
（一財）長崎県教職員互助組合

令和４年度事務職員研修会 説明資料

目次

１ 互助組合の電子申請について

２ 貸付事業

３ カフェテリアプラン助成事業

４ 準組合員資格の変更

５ 退職互助部事業

６ その他（退職慰労金給付率）

資料

【組合員のみ】年度末退職・異動に伴う手続き

（準組合員は退職事務はありません）

（一財）長崎県教職員互助組合
〒850-8566 長崎市尾上町3-1 県教育庁福利厚生室内
TEL 095-824-4721
FAX 095-825-4792
E-mail s40079＠pref.nagasaki.lg.jp
ホームページURL https://www.kyogo-nagasaki.or.jp/        

長崎県教職員互助組合



１ 互助組合の電子申請について

電子申請できるもの

①カフェテリアプラン助成事業の申請

申請期間 R4.5.2～R5.4.28

②各種セミナーの申込

ランチセミナーやライフステージセミナーの申込ができます！

③退職組合員資格取得届の提出

〔届け出期間〕 定年・勧奨 ：R5年1月～3月
自己都合 ：都度

④広報誌クイズの応募

広報誌「グッとスマイル長崎」に掲載されているクロスワードパズル
の答えをWEBで応募できます。

令和４年度版の「互助組合のしおり」に、申請先のURL
及びQRコード、パスワードを掲載しています。

電子申請
請求書



■貸付申込について

①申込は本人による記入・押印が必要です。

②申込に所属の証明は必要はありません。

③互助組合ホームページ内の「貸付シミュレーション」画面
から申込書と借用証書を作成し、印刷することができます。

④申込は毎月１０日締切の月末送金です。

⑤新規採用の方は初回掛金納入後に申込が可能になります。

⑥育休中の方は申込できません。

２ 貸付事業

参考

ご不明な点はいつでも互助組合に問合せください。

令和４年７月から、互助組合の貸付金利が変わりました。

■利率の変更（変動金利）

生活 育英 自動車 リフォーム

令和４年６月まで

令和４年７月以降

1.0％ 1.0％ 1.0％ 1.0％

全て０．９％

貸付種別 申込限度額 償還回数

生 活 資 金 300万円

最大
１２０回

育 英 資 金 400万円

自 動 車 資 金 400万円

リフォーム資金 300万円

■貸付内容

※利率は毎年見直します。（変更のない年もあります）



組合員の元気回復をサポートすることを目的に以下のものを支援

①健康管理・増進

②心身のリフレッシュ

③自己啓発

④生活環境づくり（介護・育児・防災）

⑤社会貢献活動

３ カフェテリアプラン助成事業
～１２月までの申請にご協力ください～

助成できないもの（抜粋）

 すべての食品

 外食、宿泊時の飲食代

 日用の衣料品、子供服

 送料、振込手数料、代引き手数料

 ポイント支払い分や値引き分

給付できないと
悲しかとです・・・
締切間近だと対応が難しかとです・・・
早めに申請をお願いします・・・

３，４月に書類不備で
給付できないケースが
ありました。

5月～12月の申請に
ご協力ください！

参考

助成対象になるか迷う場合は、事前に互助組合に問合せください。

申請方法は互助組合のしおりをご覧ください。

マスクや消毒液もOK

令和3年度分
受付件数：７,４３９件
申 請 率 ：約５９％

327
239 272

530
451

281 339 398

997

772

1391 1442

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



（１）準組合員とは・・・ 公立学校共済組合長崎支部の組合員で、

臨時的任用職員及び週20時間以上勤務等の会計年度任用職員（上記表参照）の方

（２）資格取得及び喪失・・・ 共済組合の組合員の資格取得及び喪失と同じ（互助組合への提出書類なし）

（３）掛金・・・掛金の納入はありません。そのため、利用できる事業が限られています。

（４）対象事業・・・①会員証割引事業

②期間限定優待情報

③じゃらんコーポレートサービス

④スポーツクラブ「ルネサンス」法人割引

⑤広報誌「グッとスマイル長崎」（表紙写真、クイズの応募）

⑥ランチセミナー（参加費の補助なし）

その他・・・共済組合から給付金がある場合は、互助組合から送金し、給付金決定通知書を送付

職 員 区 分
準 組合 員資 格

R4.9.30まで R4.10.1以降

臨時的任用職員 〇 〇

会計年度任用職員（ﾌﾙﾀｲﾑ） 〇 〇

会計年度任用職員（ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ） × 〇

４ 準組合員資格の変更について

地方公務員共済制度の適用拡大に伴い、令和４年１０月より互助組合の準組合員資格
が変更になりました。

詳細は、
リーフレットに掲載 ⇒
（A5サイズ）

令和５年度から大幅改定予定、順次ご案内します！今後



① 退職互助部加入者限定「リフレッシュ活動費」の給付があります。

対象者：退職互助部加入者で45歳、55歳になる方 給付額：20,000円

退職互助部に加入しておくと・・・

③ 退職時に「資格取得」した方は、生涯にわたって、
退職互助部の事業を利用することができます。（事業詳細は、互助組合ホームページに掲載）

② 退職時に「資格取得」か「脱退」を選択することができます。
脱退（退職互助部の事業を受けない）を選択した場合、納入済みの掛金をお返しします。

５ 退職互助部制度って・・・？
今年度３３～３５歳になる方に、
11月中旬に加入案内をお送りしています♪
該当者に配布してください。
提出書類などの詳細は、
「福利厚生事務の手引き P.8-30～P.8-36」
をご覧ください！退職互助部制度とは？

組合員とその配偶者を対象とし、

退職後の生活をサポートするために、医療費補助を中心とした独自の「相互扶助事業」を実施しています。
現職中に加入し、掛金を納入していただくことで、退職後に事業を終身で利用することができます。

退職互助部に加入していると、
４万円ももらえるの？！
うれしい♪

退職時に選べるから
とりあえず加入しておくわ！

１１月 加入案内が対象者に届く
↓

１２月 互助組合へ申込書を提出
↓

４月 退職互助部に加入
給与から掛金を控除

どうやったら、加入できるの？掛金はいくら？

対象者は３３歳～３５歳になる方
【今年度の対象者】

昭和62年4月2日
～平成2年4月1日生まれの組合員とその配偶者

ポイント

一緒に配偶者も加入できる！
来年度から４０歳まで加入可能に改訂

掛金率 ：給料月額×5/1000 (配偶者加入の場合は10/1000)

納入回数：240回（20年） 掛金は現職中に完納！
退職後、負担がないので安心♪

配偶者の加入も忘れずに！
①同時加入

⇒ 退職互助部加入申込書
（様式退第１号）

②随時加入
結婚時や同時加入しなかった
配偶者を加入させたいときなど

⇒ 現職加入配偶者資格取得届
（様式退第１０号）

退職互助部では医療補助金の給付があります （令和4年10月時点）

年齢区分 算定方法 控除額 給付率 給付限度額/月
70歳未満 入院・外来別にひと月の医療費を合算 3,000円

50%
15,000円

70歳以上 ひと月の医療費を合算 6,000円 20,000円



６ その他 令和４年度退職慰労金の給付率について

参考

給付率算定にかかる削減率の経過措置期間が終了しました。

（令和2年度の改正）
現行方式で算定された額から、
算定額に削減率25％を乗じて得た額を控除した額とする。

給付額 ＝ 現行の算定給付額 × 給付率７５％
令和3年度末退職者をもって、3年間の経過措置期間が終了、
今後は一律75％の給付率となります。

（改正の経緯）
平成25年度以降、組合員の減少や超低金利の長期化により掛金収入や資産運用収入が減少する一方、定年退職者の増加に

伴う退職慰労金給付額の増などを背景とした事業費の増加により、単年度支出が収入を上回る赤字決算が続いています。
早急に収支を改善し、財務基盤を安定させ、組合員の福祉厚生事業の充実を図るため、今回の改正となりました。
２年間の経過措置期間後も財務状況に応じて、給付額を検討していきますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

慰労金給付額（現行の算定給付額） …福利厚生事務の手引き（8-13ページ）
互助組合加入から退職までの期間により下記の額を合算する。（①+②+③）

掛金総額　…①

左記期間の掛金総額に下記の給付率を乗じた額　…②

在会年数10年まで 100分の55

　〃　　　 10年超20年まで 100分の60

　〃　　　 20年超30年まで100分の65

　〃　　　 30年超 100分の70

平成15年4月1日以降の掛金総額に下記の給付率を乗じた額　…③

在会年数10年まで 100分の47

　〃　　　 10年超20年まで 100分の50

　〃　　　 20年超30年まで100分の55

　〃　　　 30年超 100分の60

S43.4.1～H9.3.31までの期間

H9.4.1～H15.3.31までの期間

H15.4.1以降の期間

退職慰労金とは
⇒組合員が退職するときに、組合員の掛金総額と在会年数をもとに給付を行うもの

退 職 時 期 給付率 経過措置

令和2年4月1日～令和2年12月31日 100％ 終了

令和3年1月1日～令和3年3月31日 92％ 終了

令和3年4月1日～令和4年3月31日 84％ 終了

令和４年４月１日～ 75％ ー



組合員のみ（準組合員の手続きはありません）


