
埼玉県教育委員会、校長会、教職員組合などが協力して、昭和31（1956）年 9 月に財団
法人 日本教育公務員弘済会埼玉県支部として設立されました。
設立以来、「教育の振興」と「教職員の福祉向上」に寄与することを目的に、教育振興事業

（奨学、 教育研究助成、 教育文化の各事業の実施）、福祉事業の充実・拡充に努めています。
財団法人 日本教育公務員弘済会は、国により公益性が高く評価され、平成 24（2012）年 4 月
1 日付けで、「公益財団法人」に認定され、更なる教育の振興を目指し、取り組んでいます。

教育関係者のオール組織

弘 済 会
事業一覧

学資をバックアップ

事　業 資格・条件 申請等期限 貸与・給付金額等 備　考

貸与奨学金事業 国公私立大学・短大・高専・専修学校専門課程・大学院に入
学する者又は在学中の者

令和6年2月13日（火）
〜4月19日（金）

40 名程度
修学年数1年につき
各25万円
最高100万円
無利息

所定の申請書あり
入学手続完了証明書又は在学証明書添付
卒業の年から8年以内（100万円貸与の
場合は10 年以内）に年賦返還
卒業後成果報告書の提出あり

給付奨学金事業

家庭の経済環境が悪化し（ 新型コロナウイルス感染
症の影響も含む）、 学資金の支払い等が困難で、公
的支援を受けている家庭の生徒

校長から推薦のあった
高校2、3 年生が対象

令和5年5月15日（月）
〜7月7日（金）

150 名程度
各10万円

特別支援学校も左記に準ずる

他にも推薦条件あり
提出書類（校長の推薦書等）

成果報告書の提出あり

給付は審査・選考の上、決定
事業の詳細は、4月中旬、校長あて
に文書で通知（高校等）。中学校に
は9月中旬に文書で通知

保護者が①死亡・離婚等により両方もしくは
片方がおらず、又は②病気（交通事故等によ
る怪我も含む）で就労が難しく、①、②のい
ずれかのため、公的支援（新型コロナウイルス
感染症の影響による公的支援も含む）を受け
ている家庭の修学意欲が旺盛な生徒

校長から推薦のあった
高校等へ進学が決定し
た中学3年生が対象

令和6年1月15日（月）
〜2月16日（金）

320 名程度
各 5万円

校長から推薦のあった
大学等への進学が決定
した高校 3年生が対象

令和5年12月1日（金）
〜令和6年2月7日（水）

90 名程度
各20万円

修学意欲がありながら学資金の支払いが特に困難
と認められる者に対して、返還義務のない奨学金
を給付し、大学への進学及び修学の継続を支援

校長から推薦のあった
大学への進学が決定し
た高校 3年生が対象

令和5年8月1日（火）
〜9月29日（金）

8 名　月額 3万円（大学
4 年間で総計144万円）
を給付。但し、給付時期
は令和 6年 5月以降

事　業 資格・条件 申請等期限 助成金額等 備　考

教育実践報告の募集
• ヤング部門（年齢 35歳未満の教職員等の個人）
•一般部門（年齢 35歳以上の	〃	）及びグループ（年齢不問）
•学校部門（埼玉県内の学校）　※年齢は令和 5年 4月1日現在

9月 1日（金）
（応募期限）

選考の上
優秀賞10万円ほか表彰

選考委員会による審査・選考あり
内容・題名など自由、応募形式あり

学校課題研究助成事業

学校の課題に対する研究を奨励するため、教育上
有意義な研究をしている学校等を支援
なお、当事業は、令和 3年度までの「学校研究
助成事業」と「学び合い・高め合い」支援事業を
発展・統合した事業

6月 2日（金） 選考の上1,080 校程度
各10万円〜3万円

選考委員会による審査・選考あり
計画書、報告書の提出あり
他にも申請要件あり
※	6 事業の中から2事業まで申請
が可能。但し、同一テーマ・内容
での申請は不可とする

報告書締切　令和 6年2月29日（木）

環境教育支援事業
SDGs の視点なども生かしながら、環境教育に関
する計画的な研究・実践活動を積極的に行ってい
る学校

6月 2日（金） 選考の上460 校程度
各10万円〜3万円

国際理解教育支援事業
オンラインによる交流も含め、異文化理解・コミュニ
ケーション能力の育成など、国際理解教育に関する
計画的な研究・実践活動を積極的に行っている学校

6月 2日（金） 選考の上60 校程度
各10万円〜3万円

キャリア教育支援事業
進路選択能力や自己肯定感、職業観・勤労観等の
育成など、キャリア教育に関する計画的な研究・
実践活動を積極的に行っている学校

6月 2日（金） 選考の上120 校程度
各10万円〜3万円

防災教育支援事業
予期せぬ事態に対しての児童生徒の安全確保な
ど、防災教育に関する計画的な研究・実践活動を
積極的に行っている学校

6月 2日（金） 選考の上130 校程度
各10万円〜3万円

ICT活用教育支援事業
GIGA スクール構想のもと新たな学びを創設する
など、ICT活用教育に関する計画的な研究・実践
活動を積極的に行っている学校

6月 2日（金） 選考の上430 校程度
各10万円〜3万円

教育研究・実践を助成

奨学事業

教育研究助成事業

右の二次元コードから
埼玉支部の主な活動が
ご覧になれます。

ぜひアクセスして

みてください‼
視聴できます。

プロモーションビデオを埼玉支部は

最終受益者は子どもたち
教弘で、安心・安全・助け合い

公益財団法人 日本教育公務員弘済会埼玉支部
令和 5 年度（2023 年度）



重要なお知らせ

福利厚生サービスのご案内

2022（令和 4）年 4 月に当会の「会員制度規程」が
変更になりました。これを機に、福利厚生サービスも一
新。新しく（株）リロクラブによる「日教弘クラブオフ」
がスタートしました。

「日教弘クラブオフ」は、レジャー、エンタメ、住まい、旅行、
グルメなど全国20万以上の豊富なコンテンツをご用意。
ご優待や割引などお得なサービスをご利用いただけます。

① 専用アプリ
専用アプリが新しく登場！
ダウンロードして
すぐに利用可能！

③ 会員サイト
会員サイトから
サービス申込、
利用内容確認、
特典案内など
すぐに利用可能！

④ 会員証提示
対象店舗で
会員証提示で
特典利用！

② 専用コールセンター
日教弘クラブオフ
専用コールセンターで
簡単お申込が可能！

GooglePlay AppStore から【クラブオフ】で検索

SHOP

会員証

日教弘
クラブオフ

「日教弘クラブオフ」「日教弘クラブオフ」

日教弘クラブオフの
サービス内容については、
0800-919-6189
にお問い合わせください。

http://www.club-off.com/nikkyoko/
「日教弘クラブオフ」

パソコンで
アクセス

公益財団法人 日本教育公務員弘済会（以下「日教弘」）の会員になりましょう！
①	日教弘の会員になれるのは、当会の事業の趣旨に賛同する公立の学校・幼稚園、その他
の教育機関に勤務する教職員及びこれに準ずる者、又はこれらの退職者です。

②	右記の二次元コードからもお手続きできます。
③	会費等の費用は一切不要です。④入会された方には会員証をお送りします。

弘済会の諸事業 [ 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 ]並びに日教弘「クラブオフ」は、教弘
保険の契約者配当金を事業資金として運営されており、本県教育の振興に寄与しています。

会員になることで福利厚生サービス（「日教弘クラブオフ」）を利用することができます。

Web での
入会は
こちらから

会員としてのメリット

（前ページのつづき）

事　業 資格・条件 申請等期限 助成金額等 備　考
教育関係団体への助成 校長会等 6月 2日（金） 選考の上 30 団体程度 選考委員会による審査・選考あり

報告書締切 令和 6年 2月 29日（木）連合教育研究会等への助成 連合教育研究会所属の研究団体等 6月 2日（金） 選考の上 50 団体程度

全国研究大会・関東ブロック
研究大会への助成

県内の教育研究団体等が企画・
主管し本県内で開催 6月 2日（金） 審査・選考の上決定

選考委員会による審査・選考あり
大会終了後1か月以内に報告書提出
※開催前年度の11月末までに事前申請が必要

「研究・実践成果報告集」
の刊行と配布

優れた助成対象校（学校課題研究助成事業・環境教育・国際理解教育・キャリア教育・防災教育・ICT活用教育）
の研究・実践活動の成果を集録。学校・教育機関等に配布

「はばたき」応援プロジェクトの実施 小学校 6年生の卒業に向けた学校の特色ある取組等への助成（審査・選考あり）

教育研究助成事業

事　業 資格・条件 申請等期限 助成金額等 備　考

教育文化講演会への助成 地域教育研究会が主催 6月 2日（金） 10件程度
10万円上限

選考委員会による審査・選考あり
講演要旨の作成等の条件あり

教育文化事業への助成 教育文化活動団体が行う県民
対象の大会・教育文化活動 6月 2日（金） 30件程度

選考の上決定
選考委員会による審査・選考あり
事業終了後 1か月以内に報告書提出

「弘済会埼玉支部 PRESENTs 
ハ−トフル コンサート」の実施 県内国公立特別支援学校 6月 2日（金）

選考の上決定
Aタイプ 全額助成
Bタイプ 20万円上限

音楽家による演奏や劇団による演劇等を鑑賞す
る機会を提供することにより、児童・生徒の情操
教育の更なる充実を図る

「ハ−トフル コラボ」の実施 　県内特別支援学校の生徒が作業学習等の時間に作成した製品を県内小学校、中学校及び高等学校に配布して、特別支
援教育並びに特別支援学校の理解推進に貢献する。

生涯学習実践作文の募集 県内在住者及び在勤者　 8月31日（木）
（応募期限）

選考の上
最優秀賞 10万円ほか
表彰

選考委員会による審査・選考あり
テーマ
「自分の学び=生涯学習を生かした課題解決の実践」

教弘文庫の刊行と配布 優れた教育実践報告・生涯学習実践作文・教育文化講演を集録　学校・教育機関等に配布

教育文化活動等を援助教育文化事業



豊かなくらしをサポート

事　業 資格・条件 申込等期限 助成金額等 備　考

祝
品
・
記
念
品
の
贈
呈

①結婚祝品の贈呈 教弘保険 10口以上
加入期間 6か月以上

要申込
婚姻日から1年以内 祝品（商品券） 所定の申込書あり

婚姻日を証明できるものを添える

②出産祝品の贈呈 教弘保険 10口以上
加入期間 6か月以上

要申込
出産日から1年以内 祝品（図書カード） 所定の申込書あり

出産日を証明できるものを添える

③新規教弘保険加入者に
記念品贈呈 新規教弘保険 10口以上加入者 申込不要 記念品（図書カード） 自宅へ送付

 現職の教弘保険継続者に
 記念品贈呈
	④  5 年 ⑤ 10 年
	⑥15 年 ⑦ 20 年
	⑧25 年 ⑨ 30 年

教弘保険 10口以上 申込不要 記念品（図書カード） 前年度中に左記年数に達した
教弘保険加入者の自宅へ送付

⑩友の会入会者に記念品贈呈 退職後も教弘保険を継続 申込不要 記念品（商品券） 自宅へ送付（8月頃）

健
康
保
持
増
進

⑪サッカー観戦チケット 教弘保険 10口以上（現職） 要申込 抽選結果による 浦和レッズ Jリーグ公式試合
（ホームゲーム）

⑫映画鑑賞券

教弘保険 10口以上（現職）
要申込
応募期限は12 月末上旬予定
詳細は 8月発行の「教弘会
報 埼玉」を参照

抽選結果による ユナイテッド・シネマ
及びイオンシネマ

教弘保険加入者（退職）
要申込
応募期限は、12 月上旬予定。
詳細は9月発行の「友の会だ
より」を参照

⑬現職の教弘保険加入者
（ア）人間ドック受診者への補助
（イ）脳ドック受診者への補助
（ウ）婦人科検診受診者への補助

年度内に公立学校共済組合などの人間
ドック、脳ドック又は婦人科検診受診者
（1）	教弘保険 10口以上
	 加入期間 10年以上
（2）	教弘保険　6口以上
	 加入期間　6か月以上
（3）	月額保険料合計が 1万円以上
	 （教弘保険+付属保険）
	 加入期間　6か月以上
但し、（ア）、（イ）、（ウ）の何れか1回補助

要申込
人間ドック等受診日
から 1年以内

（1）5,000 円補助
（2）3,000 円補助
（3）3,000 円補助
（ウ）単独の場合は、
　　		2,000 円補助
但し、自己負担額が限度
優待ドックで受診された方
は、オプション等が補助の
対象

所定の申込書あり
領収書の写しと、補助金を振込
むための預金口座の通帳の写し
を添える
【注】「領収書の写し」がない場

合は補助できないので紛
失に注意

⑭退職した教弘保険加入者
（ア）人間ドック受診者への補助
（イ）脳ドック受診者への補助
（ウ）婦人科検診受診者への補助

人間ドック等を実施している医療機関
等で受診。なお戸田中央総合健康管理
センター、藤間病院、IM S Me - L i fe

（ イムスミライフ）クリニック八 重 洲
（ 旧 イムス八重洲クリニック）につい
ては協定料金で受診可能（弘済会に連
絡必要）但し、（ア）、（イ）、（ウ）の何
れか 1 回補助

要申込
人間ドック等
受診日から 1年以内

5,000 円補助
（婦人科検診は、2,000 円
補助）

但し、自己負担額が限度

所定の申込書あり
領収書の写しと、補助金を振込む
ための預金口座の通帳の写しを
添える　【注】⑬と同様

⑮
大腸がん検診・前立腺がん
検査・ピロリ菌抗体検査・
ペプシノゲン（胃）検査

教弘保険加入者（退職）
その家族 12月下旬を予定 協定料金で実施 一般財団法人	日本健康増進財団

から案内書を自宅郵送（9月）

⑯ ウオーキング（歩け歩け）
運動の参加支援 教職員 随時申込 埼玉県ウオーキング協会

への入会金無料
当支部は
埼玉県ウオーキング協会の賛助会員

宿
泊
施
設

⑰ 宿泊施設※の提供
※「宿泊施設の一覧」参照

教弘保険加入者（現職・退職）・
同行家族等
※令和 5年 4月より「教弘保険加
入者・同行家族等」に変更となり
ました。

利用日 60日前から
利
用
料
金

（大人 1泊素泊：諸税別）
紀州鉄道ビラ・ホテル

2,750 円	から
リステル猪苗代

2,200 円	
東急リゾートサービス

4,620 円

一部ルームチャージ・食事付の
施設有

※申込方法は「宿泊施設の一覧」
または当支部ホームページで
ご確認ください。

⑱
協定施設・協定宿泊施設※ 

（旅館・ホテル・ペンション・
民宿等）の利用者の特典
※「宿泊施設の一覧」参照

教弘保険加入者（現職・退職）
予約後から利用日
10日前まで
（ハガキ・FAXで申込）

1泊、3,000 円
日教弘指定施設及び当支部協定施設
に宿泊すると年度内 2 泊まで補助
7月〜8月の宿泊者は、補助額を
2,000 円増額し、1泊 5,000 円

損
害
保
険

⑲
教弘まなびやスーパープラン 教職員

毎月末ごろ

教職員賠償責任保険+団体総合生活保険
補償内容・
資料請求はこちら⇒教弘フルガード 教職員等・退職者・家族 団体総合生活保険

教職員収入ロングウェイサポート 教職員 長期障害所得補償
友
の
会

⑳ 弘済会埼玉友の会 教弘保険加入者（退職） 支部活動、退職後の生きがいや
健康づくり、各種事業への参加

結
婚
相
談

㉑「ツヴァイ」（結婚相手
紹介事業）への入会

教弘保険加入者
家族（お子様・兄弟姉妹等）

「ツヴァイ」へ直接問い
合わせ（プライバシー厳守）

一般価格から
11,000 円割引

当支部は
（株）ツヴァイの法人会員

介
護
施
設

㉒「ALSOK 介護」（介護事業）
の紹介

教弘保険加入者
家族

「ALSOK介護」へ直接問
い合わせ（プライバシー厳守） 利用にあたって優待あり 当支部は

ALSOK 介護（株）と協定

弔
意㉓ 亡くなられた教弘保険

加入者への弔意 教弘保険加入者（現職・退職） 御香典

福祉事業



教弘保険は、公益財団法人日本教育公務員弘済会の会員の方だけが加入できます。

損害保険事業 万一に備えて「安全」を確保

令和 5（2023）年
4 月 1 日発行

印刷　関東図書株式会社　TEL:048-862-2901

共済事業 教職員の「安心」を支える助け合いのための保障

教職員の皆様の相互扶助を目的に開発された保険です。
教弘保険に加入されますと各種福祉事業、特典をご利用になれます。
（詳細は P.3 をご覧ください。）

教弘保険の特長

（提携保険事業）

詳細は、共済事業（提携保険事業）提携保険会社 ジブラルタ生命保険（株）学校担当LC（ライフプラン･コンサルタント）にお問い合わせのうえ、必ず｢契約概要｣ ｢注意喚起
情報｣ ｢ご契約のしおり･約款｣をご覧ください。ジブラルタ生命保険株式会社 通話料無料コールセンター 0120-3

ミ ナ

7-9
キ ョ ウ イ ク

419（教職員専用ダイヤル） 

22歳加入 39歳加入 65歳加入保険料払込期間 保険料払込期間（65 歳まで）
※	ユース教弘保険の保障期間は
39歳となります。

ユース教弘保険の保障期間満了時、ご加入いただいているユース教弘保険の死亡保険金の範囲内
で、医師の診査等を受けることなく、新教弘保険A型、新教弘保険B型に移行することができます。

新教弘保険の保障期間満了時（65歳）に、新教弘保険K型にご加入いただくことにより、ご加入いただいて
いる新教弘保険の死亡保険金の範囲内で、健康状態の如何にかかわらず、80歳まで保障を継続できます。

※この内容は令和 5年 4月現在のものです。

公益財団法人　日本教育公務員弘済会埼玉支部
https://www.kyoko.or.jp/

株式会社 埼玉教弘　
https://www.kyoko.co.jp/

〒 330-0063 さいたま市浦和区高砂 3-12-24 TEL	048-822-7551（代表）FAX	048-834-0550

●ユース教弘保険・教弘保険A型・教弘保険 B型は、年齢・性別に関係なく一律の保険料です。

ジブラルタ生命の LCサービスを利用して必要保障額、最適なプランを確認してみましょう。
教職員として就

職、そして結婚。
死亡保障とともに
不慮の事故にも対
応する保障 ( 高
度障害等 )を考え
ましょう。

子どもが生まれ家族への責任
が重くなります。子
どもへの教育資金、
住宅購入資金等を
考え始めるこの年
代は必要保障額が
大きくなります。

30 代の時より教育･住宅資金等
更に資金が必要。加齢
に伴い医療保障の充実
を考えなければなりま
せん。その他にも老後
資金についてもそろそ
ろ準備を始めましょう。

子どもへの教育資金がピークを迎
え、老後資金準備も重要な年代です。
加齢に伴う健康不安から、医療保障
の必要性も高まり、
夫婦どちらかの親
の介護に取り組む
場合もあります。

20代 30代 40代 50代

ご自身 ･ ご家族のライフプランを考えていくと経済的な準備手段として生命保険が必要になります。
「いつ」「どのくらいの期間」「どのくらいの金額」が必要か把握されていますか ?

募文 No. 22TC-101243
（2023 年 1 月作成）

B22-201465
（2023 年 1 月承認）

お見積りのご依頼をいただいた方全員に

※	既に埼玉教弘または埼玉教弘提携損害保険代理店でご契約のお車、
過去に見積りのご依頼をいただいたお車は除きます。

プレゼント！

＊	団体扱（一時払）の場合、一般契約（一時払）に比較して、保険料が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。
＊	当団体では上記の他に、さらに、団体扱割引13.2％を適用します。この割引率は教職員のご契約台数・損害率によって毎年見直されます。また2023年3月1日から2024年
2月29日までの間に保険期間の初日を有するご契約に適用されます。

このご案内は団体扱自動車保険の概要を説明したものです。ご契約にあたっては、必ず各社商品パンフレットおよび「重要事項説明書」または「重要事
項のご説明」をあわせてご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり（約款または普通保険約款・特約）」をご用意しておりますので、取扱代理店また
は引受保険会社までご請求ください。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、その他ご不明
な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問い合わせください。

お問合わせ／取扱代理店

（株）埼玉教弘 損害保険課 URL https://www.kyoko.co.jp/
〒 330-0063 さいたま市浦和区高砂 3-12-24

TEL 048-822-7553（直通）
引受保険会社

（総合自動車保険）

ホームページからも
お見積り受付中！ 埼玉教弘 検索

証券提出時
ついでに1分
スマホから一般

契約と

比較
して

約
%%
割引割引約約
%%
割引割引
%
割引

※ 埼玉県内教育関係職員およびそのご退職者様
 ご家族の方も対象

今すぐ簡単
見積依頼

損！
使わ
なきゃ

ボールペン1,000 円相当

団体扱自動車保険（新・教弘自動車保険）

（集団契約特約付勤労保険）

死亡・高度障害  5,000 万円
災害による死亡・高度障害  6,500 万円

22歳 死亡保険金 5,000万円
 災害割増特約 1,500万円

ユース教弘保険 新教弘保険A型
（災害割増特約付集団契約特約付勤労保険） （集団契約特約付勤労保険）

加入例 加入例 新教弘保険
K型（5年毎更新）

80歳まで継続できます

移 行 加 入

39歳 死亡保険金  5,000万円

※保険料は年齢別・男女別で異なります。月払保険料　7,565円 月払保険料　17,550円

34歳以下
の方に

35歳以上
の方に

死亡・高度障害  5,000 万円


