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新任挨拶
原点に帰り仲間の輪を広げましょう

公益財団法人日本教育公務員弘済会鳥取支部　　　

支部長　　前　田　厚　彦　
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　盛夏の候、皆様にはご健勝にてご活躍のこととお喜び申し上げます。

　皆様には、平素より弘済会鳥取支部の諸事業の推進にご理解とご支援を賜っておりますこと、厚く

お礼を申し上げます。また、新型コロナウイルスの感染予防に努めながら、教育活動等にご尽力され

ておられますことに、心より敬意を表します。

　さて、令和４年７月１日より前山根俊道支部長の後任として、歴史と伝統のある公益財団法人日本

教育公務員弘済会鳥取支部の支部長に就任しました前田厚彦です。どうぞよろしくお願いいたします。

鳥取県の子どもたちのために、教職員及び教育に携わっておられるすべての皆様のために微力ながら

尽力して参りたいと思います。

　令和４（2022）年度は、日本教育公務員弘済会創立70周年、公益財団認可10周年の年です。70年前、

教育に携わる仲間たちの「たすけあい」の輪を広げようとの思いから始まった日本教育公務員弘済会

は、「たすけあい」（福利厚生事業）（共助）にとどまらず、今では日

本屈指の助成団体として教育振興事業（奨学事業、教育研究助成事業、

教育文化事業）（公助）を展開しています。弘済会鳥取支部もその一翼

を担い、「最終受益者は子どもたち」を合言葉に鳥取の教育の発展の下

支えを努めています。

　これらの事業が実施できますのも教弘保険と、皆様のご理解・ご協

力があってのことです。感謝申し上げます。弘済会事業のさらなる充

実・発展のために、一人でも多くの皆様に仲間（教弘保険加入会員）

の輪に加わっていただきたく存じます。

　明日を担う子どもたちの健やかな成長の

ために、これからも鳥取支部・グループ会

社鳥取教弘・提携保険会社ジブラルタ生命

鳥取支社の三者が一体となって、取り組ん

でまいりたいと思います。

　皆様の一層のご協力をお願いし、就任の

挨拶とさせていただきます。



新任挨拶
原点に帰り仲間の輪を広げましょう 退任のあいさつ

公益財団法人日本教育公務員弘済会鳥取支部　　　

前支部長　　山　根　俊　道　
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　盛夏の候、皆様におかれましては、ますますご健勝にてお過ごしのこととお喜び申し上げます。

　さて、私ですが、このたび鳥取支部長を６月末で退任いたしました。

　思い起こせば、平成24年度より10年３ヶ月間、事務局長・専任幹事・支部長と、多くの皆様のご支

援とご協力をいただき勤めさせていただきました。戸惑うばかりでしたが、特に事務局長時代には、

元支部長山田篤様、同じく尾﨑祥彦様、前支部長加藤憲雄様には、特段のご指導を賜りながらの勤め

でありました。また、事務局職員にも支えていただきました。仕事を開始した平成24年４月１日は、

内閣府から『公益認定』をいただき公益財団法人として歩みを始めた時でした。組織の確立はもとよ

り公益財団法人となった日教弘（弘済会）は『民による公益の増進』という新法の精神と法人の任務

を自覚しながら着実な歩みをすすめてまいりました。正にこの10年間は、基礎を固める期間であり、

精一杯努力してきたつもりでいます。特に、学校での『事業説明会』を全県で実施したいと役員の皆

様と一緒に展開させていただきました。

　少しずつではありますが弘済会の掲げる『未来を担う子どもたちのために』という理念が浸透して

きたのではないかと思います。本年は日教弘70周年です。戦後間もなく『日本の復興は教育なくして

はありえない』と立ち上がり、その時蒔かれた一粒の麦の種が大きく実りつつあります。諸先輩方の

この70年の歩みを私たちが引き継ぎさらに大きく結実させていかなければなりません。教職員の皆様

には、教弘保険にご加入いただき教弘保険が果たしている『共済性と公益性』をご理解いただき、教

育振興への寄与貢献、会員の福祉増進、共済事業の充実を図っていただきますようお願い申し上げま

す。鳥取支部がますます充実・発展されますことを祈念し、退任のあいさつとさせていただきます。
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令和３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　　　　１８名　　貸与金額　１，６２５万円

　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、私立高校８校及び高等専修学校３校の計４５校
　　　・給付生徒　計８４名（一人１０万円給付、１校２名を原則とする。）
　　　・給付総額　８４０万円

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３年度鳥取支部募集教育実践研究論文〈助成金　４６万円〉
　　　①学校研究（団体研究を含む）
　　　　▪最優秀賞　　１０万円　　（１件）
　　　　　・鳥取市立宮ノ下小学校　　　　　　　校長　武林　真理
　　　　　　　「互いのよさを認め合いながら、夢や希望を持ち、主体的に行動する子どもの育成」
　　　　　　　　　～特別活動で学校が変わる！３年間の取り組み～
　　　　▪優秀賞　　　　５万円　　（１件）
　　　　　・鳥取市立河原中学校　　　　　　　　校長　長石　　彰
　　　　　　　「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」
　　　　　　　　　～「自治力」を基盤とした特別活動等の実践～
　　　　▪奨励賞　　　　３万円　　（２件）
　　　　　・大山町立中山小学校　　　　　　　　校長　生田　信樹
　　　　　　　「主体的に学び、豊かに表現する子の育成」
　　　　　　　　　～子どもの考えを大切にし、説明する力を高める授業づくり～
　　　　　・三朝町立三朝小学校　　　　　　　　校長　藤原　彰二
　　　　　　　「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」
　　　　　　　　　～一人一人の「わかる・できる」を大切にした算数科の学習をめざして～
　　　　▪特別賞　　　　５万円　　（１件）
　　　　　・鳥取県立鳥取商業高等学校　　　　　校長　岩田　直樹
　　　　　　　「大切なのは、ことが起こったその後の対応」
　　　　　　　　　～「学校で新型コロナウイルスのクラスター発生」その後～
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　　　②個人研究（グループ研究を含む）
　　　　▪最優秀賞　　　５万円　　（１件）
　　　　　・琴浦町立八橋小学校　　　　　　　教諭　谷田　健司
　　　　　　　「児童の『気づき』を促す低学年のGIGA端末活用」
　　　　　　　　　～２年　生活科　「まちたんけん」の学習を通して～
　　　　▪優秀賞　　　　３万円　　（３件）
　　　　　・琴浦町立船上小学校　　　　　　　教諭　松井　敏樹
　　　　　　　「ふるさとを愛する子どもの育成」
　　　　　　　　　～３年社会科「農家の仕事 畜産」を通して ～
　　　　　・鳥取市立北中学校　　　　　　　　講師　渡辺　敦子
　　　　　　　「外国籍の生徒の学びを保証する」
　　　　　　　　　～個別の支援の取り組みを通して～
　　　　　・鳥取市立桜ヶ丘中学校　　　　学校司書　山田富美子
　　　　　　　「学校図書館と情報リテラシー」
　　　　　　　　　～今、学校司書としてできること～
　　　　▪奨励賞　　　　２万円　　（３件）
　　　　　・鳥取県立青谷高等学校　　　　　　教諭　吉田　　学
　　　　　　　「体験型学習の教育的効果について」
　　　　　　　　　～学校設定科目「弥生文化探究」の実践的取り組み～
　　　　　・鳥取県立鳥取工業高等学校　　　　教諭　戸國　義樹　
　　　　 　　 「プログラミング学習の研究」
　　　　　　　　　～球体ロボットＳＰＲＫ＋を用いたフィジカルプログラミング～
　　　　　・伯耆町立二部小学校　　　　　　　教頭　加藤　　保
　　　　　　　「朝からやる気の出る学校を目指して」
　　　　　　　　　～全校児童が楽しくなる児童玄関の工夫について～

　　（２）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）
　　　　・大山町立大山小学校　　　　　　　　校長　牧　　昭浩
　　　　　　　「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」
　　　　　　　　　～言語活動を工夫し、正しく読む力を育む国語科の授業づくり～
　　　　・米子市立弓ヶ浜中学校　　　　　　　校長　勝本　秀人
　　　　　　　「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」
　　　　　　　　　～対話を通していきいきと表現する生徒をそだてる　授業リフレクション研究を取り入れて～
　　　◇個人部門（奨励賞）
　　　　・日野町立日野中学校　　　　　　　　教頭　青江　邦弘
　　　　　　　「コロナ禍だからこそ　等身大のＳＤＧｓの視点で」
　　　　　　　　　～ 2020年度中学校社会科のまとめ等を通して～

　　（３）公益財団法人東京海上日動教育振興基金
　　　◇学校研究（採択）
　　　　・米子市立淀江中学校　　　　　　　　校長　宇城　　明
　　　　　　　「自らの考えを持ち、つながりあい、高めあう生徒の育成を目指して」
　　　　　　　　　～確かな自軸の育成を図るための一考察～
　　　◇個人研究（採択）
　　　　・鳥取県立米子西高等学校　　　非常勤講師　山口　隆博
　　　　　　　「教師も生徒もわくわくする授業の実践」
　　　　　　　　　～これが本当のActive Learningだ！～
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　２　教育研究助成
　　（１）学校・園教育研究助成（日教弘鳥取支部奨励金）〈助成金　１校１０万円　計２４０万円〉
　　　①通常募集　　助成校・園 〔小学校８校、中学校４校、県立学校１校、私立幼稚園２園〕
　【小学校】申請校数　８校　８０万円

　【中学校】申請校数　４校　４０万円

　【私立幼稚園・認定こども園】申請園数　２園　２０万円 

　【県立学校】申請校数　１校　１０万円

№ 申請団体 代表者 奨励金額 研　究　テ　ー　マ

１ 鳥取県立米子高等学校 山口　明美 100,000円 「米子高校マスコットキャラクター制作による学校
活性化とそのPR効果についての研究」

№ 申請団体 代表者 奨励金額 研　究　テ　ー　マ

１ 鳥取市立城北小学校 大西　泰博 100,000円 「自ら課題を発見し、解決に向けて主体的に学び合
う児童の育成」

２ 八頭町立船岡小学校 林　　敦司 100,000円 「学び　つながり　創り出す　子供」

３ 鳥取市立東郷小学校 依藤　雅司 100,000円 「思考し伝え合い、共に学びを拓く子どもの育成」

４ 米子市立和田小学校 福田　哲周 100,000円 「自ら考え判断し、表現する児童の育成」

５ 米子市立伯仙小学校 坂本　貴俊 100,000円 「夢を語り合い豊かな人間性と創造力をもつ子ども
の育成―人間力が高まる学校―」

６ 米子市立就将小学校 住田　秀二 100,000円 「多様な他者と協働し、学校生活をより楽しく豊か
にしようとする子どもの育成」

７ 米子市立加茂小学校 吉田　誠克 100,000円 「認め合い　語り合い　高め合う加茂っ子」

８ 米子市立住吉小学校 村中　祥宏 100,000円 「自分の考えや思いを伝え合い　ともに高め合う子
どもの育成」

№ 申請団体 代表者 奨励金額 研　究　テ　ー　マ

１ 鳥取市立高草中学校 小林　　傳 100,000円 「豊かな心をもって、自らの生き方を主体的に創造
できる生徒の育成」

２ 岩美町立岩美中学校 大西　勝人 100,000円 「主体的・対話的で深い学び（探究的な学習）の更
なる推進」

３ 倉吉市立西中学校 御舩　宗則 100,000円 「自ら学び、より良い判断をして、行動する生徒の
育成」

４ 境港市立第二中学校 山本　淳一 100,000円
「『主体的・対話的で深い学び』を実現していくた
めの授業改善を目指したタブレット等によるICT
機器の活用」

№ 申請団体 代表者 奨励金額 研　究　テ　ー　マ

１ 認定こども園　
あけぼの幼稚園 波多野和雄 100,000円 「自然を通して小さな発見！大きな発見　健やかな

心・身体を育む」

２ 米子みどり幼稚園 佐藤　康広 100,000円 「豊かな感性を育む園生活を考える」
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№ 申請団体 代表者 奨励金額 研　究　テ　ー　マ

１ 鳥取市立美保小学校 半田　雅人 100,000円 「笑顔とやる気にあふれた子どもの育成」

２ 鳥取市立米里小学校 谷口　　静 100,000円 「生活・学習する主体となる子どもの育成」

３ 倉吉市立西郷小学校 井上　達也 100,000円 「地域と連携し、学びを横断的に繋ぐ活動の推進」

４ 米子市立福生東小学校 藤原　敏朗 100,000円 「自他を大切にし、互いのよさを認め合い、高め合
う子どもの育成」

　　　②追加募集　　助成校〔小学校４校、中学校５校〕
　【小学校】申請校数　４校　４０万円

　【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 鳥取市立東中学校 鈴木　哲也 100,000円 「生徒が『分かる・できる』と感じる授業への挑戦」

２ 鳥取市立気高中学校 池原巳途志 100,000円 「気高中全校生徒による気高町伝統芸能『貝殻節』
の踊り、唄、三味線で地域を元気に」

３ 琴浦町立東伯中学校 中村　慎二 100,000円
「タブレット端末を中心としたICT機器の活用をす
すめ、学ぶ意欲の向上とお互いを認め合い、学び
合う授業づくり」

４ 米子市立加茂中学校 小谷　　斉 100,000円 「ともに考え、ともに高め合う生徒の育成」

５ 大山町立名和中学校 賀川　雅規 100,000円 「個々の学力を伸ばし、協同学習推進のための効果
的なICTの活用」

　　（２）教育団体研究助成〈助成金　２８３．８万円〉
　全県規模の教育関係団体　１７団体　１７５万円

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県私立中学高等学校副校長・教頭会 １０万円
　⑨県立学校事務職員協会 １０万円

⑩県立学校事務長会 １０万円
⑪県公立小中学校事務職員研究会 １０万円
⑫県私立中学高等学校事務長会 １０万円
⑬県養護教諭部会 １０万円
⑭県学校栄養士協議会 １０万円
⑮県教育研究集会 １５万円
⑯県国公立幼稚園・こども園長会 １０万円
⑰県私立幼稚園・認定こども園協会 １０万円
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　　（３）教育研究大会助成　２件〈助成金　１８万円〉
○第１９回中国地区知的障害教育研究大会 〔１０万円〕
○令和３年度中国地区福祉科高等学校長会総会・研究協議会・学科主任等
　研究協議会並びに第６回中国地区高校生介護技術コンテスト 〔８万円〕

　３　教育出版
　　（１）教育実践研究論文集第１５号の発刊　７，６００部　　〈７１０，６００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　文化・芸術・スポーツの振興
　　（１）教育講演会等への助成　　〈助成金　４団体　５０万円〉
　　　①鳥取県ＰＴＡ協議会　　２０万円助成
　　　　◇研究大会（令和３年１１月２７日・土・ハワイアロハホール）
　　　　　・講演　『あーよかったな　あなたがいて　～優しさという温かい貯金～』
　　　　　　講師　教育サポーター　仲島正教　氏
　　　　　・実践事例発表
　　　　　　「アフターコロナを見据えて見直ししたこと」等
　　　　　　　倉吉市小学校ＰＴＡ連合会　　会長　梅谷友美　さん
　　　　　　　東伯郡小学校ＰＴＡ連合会　　会長　千熊一弘　さん
　　　　◇広報誌、カレンダー発行
　　　②鳥取県高等学校ＰＴＡ連合会　　１５万円
　　　　◇講演会　『子どもたちの未来のために考えるスマホとのよりよい関係』
　　　　　　講　師　鳥取県ケータイ・インターネット教育推進員　垣本雅史　氏
　　　③鳥取県特別支援学校ＰＴＡ連合会　　５万円
　　　　◇研究テ－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　『コロナ禍の青少年育成！あなたは・・・？』
　　　　　　講　師　鳥取県青少年育成アドバイザー協会　　新川裕二　氏
　　　　◇第４３回「少年の主張鳥取県大会」最優秀賞受賞者　発表
　　　　　　　　　『ボーダレスな社会を目指して』　浅倉晴花さん　米子市立後藤ヶ丘中学校

　　（２）芸術・文化活動助成　　〈助成金　２団体　１５８，８４０円〉
　　　　▪鳥取県中学校文化連盟　　　〔８, ８４０円〕
　　　　▪鳥取県高等学校文化連盟 　　　〔１５万円〕

　　（３）スポーツの振興　　　　〈助成金　４団体　４０万円〉
　　　　▪県小学校体育連盟　　　　〔１０万円〕
　　　　▪県中学校体育連盟　　　　〔１０万円〕
　　　　▪県高等学校体育連盟　　　〔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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　●共済事業（提携保険事業）・福祉事業
　教弘保険の普及拡大が、教育の振興及び教育関係者の福祉向上に多大な貢献をしていることを踏ま
え、加入促進に努めた。なお、保険加入促進等の業務は、提携保険会社及び提携保険代理店（株式会
社鳥取教弘）に委託しています。

　１　生命保険
　　（１）教弘保険
　　　①　加入状況（人数）4,975人　新規 182 人　　その他の減 ６４人　消滅 285人
　　　　〔Ｒ３年度消滅内容：　解約125、退職29、満期96、死亡35　計 285人〕
　　　　〔Ｒ２年度消滅内容：　解約128、退職28、満期96、死亡37　計 289人〕

年　度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ３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 5,142 3,777 4,975 3,588 83.6％ 60.3％ －167 －189
教職員数 5,970人(＋7人) 5,950人(－20人) 全国2位 全国1位

　１　指定宿泊施設利用補助　　　７２泊　　　１４４，０００円
　　（補助金額　　教弘保険加入会員・家族ともに　１泊２, ０００円　２泊まで）
　　※新型コロナの影響で旅行を控える方が多く利用者が減少した。
　　※令和３年度より「白兎会館」も補助の対象施設となりました。
　２　結婚祝金給付　　　　　　５５人　　　　 　５５０，０００円（１人10,000円）
　３　子ども誕生祝金給付　　１１２人　　　　１，１２０，０００円（１人10,000円）
　４　傷害又は疾病による欠勤見舞金給付　　　１６人　　　１９６，０００円
　５　災害見舞金支給　　　　　　　　　　　　　０人　　　　　　　 　０円
　６　会員死亡弔慰金給付　　　　　　　　　　１７人　　　１７０，０００円
　７　健康増進補助　　　　　９２６人　　　　２，６５６，０００円

　８　友の会　〈３，０１８，４００円〉
　　　・総会運営補助　　　　　　５５０，０００円
　　　・記念品　１，６５０人　２，４６８，４００円
　９　退職記念品贈呈（温度・湿度計ライフナビ）　　２２０名

四　福祉事業四　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
２１０ １８２ ８６. ７％

　純増加入会員目標達成状況
目標人数 達成人数
＋１０ －１６７

　６０歳以下純増加入会員目標達成状況
目標人数 達成人数
＋１0 －１８９

種　　類 補助金額 人　数 金　額
１ 泊 ２ 日 ド ッ ク  ４，０００円  １１６名 　　４６４，０００円
１ 日 人 間 ド ッ ク  ３，０００円  ５７２名 １，７１６，０００円
脳 ド ッ ク  ２，０００円  ２３８名 ４７６，０００円
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　　　②　加入状況（口数）　新規 ５，６２１口　　消滅 ７，６１７口　　その他の減 ３，１４０口

　　　③　推進目標口数に対する教弘保険挙績状況（ジブラルタ営業所別）

　　　④　新規目標口数に対する教弘保険挙績状況（ジブラルタ営業所別）

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 3,260 1,151 700 281 205 5,597

保有口数 48,137 22,226 4,872 2,848 1,362 79,445

Ｒ２年度 48,799 26,201 4,874 3,144 1,563 84,581

　推進目標に対する挙績

　新規目標に対する挙績

推進目標 挙績口数 達成率 全国順位         

Ｒ ３年度  ＋5,500 ５，６２１ １０２．２％ １１位

Ｒ ２年度  ＋5,500 ５，８４２ １０６．２％ ２６位

新規目標 挙績口数 達成率 全国順位

Ｒ ３年度  ＋3,575 ２，５５９ 　７１．５％ ２２位

Ｒ ２年度  ＋3,575 ３，０１３ 　８４．２％ ２０位

　純増目標口数達成状況

純　　　　増   

目標口数 実績口数 達成率

＋ ３００ －２，１１１ ０％

営業所 鳥取一 鳥取二 倉吉 米子一 米子二 その他 計

目標 1,112 1,512 690 1,272 914 5,500

実績 1,311 1,590 550 1,517 616 17 5,601

営業所 鳥取一 鳥取二 倉吉 米子一 米子二 その他 計

目標 723 983 448 827 594 3,575

実績 457 780 235 694 358 17 2,559

　　（２）　新教弘医療保険α　挙績

　　（３）　新教弘介護終身保険　挙績

目標件数 挙績件数 達成率

１５０ ９１ ６０. ６％

目標件数 挙績件数 達成率

５ ２ ４０. ０％
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　　（５）　弔慰金（保険金）支払状況　　４２名　　１２５, ２２２, ２８０円

　　（６）　入院給付金支払状況　　　　　２８名　　　　３, ６０１, １７０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 ７３ ９９ ６ １７８

（２年度) （８０） （１０３） （６） （１８９）

保険料 1,239,280 1,205,180 247,710 2,692,170

　※フルガードは８１歳以上更新停止

目標件数 挙績件数 達成率

１０ ３ ３０．０％

　　（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 １ ５ ０ ６

保険金額 32,000 109,080 ０ 141,080

　※「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〉　１件
　　　　傷　害　・コロナ感染で自宅療養。
　　　〈フルガード〉５件
　　　　傷　害　・自宅前で段差に躓き転倒、腰部骨折。
　　　　　　　　・段差に躓き転倒、顔面創傷。
　　　　　　　　・荷物を持っていてバランスを崩し、壁に手指を突いてしまった。
　　　　　　　　・ランニング中、スピードを上げた際、ふくらはぎを肉離れした。
　　　　携行品　・車のドアを開けた際、かけていた眼鏡にあたりフレームを損傷。

　　（４）　新教弘米国ドル建個人年金保険　挙績

　・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 １８ ８ １３ ３９

達 成 率 ７２％ ８０％ ８７％ ７８％

　・年間の消滅件数　２８件（東部１５件、中部４件、西部９件）

令和３年度加入件数 ８３４ １１件の増

（令和２年度加入件数） （８２３）

　　（４）自動車保険加入状況
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令和４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１０年以内の年賦償還

（それ以外は、金額に応じ８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４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４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４年４月１日～６月２２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４年７月１日～８月３１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　教育実践に基づいたもの
　　　③　論 文 量　５, ０００字～最大１０, ０００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４年７月１日～８月３１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。

二　教育研究助成事業二　教育研究助成事業

　　（２）大学生対象の給付奨学金
　　　▪令和５年度から開始される大学生対象の給付奨学金事業（予約型）。
　　　▪令和４年度は募集と選考を行う。
　　　▪給付額・給付期間　　１人月額３万円を４年間（入学１年目から４年目まで）
　　　▪募集人数　　３人
　　　▪対象者　・ 県内の高等学校等に在学する３年生で、全国の４年制以上の大学へ令和５年度進

学を目指す生徒。
　　　　　　　　・ 学費支弁困難で、修学意欲に富み学業を継続できると在学する高等学校等の校長

の推薦を受けた生徒。
　　　▪募集時期　　　令和４年７月１日～８月３１日　（申請書で応募）
　　　▪選考委員会で選考（一次選考　書類審査、二次選考　面接）し、令和５年度より給付する。
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　　　①　募集対象　国公私立の認定こども園・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・園（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）
　　　　　　　　　　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４年７月１日から令和５年１月２７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・園教育研究助成（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　２５０万円
　　　　　◇助成金額　１校・園１０万円
　　　　　◇募集時期　令和４年４月１日～６月２２日　申請書で応募
　　　　　◇募集予定校数　２５校・園程度
　　　　　　　（小：１２校程度　中：６校程度　県立：３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（私立は各学校長）、園長会、園協会で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４年４月１日～６月２２日　申請書で応募
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　　（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４年４月１日～６月２２日

　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４年４月１日～６月２２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４年４月１日～６月２２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４年４月１日～６月２２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、および保険加入の友の会会員〕

利用施設 泊　数 保険加入会員 家　族

指定宿泊施設
１泊目 ３, ０００円 ２, ０００円
２泊目 ３, ０００円 ２, ０００円

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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　　（１）弘済会の指定する宿泊施設を利用する場合は、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。
　　　※令和４年度より保険加入会員の補助額が３, ０００円となりました

　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。

　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　傷害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。
　　　・手 続 き　給付を受けようとする者は、所定の申請書を提出する。

　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教弘保険加入の友の会
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。
　　　　　　　　　　　　　　また、友の会６５歳未満の教弘保険加入会員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　３０歳誕生祝記念品贈呈《新規事業》
　　　・贈呈対象　教弘保険の加入者
　　　・給付事由　３０歳の誕生日を迎えたとき、記念品を贈る。
　　　・手 続 き　贈呈を受けようとする者は、所定の申請書を提出する。
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　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）

　９　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。

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 ☆７０年にわたる提携関係 ジブラルタ生命

教弘保険は
教育振興と安心のかたち
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令和４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

　山根　俊道　代表取締役

　前田　厚彦　支部長

　杉本　仁詞　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（略称「日教弘」）は今年度70周年を迎えました。昭和27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。
この日教弘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「日教弘クラブオフ」のサー
ビスが利用できる会員証を配布しています。
　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、日教弘鳥取支部（「弘済会」）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61％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。皆様の契約者配当金が、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。

「たすけあい」の輪を広げよう
あなたも『日教弘会員』になりませんか？

令和４年度も全学校訪問活動を目指します！！
弘済会事業の「共済性と公益性」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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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」

（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：7,565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
）すまり限に合場の員職教の職現、し但（。すまきで行移に険保弘教新くなとこるけ受を査診の

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

死亡・高度障害のとき

6,500
る

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つの特長

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。

移行

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）
ミ  ナ キ ョ ウ イ  ク

0120-37-9419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、
39歳まで継続します。

保険料払込期間
39 歳 65 歳24 歳 29 歳 34 歳 39 歳

❸60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方のうち、学校、その他の教育機関に勤務する教
職員及びこれに準ずる方で、保険年齢34歳以下の方はユース教弘保険、保険年齢35歳以上60
歳以下の方は新教弘保険A型に、年齢・性別に関係なくお申込できます。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：保険年齢34歳までご加入可　新教弘保険A型：保険年齢60歳までご加
入可

※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「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

安心支える
たすけあいの輪

ジブラルタ生命日本教育公務員弘済会

教職員の皆さま

各種の公益事業 教弘保険加入と
保険金の支払い

7０年以上に
わたる提携関係

（略称：（公財）日教弘）

「教弘保険」に
できること。

教職員とそのご家族の皆さま
に安心をお届けします。

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）および福祉事
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。

満了ご契約 満了ご契約

ユース教弘保険から新教弘保険A型へ移行できます
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。）

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か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。※余命６か月以内の判断は、被保険者の主治医の診断
や請求書類に基づいて、当社の医師の見解（場合によっては、社外医師のセカンドオピニオ
ン）も含めて慎重に判断いたします。余命６か月以内とは、ご請求時において、日本で一般的
に認められた医療による治療を行っても余命６か月以内であることを意味します。
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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

株式会社 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12％は、保険期間の始期日が令和3年10月 
1日から令和4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１7％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・12％）×（１－団体扱一時払割引分・５％）} 
　 分割払の場合：１－{（１－団体扱割引・12％）×（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）

１2％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-20210831-0001
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　役　　　員　（令和４年度用）
　☆新役員

支 部 長 ☆前田　厚彦　　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 ☆杉本　仁詞　　退職（東部･小）
幹 　 事 ☆橋本　伸一　　小学校長会代表（城北小）

〃 ☆吉田祐一郎　　中学校長会代表（高草中）
〃 ☆若林　安徳　　高等学校長協会代表（鳥取湖陵高）
〃 ☆谷口　康彦　　公立学校共済組合鳥取支部
〃 ☆細砂　　直　　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 　山根　俊道　　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 ☆上原　正樹　　退職（東部）
〃 ☆前田　　忍　　退職（中部）
〃 　青砥ふみ子　　退職（西部）

事務局長（兼） 杉本　仁詞　　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
（
36
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
� （26名）

事務局職員� 2名

監　　査� 3名

小 中 高
校長会 ☆氏橋　美智（用　瀬）☆山本　　稔（赤　碕）　小川　　泉（青　谷）
教頭会 ☆中村　礼子（醇　風）☆眞山　隆博（湯梨浜）☆山田　史子（鳥取商業）
教　組 　小谷　明寛（県教組） ☆高橋　直樹（高教組）
事務職 　☆吉川　　香（鹿野学園） ☆渡辺ゆかり（白兎養護）

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）
　大髙　　勝（久　松）　池田　康明（河　北）☆坂本　貴俊（伯　仙）
　奥谷　健史（大　正）　本田　弘樹（東　郷）　中村　将人（余　子）
(再)氏橋美智（用　瀬） 　齋藤　　匠（岸　本）
　中西　毅暢（岩美南） ☆景山　敬文(奥大山江府）
　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）☆小谷　　孝（倉吉西）　渡部　雅之（境港第三）
☆表　　博則（八　頭） 　黒見　隆久（南　部）

高　校 　岡田　信康（鳥取工業）☆檜　　佳憲（鳥取中央育英）　坪倉　寿樹（日　野）
　加賀田　剛（八　頭） 　山﨑　和正（米子南）


