
事業名 事業項目 事業内容 交付額等 付　　　記

奨　　学

貸与奨学生
大学院・大学・短大・専門学校等に進学さ
れた場合に希望者 ( 連帯保証人の方が岩手
県内在住）に貸与

最大 100 万円 
(修学年数
×25万円)

・採用予定者数－年間 70人程度
・無利息・正規修学期間は据え置き
・募集期間 １期  令和4年 2月   1日～3月18日
　　　　　　２期  令和4年 3月22日～5月31日　　　　
・切手代・手数料等は、申請者負担

給付奨学生

(1) 高校生給付 
高等学校及び特別支援学校高等部に在
籍し、修学意欲がある生徒等に給付

30,000 円
   ～ 50,000 円 

 （年額）

【応募】在籍する学校を経由
・在籍する学校長の推薦を受けた生徒
 　 ◎詳しくは、ＨＰ、申請の手引を参照

(2) 大学生給付（予約型） 
大学進学予定者で、修学意欲があり、
学資支弁に困難が認められる者に給付

月額 30,000 円
×12か月×４年間

※令和４年度募集開始　（岩手県枠４名）
※令和５年度給付開始

【応募】在籍する学校を経由
・在籍する学校長の推薦を受けた生徒
　 ◎詳しくは、ＨＰ、申請の手引を参照　

教育研究
助成

教育研究助成
（団体）

(1) 教育団体研究助成 
小・中・高・校長会等、教育団体の　
教育研究実践に対して助成

50,000 円 
～ 300,000 円

※前年度申請
・令和４年度分は令和４年３月15日まで
・令和５年度分以降は前年12月20日まで

(2) 研究大会助成 
本県で開催される全国・東北の教育

　  研究大会等に助成

30,000 円 
～ 200,000 円

※前年度申請
・令和４年度分は令和４年３月15日まで
・令和５年度分以降は前年12月20日まで

(3) 校内研究助成 
県内小・中・高・特別支援学校等での
校内研究等への助成

5,000 円 
～ 30,000 円

ア 推薦枠該当校…地区校長会、高等学校長協会
等の協力を通し該当校決定のうえ、申請受付

イ 希望枠希望校…上記とは別に全県希望枠
30校申請受付

※申請締切…当該年度５月末日まで
日教弘教育賞
（岩手支部）
教育論文募集

教育実践論文を募集し、優れた論文を表彰
するとともに、特に優れた論文については

「日教弘教育賞」へ推薦
別途規程有り

団体研究又は個人研究の教育論文 
募集締切…９月末日 
　◎詳しくは、HP、申請の手引を参照

教育文化

児童生徒
大会助成

学校の教育活動に位置付けられている活動
で、対象となる県大会で県代表となり、上
位大会（全国大会又は東北大会）へ出場す
る小・中・高・特別支援学校生への助成

3,000 円 
　～ 10,000 円

※上位大会（全国・東北）開催前の申請のみ受付
・各学校からの申請により選考
・該当部に対して年１回適用
 　　　 ※全国優勝等の場合は特別顕彰

競技等
大会助成

児童生徒を対象とした本県で開催される全
国・東北クラスの競技等大会への助成

10,000 円 
 ～ 200,000 円

※前年度申請（対象：教育関係団体主催）
・令和４年度分は令和４年３月15日まで
・令和５年度分以降は前年12月20日まで

教育文化
振興助成

(1) 日教弘いわて出前講座 
学校で児童生徒向けの教育文化講演、特
別授業等での講師招聘・派遣への助成

5,000 円 
  ～ 15,000 円

〈募集〉３月～４月末日まで　募集枠30校
※第１次募集で予定枠に満たない場合のみ、

引き続き随時募集
　 ◎詳しくは、HP、申請の手引を参照

(2) 児童生徒文化・スポーツ顕彰 
全国大会等での児童生徒の顕著な活躍や
優秀な作品の顕彰事業を助成

  ～ 30,000 円
主催者からの申請に基づき、審査選考
※県高等学校生徒会誌コンクール優秀作品

に対する顕彰等

へき地学校
教育支援

へき地学校教育支援
　へき地学校での研究・活動等への支援

50,000円
( 又は一輪車講習
会実施）

対象…へき地２級以上
令和４年度から新たに助成開始
※申請締切…当該年度５月末日まで

支部奨励助成
支部奨励助成

青少年の健全育成に係る優れた活動を
行う教育 ･ 文化団体等の研究実践への助成

10,000 円 
 ～ 200,000 円

※前年度申請  要推薦書　
・令和４年度分は令和４年３月15日まで
・令和５年度分以降は前年12月20日まで

　  ※「奨学」「教育研究助成」「教育文化」各事業への申請は、教育振興事業選考委員会での選考審査が必要となります。
　  ※ 各事業の申請書および報告書等は指定の様式がありますので、「申請の手引」「各種手引」または上記 HP でご確認ください。

令和４年４月改訂

令和４年度　（公財）日教弘　岩手支部事業一覧《教育振興事業》　
公益財団法人 日本教育公務員弘済会岩手支部

詳しくは、当支部ホームページ（http://iwate-nikkyoko.sakura.ne.jp/）や 各事業「手引」、 「申請の手引」（2022.4.１版）をご覧ください。
また、事務局へお電話でお問合せいただくこともできます。（平日９:00～16:45）

（公財）日教弘岩手支部事務局　　〒 020-0021  盛岡市中央通３-３-１　電話 019-624-1508　FAX 019-623-2257



◎加入状況により受けられるサービスが異なりますのでご注意ください。
◎利用が極端に増える等により予算を超過する場合には、年度途中でも補助額等を見直す場合もありますので、ご了承願います。

岩手支部独自の福祉事業は、次のユース・ミドル会員、シニア会員が利用対象者となります。
　※岩手支部「ユース・ミドル会員」とは「60歳の誕生日を迎えた年度末までの教弘保険加入（10口またはＳ型５口以上）の会員」を指します。※ R3年度～

　※岩手支部「シニア(友の会)会員」とは「60歳の誕生日を迎えた次の年度始からの会員で教弘保険を継続の方」を指します。（65歳以上は K 型 2 口以上が対象）※ R3年度～

事業名 事業項目
会員資格

事業内容 交付額等 付　　　記ユース
ミドル シニア

福　祉

宿泊利用補助
〇 〇

（ア）岩手支部が提携する施設を会員　
が利用する場合に補助

提携先施設
ホテルニューカリーナ　ホテル大観
盛岡グランドホテルアネックス
ホテル志戸平　ANAクラウンプラザ
リゾート安比高原　ANAホリデイ・
インリゾート安比高原　鶯宿温泉長栄館
東横イン【盛岡駅前・盛岡駅南口駅前
　　　　   北上駅新幹線口・一ノ関駅前】
八幡平ハイツ　休暇村陸中宮古　
＊シニア会員限定…サンセール盛岡

1 泊　3,000 円
（家族は半額）

申請資格
①岩手支部会員【申請は年度内計４泊まで】
② 同 会員家族【申請は年度内計４泊まで】
◎令和４年２月から新たに開始した「日教弘

クラブオフ」により会員の皆様とご家族様に
は割引価格で多数の県内外の宿泊施設が利用
できるようになりましたので、こちらの利用
限度回数を変更いたしました。（同一宿泊で
のクラブオフとの併用は出来ません。）

・岩手支部宿泊利用補助での「家族」とは「一
親等以内または同居の家族」を前提

・会員が電話連絡または申請用紙 FAX（利用年
月日 ･ 宿泊施設名を通知）により利用券交付
を受け、宿泊の際に宿泊施設へ提出

※申請は利用日の一週間前まで（受付は平日のみ）
〇 〇 （イ）〔日教弘〕が指定する県外の宿泊施

設を会員が利用する場合に補助
1 泊　2,000 円
（家族は半額）

人間ドック
受診補助 〇 「人間ドック」または「脳ドック」を

受診し申請した会員に補助 5,000 円以内
※受診から 3 ヵ月以内に申請願います。
※受診時の領収書の写し添付が必要です
・申請…年度 1 回以内　・申請会員へ直接振込

結婚祝 〇 〇 結婚した旨を申請された会員に祝品贈呈
お祝品

（8千～1万円相当）

・事由を証明できる書類の写し添付
※会員が結婚又は出産された当該年度若しくは

翌年度中にご本人から申請願います出産祝 〇 〇 本人又は配偶者が出産した旨を申請し
た会員に祝品贈呈

永年勤続祝 〇 永年勤続表彰等を受けた旨を申請した
会員に祝品贈呈

お祝品
（5,000 円相当）

※該当年度１月末までに申請願います
・事由を証明できる書類の写しの添付

管理職昇任祝 〇 管理職に昇任した会員に祝品贈呈 お祝品
（2,000 円相当） 該当になった会員に対して岩手支部から贈呈

本採用祝 〇 本採用になった会員に祝品贈呈

自己啓発支援
igubee・yomubee 〇 当会指定の芸術鑑賞等チケット、図書

カードを希望する会員に募集枠内で進呈
 鑑賞チケット
 図書カード ※申請者が募集枠数を超えた場合は抽選となります

リフレッシュ支援 〇 当会で指定する温泉入浴券等を希望す
る会員に募集枠内で進呈  温泉入浴券等 ※申請者が募集枠数を超えた場合は抽選となります

新加入記念品 〇 新たに教弘保険に加入された会員に進呈 記念品 一回のみ該当

定年退職会員
記念品 〇 定年退職を迎えた会員へ記念品を贈呈 記念品 該当になった会員に対して岩手支部から贈呈

シニア会員助成
（岩手支部友の会

会員）

〇 （ア）健康増進受診補助 10,000 円以内

人間ドック・ドック・PET 検診・乳がん検診等を
受診された場合、申請により年度１回まで助成（受
診時の領収書の写し添付）※申請は受診後半年
以内にお願いします　※申請会員へ直接振込

〇 （イ）研修旅行補助　※当面中止 － ※令和２年度から感染症等の状況に鑑み中止と
しています

〇 （ウ）リフレッシュ支援  温泉入浴券等 指定する温泉入浴券を募集枠内で進呈
※申請者が募集枠数を超えた場合は抽選となります

〇 （エ）スポーツレクリエーション補助 実施ごとに補助 岩手支部主催事業　※別途「おへれんせ」で案内

〇 （オ）自己啓発支援
　　 igubee・yomubee

 鑑賞チケット
 図書カード

芸術鑑賞等チケット、図書カードを募集枠内で進呈　
※申請者が募集枠数を超えた場合は抽選となります

損害保険 〇 〇 教職員専用「教弘まなびやスーパープラン」「ロングウェイ
サポート」退職者・ご家族用「フルガード」等の損害保険

＊岩手支部事務局へ直接お問合せ、お申し出ください
スーパープランは事故・トラブル、新たに特定感染症にも対応

共　済
提携保険事業

◎相互扶助の精神から教育関係者の皆様のために開発され、集団特約による低廉な保険料率で、必要
な保障により安心を届ける「教弘保険」を取り扱います。〈 引き受け会社：ジブラルタ生命保険（株）〉

※提携のジブラルタ生命保険(株)盛岡支社各営業所、又は学校
担当ライフプランコンサルタント（LC)までお問合せ下さい

全国共通福利
厚生サービス 日教弘クラブオフ すべての

日教弘会員

日教弘会員の方を対象にした「日教弘クラブオフ」( 運営会社リロクラブ ) のサービスをご利用いただけます。
※会員証に利用証が付帯されています。利用できるサービス内容は本部ＨＰで確認いただけます。

【日教弘クラブオフURL】https://www.club-off.com/nikkyoko/

令和 4 年４月改訂

令和 4 年度　（公財）日教弘　岩手支部事業一覧《福祉事業·共済事業》　


