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新潟県の文化財シリーズ新潟県の文化財シリーズ
　フォッサマグナとは、ラテン語でFossa（みぞ）Magna（大きな）という意味で、明治時代に日本　フォッサマグナとは、ラテン語でFossa（みぞ）Magna（大きな）という意味で、明治時代に日本

に来たドイツの地質学者ナウマン博士が発見し、命名しました。フォッサマグナパークは、糸魚川に来たドイツの地質学者ナウマン博士が発見し、命名しました。フォッサマグナパークは、糸魚川

－静岡構造線を人工的に露出させた断層見学公園です。断層破砕帯をはさんで、東側の約1600万年－静岡構造線を人工的に露出させた断層見学公園です。断層破砕帯をはさんで、東側の約1600万年

前の岩石（安山岩・砂岩）と西側の約２億7000万年前の岩石（変はんれい岩）が接しているのがよく前の岩石（安山岩・砂岩）と西側の約２億7000万年前の岩石（変はんれい岩）が接しているのがよく

分かります。令和３年２月に国の天然記念物になりました。糸魚川市では、この場所を示す石の分かります。令和３年２月に国の天然記念物になりました。糸魚川市では、この場所を示す石の

モニュメントを募集し、今年の秋ごろに設置する予定です。モニュメントを募集し、今年の秋ごろに設置する予定です。

写 真 提 供　糸魚川市観光協会写 真 提 供　糸魚川市観光協会

糸魚川支部長・文糸魚川支部長・文　糸魚川市立根知小学校長　松永　勝栄　様　糸魚川市立根知小学校長　松永　勝栄　様国指定天然記念物

■■ フォッサマグナパーク フォッサマグナパーク

「 分 校 の う た 」の 精 神 で
　かつて県内には分校がたくさんありま
した。ある分校の物語です。
　入学式も卒業式も本校とは別に実施して
いました。20軒あまりの集落であるため、
地域住民は分校の卒業生で大勢を占め、
歴史と伝統を大切にしていました。

　学校で行われる式典には、子どもたちの、そして参加者
全員の歌声が響くものです。その一つに「校歌」がありま
す。分校の子どもたちは、全校朝会や各種行事に「校歌」
を歌っていました。それを聴く地域住民は、いつも何かが
気にかかっていました。それは「校歌」の歌詞です。
　「校歌」は学校を象徴する歌ですので、地域の山や川が
歌われていることが多くあります。しかしながら、その

「校歌」は、本校の地域中心で、分校の地域の山や川は出て
きません。分校の職員も参加した集落の総会がありました。
その席で、「地域を謳っていない校歌だから、歌わないでも
よいのではないか。」という声があがりました。その考えに

対して、分校の地域住民が納得する建設的な発言がありま
した。
　「校歌の歌詞が問題にされていますが、歌詞が問題なの
ではありません。私たちの分校には『分校のよさ』があり
ます。それは、長い間培われてきた集落と子どもとが一体
となった歴史と、一人一人が夢をもって生きることです。
そのことが、歌う者の心の中に刻み込まれ、心を込め、心
を一つにして歌う。その歌声が『分校のうた』（「校歌」）
であるのです。」
　厚生財団は、今年度108年目を迎えます。長い歴史の中
で、様々な課題に対応しながら事業を進めて参りました。
これからも、その積み重ねてきた歴史を財産とし、財団の
よさや、財団の実績等を多くの皆様にお伝えしていきます。
　団員の皆様の夢の実現に向けて、職員一同財団の目的を
心に刻み、心を込め、心を一つにして誠心誠意努力してい
きます。

理事長　桑　原　直　哉　
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　去る２月９日に「令和２年度　第３回理事会」が開催され、令和３年度の事業計画および収支予算
が慎重審議の結果、議決されましたのでお知らせいたします。

◆◆◆ 令和３年度予算  収支グラフ◆◆◆

普通厚生費贈与
3,100万円（0.5%）

特別厚生費贈与
1億3,220万円（2.0%）

教育文化活動･事業振興費･
諸費･退団慰労金等
	 8,409万円（1.3%）
管理費

1億8,765万円（2.8%）

貸付金返済元金
15億3,090万円（22.9%）

厚生資金積立金
	25億4,500万円（38.1%）

預金利息･債券等利金
4億1,042.6万円（6.2%）

貸付金返済利子
5,736万円（0.9%）

新規貸付金
13億9,600万円（20.9%）

厚生資金積立金払戻金
28億7,000万円（43.0%）

収入総額� 66億7,169.6万円
支出総額� 66億6,944���万円
収支差額� 225.6万円

定期預金・債券償還金
21億円（31.5%）

定期預金・債券等購入資金
19億1,850万円（28.8%）予備費	 5,000万円（0.7％）

雑収入等1万円（0.0001%）

　令和３年度の課題として、「新採用教職員の早期入団促進」、「貸付事業の利用増」、「安定した資産運用」、
「関係機関との一層の連携」の４点を重点に事業を推進し、「安定した財団運営」と「財団の事業利用のよさ
の周知」に努めます。

１．具体的な施策
①�　４・５月入団率50％、年間入団率90％を目標

に、所属長や新採用者等に対し、計画的に様々な

資料配布を行い、早期入団を促します。また財団の

よさをより多くの新採用者に知ってもらうために、

事業案内等の配布資料を工夫、改善するとともに、

校長会訪問等で所属長や事務職員等から多くの

支援・協力が得られるよう、より丁寧でわかりや

すい説明に努めます。

②�　コロナ禍が収束すれば、社会全体の景気も回復

し、これまでのような貸付件数・貸付総額に戻る

ことが期待できます。そのためにも、「手続きが

簡単・随時受付・翌日送金」の財団のよさをア

ピールする機会をこれまで以上に工夫・改善しま

す。特に、ホームページの積極的な利用を促し、

貸付申請が容易にできること、団員マイページで

積立・貸付金額を確認できることを周知し、さら

なる利用増につなげていきます。

③�　今年度も多くの債券が満期償還を迎えます。市場

は引き続き、償還を迎える債券と同条件の債券購入

は難しい状況にあります。そうした中、財団の「資産

　�運用取扱要綱」を厳守しながら、発行体の格付け、

償還期間、利率等を勘案し、財団の収入の多くを

占める債券運用益の増収に努め、団員への還元増

につながるよう取り組みます。

④�　財団は、団員の福利厚生の充実を図ることを大切

にしています。そこで、財団への要望や意見を把握

することに努めることが不可欠です。そのため、関係

機関（各校長会・校長会福利部・福利関係6団体・

学校事務連絡協議会等）との連携に一層努め、財団

のメリットを周知し、事業内容の見直し、貸付増、

新規入団促進につなげていきます。

２．中・長期的な展望
　財団は県内教職員の相互扶助を基本理念として、

団員の福利厚生の増進と、教育の振興の発展に努めて

います。そのため、団員の福利厚生の充実を図り、団員

に信頼される運営の継続に最善を尽くしていきます。

①�　財団の中心的事業である貸付事業の利用増へ

向けた取組

②�　運用益の安定確保をめざし、償還年限のバランス

を考慮した債券購入

③　時代に即応した事業見直し

④　�自然災害等、非常時の団員支援の必要な財源確保

⑤�　令和５年度の創立110周年記念事業に向けた

企画と運営

保険事務取扱手数料
2,800万円（0.4%）

厚生財団　広報 №１２９ 2021.４.１
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令和３年度　事業案内
■各種利率一覧
　普通厚生費贈与率、貸付金利率ともに据え置きます。

� 普 通 厚 生 費　　年０. ０９％
� 一 般 資 金 貸 付 金　　年１. ５０％　（生活・自動車・結婚）
� � 年１. ２０％　（入学・学資・災害）
� 住宅・宅地資金貸付金　　年１. ５０％

■継続団員連絡会について
　昨年度、標記の会は新型コロナの影響で中止とさせていただきましたが、今年度は今のところ、
下表のとおり開催予定です。
　なお今年度も、新型コロナの感染状況により、中止とさせていただく場合があります。継続団員
の皆様には、7月中にお知らせの文書を郵送いたします。

地区 開催日 会場
上越地区 ９月 ８ 日（水） ホテルハイマート
中越地区 ９月15日（水） ホテルニューオータニ長岡
下越地区 ９月22日（水） ANAクラウンプラザホテル新潟
佐渡地区 ９月29日（水） 八　　幡　　館

ざいだん利用ガイド　　　主な福利厚生事業一覧
■各種資金の貸付
　入団後６ヵ月以上経過した現職団員は、「随時受付」、「翌日送金」の貸付事業を利用できます。
（継続団員は、積立金の範囲内で生活資金のみ）

貸付種別 使途 限度額
生活資金貸付金 資金が必要なとき 200万円
自動車資金貸付金 車の購入や車検、修理等に 300万円
結婚資金貸付金 団員または子の結婚費用に 300万円
入学資金貸付金 団員または子の大学や専門学校、高校等の入学費用に 300万円
学資金貸付金 団員または子の大学や専門学校、高校等の学費に 300万円
災害資金貸付金 災害見舞金を受けた団員が資金を必要とするとき 300万円

住宅・宅地資金貸付金 宅地や住宅の購入または新築、増改築、修理等に ５年後の退職一時金＋200万円
（最高1,300万円）

■普通厚生費の贈与
　積立金に対して普通厚生費を贈与します。普通厚生費の贈与額は、年度末に積立金残高へ繰り
入れます。４月に全団員へ送付する「払込金・残高明細書」にてご確認ください。

P.４（裏面）へ続く

2021.４.１	 厚生財団　広報	№１２９
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■特別厚生費の贈与
　慶弔の祝い金や見舞金等を贈与します。事由発生後３年以内にご請求ください。（入団前の事由
は対象外）

種別 請求事由 贈与額
結婚祝金 団員が結婚したとき ５万円
出生祝金 子が誕生したとき（妊娠12週以上で死産の場合は出産見舞金） ２万円
就学祝金 子が小学校に入学したとき ２万円

病気見舞金 入院10日以上または自宅療養30日以上のとき
（継続団員は入院10日以上の場合に限り単年度2回まで） ２万円

香げ料 家族等が死亡したとき ５万円～１万円
弔慰金 団員が死亡したとき 30万円～７万円
災害見舞金 居宅が火災や水害、地震、風雪害等により損害を受けたとき 30万円～１万円

永年団員祝金 在団期間10年、20年、25年、30年、35年、40年に達した
とき（現職団員のみ）※ １期ごとに１万円

子の養育費 団員が職務のため死亡したとき 月額１万円
※	該当期間に達した翌年度に贈与します。また、平成８年度以前に入団した団員は、退団時に全期間分を一括贈与します。

■総合健診（人間ドック）等の受診料補助
　団員が総合健診（人間ドック）やオプション検査を受診したときは、受診料を補助します。
ただし、財団以外の割引や助成制度等と重複して受けることはできません。

補助対象 補助額
人間ドック 日帰りドック 15,000円

１泊２日ドック 25,000円
オプション検査 肺がん検診（ヘリカルCT） 4,000円

肺がん検診（喀痰細胞診） 1,500円
C型肝炎検査（HCV抗体） 1,000円
前立腺検査（PSA） 1,000円
マンモグラフィ検査 1,500円
乳がん超音波（エコー）検査 1,500円
子宮頸がん細胞診検査 1,500円

■保険事業
　大樹生命の生命保険を団体扱いにできます。その他、教職員年金制度に加入できます。

種類 説明
普通保険 大樹生命の生命保険を保険料割引がある団体扱いに
新潟県教職員年金制度 個人年金保険料控除の適用が受けられる独自の年金保険制度

■団員マイページ
　厚生財団ホームページ上の団員マイページで、いつでも払込金や残高の確認、申請書の作成等
を行えます。パソコンやスマートフォンでログインしてください。（現職団員のみ）

機能 説明
団員情報 団員情報の照会や個人住所の申請、パスワードの変更
払込残高明細書 積立金や貸付金の残高、払込金の内訳等の閲覧・印刷（２か年度分）
明細書送付設定 払込残高明細書（ハガキ形式）の送付有無の設定
Web申請書 各種申請書の取得や申請書上の受取金融機関の登録

厚生財団　広報 №１２９ 2021.４.１
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　４月は全団員への送付月です。
　ご自身の積立金残高を目にする機会ですの
で、ハガキ（メールシーラー）が届いたら内容
をご確認ください。

普通厚生費を贈与しました
　令和２年度分の普通厚生費(年0.09％相当)を
年度末に積立金残高へ繰り入れました。

積立月額を３月分から変更しました
　給料月額と積立月額をご報告いただきまして
ありがとうございました。現職団員は３月分から
お申し出の積立月額に変更しています。

５月以降について【現職団員】
　送付月以外の「払込金・残高明細書」は、団員マイ
ページより毎月ご覧いただけます。明細書送付設定に
てハガキ形式の送付に変更できます。

「払込金・残高明細書」「払込金・残高明細書」
４月分を送付しました４月分を送付しました

人間ドック等受診料補助の申請について
　令和３年度の受診料補助要項を、継続団員の

ご自宅へ送付しました。お届け先の住所について

転居や表記変更などがありましたら、厚生財団

までご連絡をお願いします。

　現職団員は厚生財団ホームページの「書式集」

からご利用ください。

特別厚生費の送金事務について
　年度初めは、就学祝金などの特別厚生費に

ついて請求が集中するため、送金事務が遅れる

場合があります。ご不便をおかけいたしますが、

あらかじめご了承願います。

積立金や貸付金の残高確認は団員マイページで
　「払込残高明細書」で払込金・残高の確認　　「Web申請書」で書類の取得

新潟県教職員厚生財団新潟県教職員厚生財団 検索検索

ホームページからアクセス！　ログインＩＤ・パスワードをお忘れの場合はご連絡ください。

2021.４.１	 厚生財団　広報	№１２９
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☆この広報紙は地球の緑を守るため、再生紙を使用しています。

★はじめに
　「星空は大嫌い！」という人に会ったことがない。
満天の星空を見て怒る人はいないと思う。
　春･･･「夫婦星」「子持ち銀河」「かみのけ座」
　夏･･･「天の川」「さそり座」「アルビレオ」
　秋･･･「アンドロメダ大銀河」「カシオペア座」
　冬･･･「すばる」「オリオン座」「ふたご座」
　他に、「ペルセウス座流星群」、「土星」「木星」「宵の
明星」「中秋の名月」等々。おすすめを並べてみたが、
数えあげればきりがない。
　タイトルは、天文学の父と呼ばれるガリレオ・ガリ
レイの言葉である。彼は自作の望遠鏡で天体を観測
し、「月が凸凹である」ことや「木星に衛星がある」こ
となどを発見した。
　星空も、ただ眺めるだけよりも関心をもって「見よ
う」とすれば、新しい魅力を見いだせる。
　上越清里星のふるさと館は「星」に特化した学習施
設である。今回から２年間、６回にわたって、星空や
宇宙を覗いてみたくなるような興味深い話題を提供し
ていきたい。

★星のふるさと館の概要

　上越清里星のふるさと館は、平成５年にオープン
し、令和３年度は28年目になる。
　国道18号線（上新バイパス）今池交差点から東へ約
15km、上越市清里区の標高約500mの坊ケ池湖畔に
建てられている。
　「星のふるさと館」…この魅力的な名前には次の２つ
の意味があるという。
　一つ目は、「星の故郷」。つまり、「星がきれいに見え
るところ」という意味。晴れた日には「天の川」がき
れいに見える。

　二つ目は、「星の降る里」。文字通り「星が降ってき
た」という意味。1920年９月16日、旧清里村に隕石
が落下した。この隕石、落ちた場所の名前をとって

「櫛池隕石」と名付けられた。

★当館のM･A･P
　地図のことではない。当館の３つのセールスポイン
トの頭文字を並べてみただけである。
Meteorite（隕石）
　「星の降る里」で紹介し
た櫛池隕石の実物が展示さ
れている。46億年の太陽
系の力を感じられるPower 
Spotかも！（詳細は130号
で紹介）

Astronomical telescope（天体望遠鏡）
　屋上の観測ドームには県
内最大の口径65cmの天体
望遠鏡を設置。「星の故郷」
の息をのむ星空を満喫でき
る。（詳細は131号で紹介）

Planetarium（プラネタリウム）
　平成29年に生まれ変わっ
た４Kデジタルプラネタリ
ウム。星が三度の飯より好
きな指導員の生解説がおす
すめ！（詳細は132号で紹
介）
　当館では、座席の制限、消毒や換気の定期的実施に
より、感染拡大防止に努めている。ぜひ多くの人から
利用してほしいと願っている。

新潟県自然科学シリーズ

第１回第１回　　見えないと始まらない、見ようとしなければ始まらない見えないと始まらない、見ようとしなければ始まらない
～星空の魅力と星のふるさと館～～星空の魅力と星のふるさと館～

鈴 木 　 恒 夫（上越清里星のふるさと館）

★おすすめ情報★ ･･･ ５/26「皆既月食」
　欠けながら月の出。皆既の始
まりは 20：11 頃。赤銅色に
輝く月を約 15 分観察できる。
　月食は、地球の影の中に月
がすっぽり入る現象。欠けて
いく過程を観察すると、地球
が「丸い」ことがわかる。そんな観点で月食を「見
よう」としてみては？当日は「月食観望会」を予
定している。お見逃しなく！
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