
−1−

理事長あいさつ� 新理事長　宮田　弘則
　暑い日が続いております。現教育会館の建設からおかげさまで、36年が経
過しようとしています。この間、教職員はじめ多くの県民の皆様にご利用い
ただき、順調な運営を続けてくることができました。これも会員の皆様並び
に関係団体や近隣の皆様方からのあたたかいご支援のお陰と心より感謝申し
上げます。

　今年度も子どもたちの健やかな成長を願う保護者や教職員の熱い思いにお応えし、公益事
業として、地域の子どもたちを対象にした無料の演劇鑑賞会、「子どもと親・教職員の教育
相談室」、県教研集会の運営支援などを展開してまいります。
　また、県教組と共に推進する組織共済としての「アップル共済」は、ご本人・ご家族を合
わせて約 7000人もの皆様にご利用いただいております。新コースの創設や介護保障特約の
導入、退職後の保障継続等、教職員のニーズに合わせて制度内容を充実させてきています。
ひとりでも多くの皆様のご利用を願っております。そして「アップル共済」の手数料収入は、
会館の建物維持・管理や教育相談事業、文化事業の推進のための大きな支えとなっています。
　今後も、県民の皆様からいっそう信頼され、教育会館の名にふさわしく長野県の教育の充
実・発展に寄与できる存在となるよう、私ども役職員一同努力してまいりたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

2019 年度評議員会（2019 年６月７日開催）において、2020 年度（2020 年６月〜）以降の評議員数変更を決定しました。
	 変更前：15支部より１名ずつ　計 15名
	 変更後：東（障学含む）・北・中・南信＋県本部の５ブロックから１名ずつ　計５名
2020 年度６月の評議員会（現在の 15名の評議員）で、新たな５名の評議員を選出します。
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評議員のみなさん 　2016年度〜2019年度（2020年６月評議員会まで）
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2018 年度　収支決算及び事業報告
【収入の部】

科　　　目 決��算��額（円）
基本財産運用収入 800
特定資産利息収入 1,652,902
会館管理事業収入 36,042,209
アップル共済事業収入 35,921,295
民間補助金収入 300,000
受取利息収入 726
雑収入 131,122
長期前払費用収入 254,986
リース債務収入 414,720
������当期収入合計 (A) 74,718,760
������前�期�繰�越��収�支�差�額 28,888,529
������収�入�合�計 (B) 103,607,289

【支出の部】
科　　　目 決��算��額（円）

事業費支出 31,148,787
管理費支出 21,118,375
法人税、住民税及び事業税 4,186,871
特定資産取得支出 3,756,000
固定資産取得支出 7,478,287
長期借入金返済支出 5,000,000
リース債務支払支出 299,181
������当期支出合計 (C) 72,987,501
������当期収支差額 (A)-(C) 1,731,259
������次期繰越収支差額 (B)-(C) 30,619,788

事業概要
●会館管理事業
【収入の部】
・会館管理事業収入が増加
・ホールの改修に伴い会議室利用料を改定しました。
【支出の部】
・水道管給水管主管第１期工事実施
・１Ｆレストランメロンの照明一部取替
・ホールパーテーション取替工事
・1F廊下タイル張替
・教育相談室移動に伴う電話移設工事
・新テナント入居につきブラインド取替
●文化教育事業
　ア．支払助成費の支払い（協賛助成費）
・「長野県教育研究集会」への助成　　1,670,000円
　イ．映画鑑賞会の開催
・期　　日　7月21日（土）
・場　　所　本会館3Ｆホール
・上映作品　「風の子バザール」
・2回上映し、合計で約105名の方が入場されました。
●教育相談事業
・教育相談室　週6回の開室
・各種研修会への参加
・相談員会議の開催
・18年度延べ相談件数　　　781件　（前年793件）
・県教組新聞号外「相談室のまとめ」を発行しました。

●アップル共済事業
【収入】
　アップル共済事業収入が、近年にない増収。
【支出】
○保険金支払い件数及び金額（18年3月1日～19年2月末日）
ア．遺族年金コース

件数 3件 （前年　　　　　　5件）
金額 52,000,000円 （前年　71,000,000円）

イ．介護保障特約
件数 0件 （前年　　　　　　1件）
金額 0円 （前年� 　5,000,000円）

ウ．医療保障コース
件数 71件 （前年� 54件）
金額 5,179,000円 （前年� 4,836,000円）

○入院見舞金給付件数及び金額（18年4月1日～19年3月末日）
件数 36件 （前年� 33件）
金額 2,249,000円 （前年� 2,095,000円）

○配当金について（18年3月1日～19年2月末日）
ア．遺族年金コース� 236,873,027円　

� （前年　218,837,915円）
　　　年間保険料に対する割合� 68.4%　
� （前年　62.5%）
イ．介護保障特約� 4,050,447円　
� （前年　1,166,666円）
　　　年間保険料に対する割合� 28.6%　
� （前年　8.0%）
ウ．医療保障コース� 17,927,241円　
� （前年　18,654,261円）
　　　年間保険料に対する割合� 35.9%　
� （前年　32.40%）

会館管理事業収入 48.2％

基本財産運用収入 ０％
特定資産利息収入 2.2％

アップル共済事業収入 48.1％

リース債務収入 0.6％
長期前払費用収入 0.3％

雑収入 0.2％
受取利息収入 0％

民間補助金収入 0.4％

事業費支出 42.7％

管理費支出 28.9％

リース債務支払 0.4％

長期借入金返済支出 6.9％

固定資産取得支出 10.2％

特定資産取得支出 5.1％
法人税、住民税及び事業税 5.7％

2018 年度収入

2018 年度支出
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2019 年度　収支予算及び事業計画
【収入の部】

科　　　目 予��算��額（円）
基本財産運用収入 800
会館管理事業収入 35,232,000
アップル共済事業収入 37,640,000
民間補助金収入 300,000
受取利息 825,000
雑収入 120,000
長期前払費用収入 0
特定預金取崩収入 110,000,000
������当期収入合計 (A) 184,117,800
������前�期�繰�越��収�支�差�額 28,888,529
������収�入�合�計 (B) 213,006,329
【支出の部】

科　　　目 予��算��額（円）
事業費 32,962,000
管理経費 22,655,680
法人税・住民税及び事業税 3,800,000
特定預金支出 115,560,000
固定資産取得支出 9,830,000
当期借入金返済支出 5,000,000
リース債務支払支出 266,638
予備費 100,000
������当期支出合計 (C) 190,174,318
������当期収支差額 (A)-(C) △�6,056,518
������次期繰越収支差額 (B)-(C) 22,832,011

やがて自らの力で歩き出した青年
「６年生の孫が学校へ行かなくて困っています」
――祖母からの相談でした
　航大（仮名）が５年生の冬、母親は妹を連れて実家に帰ってしまい
ました。
　父親と航大との生活が始まったのですが、両親の言い争いをしば
しば目の当たりにしてきた航大は父親への不信の気持ちを強く持っ
ていました。その上、父親が仕事（長距離運転手）で家を空けることも
あり、父親との関係はしっくりいきませんでした。食事もそれぞれ
で、口をきかないまま幾日も過ぎることもあったようです。
　数キロ離れた場所で夫と共に細々と農業を営んでいた祖母も見か
ねて、食事を差し入れ、掃除や洗濯、家の周りの草取りなどに折々に
出かけていきました。祖母の手料理にかぶりついている航大に、「学
校へ行ってる」「学校から届くプリントはやっている」「食事はちゃん
と摂らないと…」などと、祖母の言葉が重なると、「分かったよ。もう
世話をやかなくていいから、もう来ないで。」と航大は反発さえしま
した。
　航大は、６年生の１年間登校しませんでした。担任や教頭が折に触
れて家庭を訪ねてきましたが、会おうとしませんでした。ただ、４年
生から始めていた地域の剣道クラブには欠かさず顔を出し、そこで
繋がった子どもたちとの交流は休日を中心に続いていました。

＊　　　＊　　　＊
　「中学校からは新たな気持ちで」と、徐々に会話ができるようにな
ってきた父親の願いや折にふれての祖母の心遣いを受け入れる形
で、入学式には父親とともに参加しました。しかし、次の日から再び
校門はくぐりませんでした。学校側からも様々な働きかけがありま
したが、不登校は２年間続きました。その間も剣道クラブには休むこ

事業概要
●会館管理事業
管理事業
水道水給水管横管第２期工事実施／２・６Ｆベランダ塗装実施
美化・清掃
空調機フィルター・床ワックス清掃／植栽剪定作業
●アップル共済
新規採用者初年度掛金補助を実施／おひさまネット導入によ
る加入促進／太陽生命職員による加入促進活動／県教組定期
大会宣伝用ブース設置／キャンペーン時の大抽選会を実施／
各支部評議員会での制度説明／県教組新聞への広告掲載／各
職場でアップル共済ポスターの掲示宣伝
●教育相談事業
相談員６人による相談活動／県教組新聞号外「教育相談室の
まとめ」の発行／各種研修会への参加
●文化教育事業
演劇鑑賞会「あそび箱」７月２０日（土）開催
県教研へ助成金

となく通いました。着実に力量も身について、代表の一員となって、
県外での試合にも参加しました。
　中２の３学期、航大は祖母と共に相談室を訪ねました。背の高い、
寡黙な意志の強そうな少年でした。祖母は、食生活が心配だし、衣服
なども極めて不十分だし…と心配の尽きない様子を話しました。航
大は頑なに黙って聞いているだけでした。
　相談員が将来の希望を聴き、「高校への進学は…」と尋ねたとき、は
っきりと首を縦に振りました。
　中３になった航大は、まず剣道部の朝練から始めました。その内に
週２回ほどは終日学校にいるようになりました。剣道で繋がってい
た２、３人の友だちだけでなく、徐々に級友とも交流ができるように
なりました。しかし、長い空白期間が「分からない」に直結し、教科の
時間は苦痛の連続でした。航大は２学期からは、父と祖父母の援助を
受けて、数学と英語の塾にも通い学力の回復に努めました。

＊　　　＊　　　＊
　「長い間、お世話になりました」祖母からの電話でした。航大は見事
公立高校に合格したのです。相談員たちも、航大の強い意志と３学年
後半の集中力の成果がでたものとして喜びを分かち合いました。
　半年後の祖母からの電話は思いがけないものでした。航大は学校
を止めたというのです。航大の意向を無視した担任のやり方が承服
できなく、担任とぶつかってしまったとのことでした。そして、「お父
さんにもばあちゃんにも頼らないで、来年、通信制を受ける」とガソ
リンスタンドで働き始めているとのことでした。

＊　　　＊　　　＊
　３年が経ちました。久しぶりの祖母からの電話の声は、穏やかなも
のでした。
　「航大は、今、居酒屋で働きながら通信制に通っています。店長に
も気に入られ、頼りにされているようです。５月の連休に会った時、
『前、ばあちゃんに、来ちゃいけねえなんて言って、悪いことしたな
あ』って謝ったんですよ。いい子に育ってきていてうれしいんです
よ。５年生のころから、両親から放り出される形になってしまって…
それでもそれることなくまともに育ってくれて…ほんとうにうれし
いですよ」
　祖母の声は涙声になっていました。

TEL026-234-3374　FAX026-234-3386

　教育相談室だより　 と ・
の

教育相談

月曜日から土曜日
10：00～17：00
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★★★ 第27回演劇鑑賞会 ★★★
2019年度文化教育事業

「あそび箱」	 風の子九州
　会館の文化教育事業として、今年度も演劇鑑賞会を
開催いたします。
　箱には、ドキドキわくわくがいっぱい！そんな箱の
面白さにこだわった作品です。
　演者と客席の皆さんが一体となるドキドキわくわく
の素敵な時間をお楽しみください。

と　　き　７月 20日（土）
上映時間　１回目 11：00〜 12：10
　　　　　２回目 14：00〜 15：10
入 場 料　無　料
場　　所　長野県教育会館　3Fホール

アップル共済事業
長野県の教職員の福利厚生・たすけあい制度として

スタートした「アップル共済」は皆様に愛されて、

おかげさまをもちまして33年目を迎えました。

アップル共済の手数料収入は、教育相談業・文化教育事業の推進や、会館の建物維持・管理の大きな支えとなっています。

おかげさまで

33周年!

お手続き方法等詳しくはアップル共済パンフレットをご覧ください

今季キャンペーン期
間中、会館ＨＰ上で
も、アップル共済の
お手続きをいただけ
るようになります

昨年大好評につき今年も
アップル共済大抽選会！を行います

　キャンペーン職場説明会当日、アップル共済推進員に抽選券をお渡し
ください。抽選結果は県教組新聞紙上で発表します。

昨年の応募総数
3,941 通！

近
日
中
！

介護保障特約は、月々
数百円で要介護状態に
なってしまった時の初
期費用に充分対応！


