱い等については、次のホームページに掲載しております。 
www.tokiomarine-nichido.co.jp

tm-20210624-0011
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　役　　　員　（令和３年度用）
　☆新役員

支 部 長 　山根　俊道　　退職（全県）
副 支 部 長 　野崎　淳介　　退職（東部･高）

〃 　田中　清治　　退職（中部･高）
〃 　金田　和寿　　退職（西部･小）

専 任 幹 事 　前田　厚彦　　退職（東部･小）
幹 　 事 ☆半田　雅人　　小学校長会代表（美保）

〃 ☆東田　重高　　中学校長会代表（鳥取北）
〃 　上原　正樹　　高等学校長協会代表（鳥取湖陵）
〃 　田中　里美　　公立学校共済組合鳥取支部
〃 　井上　匡央　　鳥取県教職員組合
〃 　岡島　恒志　　鳥取県高等学校教職員組合
〃 　戸田　倫弘　　退職（東部･中）
〃 　中前雄一郎　　退職（中部･小）
〃 　松浦　靖明　　退職（中部･中）
〃 　遠田佳代子　　退職（西部･中）
〃 　吉岡　成幸　　退職（西部･高）

代 表 取 締 役 　加藤　憲雄　　退職（東部）
取 締 役 　西尾　幹雄　　退職（東部）

〃 　田中　正士　　退職（中部）
監 査 役 　坂林　豊人　　退職（東部）

〃 ☆上田　祐二　　退職（西部）
参 　 事 　青木　　茂　　退職（全県）

〃 　倉本　一弘　　退職（東部）
〃 　鳥山　秀穂　　退職（中部）
〃 　船越　寛明　　退職（西部）
〃 　岸　　　豊　　退職（西部）

職 員 　大江　雅美　　会計･収納・共済担当
〃 　聲高　宣夫　　自動車･損保担当
〃 　前田　由美　　損保担当

監 　 査 　稲田　　均　　退職（東部）
〃 　廣芳　洋一　　退職（中部）
〃 　青砥ふみ子　　退職（西部）

事務局長（兼） 前田　厚彦　　退職（東部・小）
職 員 福田ひとみ　　会計・公益・庶務担当

　
幹
事
・
監
査
　
19
名

　
運
営
委
員
　
37
名

　
株
式
会
社
鳥
取
教
弘

幹　　事�16名

組織代表�10名

取 締 役� 3名

監 査 役� 2名

参　　事� 5名

事務局職員� ３名

地区代表�27名

事務局職員� 2名

監　　査� 3名

小 中 高
校長会 ☆下田　智美（富　桑）小谷　清美（久　米）☆小川　　泉（青　谷）
教頭会 　狩野　　司（浜　坂）山宮　圭子（青　谷）☆田中　博幸（鳥取中央育英）
教　組 　小谷　明寛（県教組） 　前田　幸男（高教組）
事務職 ☆島田　伸子（鳥取北） ☆田中真由美（鳥取緑風）

東　部 中　部 西　部

小学校

☆蓮佛　俊敬（若葉台）　藤原　彰二（三　朝）　小谷　良夫（崎　津）
　大高　　勝（久　松）☆池田　康明（河　北）　塚田　和彦（福米東）
　奥谷　健史（青　谷）　本田　弘樹（東　郷）☆中村　将人（余　子）
☆氏橋　美智（用　瀬） 　齋藤　　匠（岸　本）
　中西　毅暢（岩美南） 　瀬尾美佐子（江　府）
　谷口　達哉（八　東）

中学校
☆大下　英則（国　府）　河原　裕司（大　栄）　宇城　　明（淀　江）
☆大西　勝人（岩　美）　御舩　宗則（倉吉西）　渡部　雅之（境港第三）
　橋本　浩之（八　頭） 　黒見　隆久（南　部）

高　校 　岡田　信康（鳥取工）　福光　　浩（倉吉東）☆坪倉　寿樹（日　野）
　加賀田　剛（八　頭） ☆山﨑　和正（米子南）


