
○本案内と行き違いで加入申し込みの手続きをしていただいております場合は、ご容赦いただきますようお願い申し上げます。
○本案内に掲載されている内容は全て2022（令和４）年度現在のものです。財政状況等により制度内容は変更していきます。

〒380－0846
長野市旭町1098番地 信濃教育会館３階

たいきょうごhttps://taikyogo.org☎（026）232－5331・234－5067お問合せ

　今年度の末日の年齢が30歳以下である方（平成4年4月2日以降に生まれた方）及び今年度に30歳を過ぎて新規採用された方で長野県内の国公
立小・中・特別支援・義務教育学校、公立高等学校に勤務する教職員及び教育関係機関に勤務する職員の方が加入することができます。（講師・再
任用の方は加入できません。）

加入手続きのご案内

現在の掛金総額は100万円です。
掛金総額は国の医療制度や退教互の財政状況によって変
動します。毎年理事会で決定しているため、退職年の掛
金総額が適用されます。

掛金総額について

加入から退職までの流れ

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

2022年9月作成

退職教職員互助組合

窓口負担した３割の支払いに対してあとから手厚い給付があるため最終
的な負担は少額になります。
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総医療費（10割）

公立学校共済組合、長野県教職員互助組合からの給付はなくなってしま
いますが、退教互からの給付があれば負担は軽減されます。

ご夫婦２人は退職後より一生涯、療養給付を受けることがで
きます。掛金は返金されません。

積立てた掛金全額が返金されます。療養給付を受けることは
できません。

　退職後も組合員同士がお互いに助け合い、心豊かな
日々を過ごしていくために創立・運営されている
のが退教互です。
これまでに加入していただいた皆さまの
お陰で「４年間で約200万円の療養給付
を受け取られた」など、大きな
助け合いの結果があります。
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掛金月額について
○小・中・特別支援・義務教育学校所属の方の掛金月額は下記の計算式により算出します。

【掛金率】

算出例：給料月額が250,000円の方（36歳未満）
　　　　250,000円 × 1.04 × 7/1000 × 12 ÷ 10 ＝ 2,184円
○公立高校や教育関係機関所属の方の掛金月額は年齢別掛金表により決定します。

４月１日現在の給料月額 1.04× 掛金率 掛金月額× 12 10× ÷ ＝

【掛金月額のめやす（年齢別掛金表より）】
20代 1,370円～2,220円 30代 2,310円～3,210円 40代 3,270円～4,470円 50代～60歳 4,500円～5,790円

加入の申込みは「加入申込書」に所定の事項を記入、捺印のうえ、所属長より職印をもらい事務局までお送り下さい。
今年度30歳になる方と今年度新規採用となられた31歳以上の方の加入期限は年度の末日です。

加入申込書が受理された月の翌月（事務処理の関係で翌々月になる場合があります。）から掛金の積立が開始され
ます。
○掛金は年10回（5月～翌年2月）給与控除します。（所属によっては個人口座から引き落としになります。）
○高校所属の教職員の方は長野県高等学校生活協同組合を通して給与控除します。高校生協への加入が必要になるた
め、未加入の場合は初回の掛金を控除する際に生協出資金一口500円を上乗せして控除します。（生協出資金は高
校生協を退会するときに返金されます。）

掛金の給与控除は積立額が掛金総額を超える直前で自動的に停止します。多くの方は加入からおよそ26年後に停
止となります。
掛金総額までの不足分は退職時に納入します。
　○控除停止中も現職組合員であることに変わりはありません。
　○貸付を利用している方は貸付金のみ給与控除します。
　○控除が停止する年月や積立額は個人ごとに異なります。

―マイページを利用して退職年度にお手続きいただきます―
退職後の住所や療養給付の送金先等の登録をします。配偶者分の給付資格も取得する方は、ここでお名前等の情報
を登録します。脱退する場合もここで手続きします。
また、掛金総額までの不足額を退職金が支給された後に納入していただき、掛金総額を完納します。その後は掛金
の支払いは一切ありません。

退職日の翌日の医療費から一生涯、療養給付を受けることができます。（再任用期間も給付を受けられます。また、
配偶者は現職中でも給付を受けられます。）

　現職中は貸付事業を各自でご利用いただけます。最終的には先に退職となる方
が掛金総額を完納して2人分の給付資格を取得し、後に退職される方はご自分の退
職時に掛金の返金を受けるのが一般的です。
　しかし、療養給付は組合員本人の口座に配偶者の方の給付金も送金されるため、
お金の管理は各自で行いたいという場合は、配偶者の給付資格は取得せずに、各
自の退職時に自分の給付資格だけを取得するという選択をすることもできます。

　1人だけが加入し、その方が45歳未満で退職となった場合は、規程により脱退す
る選択肢しかありません。療養給付を受け取る資格を２人とも取得することができ
なくなってしまいます。そのため、２人で加入していただいた方が安心です。

36歳未満
46歳以上51歳未満

1,000分の7
1,000分の9

36歳以上41歳未満
51歳以上56歳未満

1,000分の7.5
1,000分の10

41歳以上46歳未満
56歳以上

1,000分の8
1,000分の11

1,000,000円÷38年÷12月＝
　　　　1カ月約2,193円（2人分）

22歳で大学を卒業して退職までの
38年間掛金を積立てたとすると…

1人分、月々1,100円の掛金で退職後から
一生涯給付を受けられます！

ご夫婦２人とも教職員の場合

育児休業等の期間中は
掛金の控除がストップ
します。

○退職する年度内に到達する満年齢が45歳未満の方は規程によ
り退職組合員になることはできないため、脱退となります
○脱退後の再加入はできません
○退職組合員資格を取得した後も脱退することはできますが、こ
の場合は掛金全額を返金することはいたしません

途中脱退することが可能です途中脱退することが可能です
退職時または現職中に脱退した場合は
積立てた掛金全額を返金します
退職時に自由な選択ができます

退職組合員になる

脱退する（現職中の脱退もできます）

退職時の選択のときまで
掛金は自分の『貯金』です。

今は健康に不安がないという方に
本当におススメです。

掛金の積立状況は
退教互のウェブサイトにある
マイページにて随時確認が

できます。

現職中は
貸付事業が
利用できます。

２人とも現職組合員である必要はない？

２人とも現職組合員の場合どうなるの？

加入申込み

掛金の積立て

退職の手続き

退職後

or

現職中

現職中の医療費負担はどうなっているの？

退教互に加入すると退職後の医療費負担は
どうなるの？

退職後

現職組合員

退職組合員／配偶者

掛金の給与控除
が停止

□✓現職中から加入して掛金を積立てます。
□✓加入できる期限があります。
•最終期限は満30歳に達した年度の
末日です。
• 30歳を過ぎて新規採用された方は、
採用年度内に限り加入できます。

□✓退職組合員資格を取得すると、退職日の
翌日から亡くなるときまでの医療費を対象に
した療養給付が受けられます。

□✓退職時に配偶者分の給付資格申請をした
場合は、ご夫婦２人で療養給付を受けるこ
とができます。

□✓単身で給付資格を取得した方には、掛金
総額を完納して退職手続きが全て終了した
後に単身者給付(45万円)があります。

退教互のしくみ

現在約10,500名の長野県教職員の方が加入しています。また、約12,000世帯の退職者の方に医療費の補助をしています！

加入のご案内

たい きょう ご

長野県退職教職員互助組合（退教互）は長野県内の公立学校教育関係者のみが加入できる
“退職後の医療費の補助（療養給付）を行う互助組合”です。退教互の療養給付は優れた特色
のある給付内容になっています。

療養給付の特色については次のページへどうぞ ⇒

『健康で元気なときは
　 必要とする方に療養給付を』

『病気やケガのときには自分が給付を』

100％返金

退職後の医療費支出に
 現職中からみんなで備えましょう！
退職後の医療費支出に
 現職中からみんなで備えましょう！
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　療養給付は医療保険診療による自己負担額に対する給付です。（介護保険や自費の医療費は対象外）
受診者ごと、入院・外来ごと、受診月ごとの保険診療による窓口支払いの1ヵ月の合計額から2,000円
を控除した額の6割を給付します。

　療養給付は申請給付です。領収書または医療費のお知らせ通
知のコピーを「療養費給付申請書」に添付して事務局までご提出
いただきます。提出有効期限は受診月から３年間あります。

 70歳未満の方 　月額 入院　45,000円（4回目以降※ 25,000円）
 外来　45,000円（4回目以降※ 25,000円）
※過去12ヵ月以内に3回以上給付限度額に達した場合、4回目以降の給付限度額は25,000円になります。

 70歳以上の方　 月額 入院　25,000円　外来　6,000円 
給付額、給付限度額は療養給付を安定的に継続していくために、財政検証の結果に応じて変更されます。

68歳 
組合員本人
平成27年3月31日退職

88歳で死去
配偶者
民間企業に勤務

91歳で死去
組合員本人
昭和62年3月31日
退職

64歳

68歳

91歳 配偶者

90歳

内科、整形外科、泌尿器科等
複数の病院を受診していた。
給付額 外来：214,290円　入院：106,054円

88歳から90歳で亡くなるまでの１年７ヵ月入院した。
給付額 入院：453,758円

首に違和感を感じ病院で検査。
検査入院の結果、悪性の腫瘍がみつかる。
給付額 外来：11,724円　入院：45,000円

半年間入院と通院で治療を行う。
給付額 外来：94,272円　入院：132,360円

通院での治療のみになる。
給付額 外来：116,826円

給付額 外来：70,356円

内科、耳鼻咽喉科、眼科などの病院を受診。
給付額 外来：23,352円

薬を服用し、定期的に診察に通う。

現在

60歳

退職組合員資格を取得給付例
その①

療養給付の制度

給付限度額

給 付 額

給付例
その②

配偶者資格を取得60歳
昭和62年4月1日

60歳
昭和62年4月1日退職組合員資格を

取得

60歳退職組合員資格を取得60歳

内科、整形外科の病院に毎月必ず
受診する。薬も毎月処方されている。
給付額 外来：843,168円　入院：80,554円

55歳

配偶者資格を取得

91歳

昭和62年4月1日

55歳
昭和62年4月1日

平成27年4月1日

現在
これまでに２人が受けた給付額

1,697,824円

かかりつけ医や歯科医院
を受診する。
給付額

外来：39,558円

60代毎月かかりつけ医を
受診する。
給付額

外来：151,360円

60代

70代

80代

70代

給付額

外来：64,966円
入院：92,998円

70代後半になると毎
月複数の病院を受診
するようになる。
76歳のときには県外
の総合病院に入院し
て手術を受けた。

75歳になって毎月整形
外科にも通院するように
なる。

給付額

外来：173,406円
入院：274,128円

89歳のときに脳神経
外科に5ヵ月入院した。
その後は在宅医療を
受けるようになる。
91歳で再び入院し、
肺炎のため死去。

これまでと同じ病院に通
院しているが、検査や薬
代で10,000円以上の医
療費を支払う月もあった。
80歳、82歳、85歳のと
きに整形外科や眼科に入
院。88歳で8ヵ月入院し
て、老衰のため死去。

80代
90代
〜

給付額

外来：57,276円
入院：26,958円

給付額

外来：230,472円
入院：274,714円

Cさん

90歳で死去
組合員本人
昭和62年3月31日退職

60歳
63歳
〜

給付対象外となるもの

例）・自費診療　・人間ドック　・健康診断　・予防接種
・文書料（診断書等）・補聴器　・入院時に医療費の一
　部負担金以外に支払ったもの（入院時食事療養費・生活
　療養費・室料差額・寝具代・その他雑費）
・車代　・売薬（医師の処方箋以外の薬）　
・介護保険（デイケア施設利用料等）…等

10年後

20年後

突然の高額な
医療費にも

対応！

退職後、
20年以上経ってから

給付をたくさん
受ける方もいます！

Dさん

Eさん

検査結
果

２人が受け取った給付額

1,385,836円

これまでに２人が受けた給付額

595,494円

BさんＡさん

給付例
その③

この間配偶者の
方は101,604円
の給付を受けま
した。

65歳
67歳
〜

ウェブサイトの動画でも詳しく解説していま
すので、ぜひご覧ください。

　１人の人が生涯で必要となる医療費の半分が70歳
以降の医療費であると見込まれます。（厚生労働省公
表「生涯医療費（男女計）令和元年度推計データ」よ
り計算。）
　限りある年金や貯蓄での生活の中で医療費の支払
いが負担にならないように “退職後” の病気やケガへ
の備えが必要です。

実際の給付事例をもとに作成した給付例も一緒にご覧ください。

　30代の頃、「今しか入れな
いから。」と学校事務職員の先
生に言われ、よく分からないま
ま入った退教互でしたが、今あ
の時すすめてもらって『加入し
てよかった』と心から感謝して
います。自己負担分のいくらか
が戻ってくるのは大変ありがた
く、我慢せずに医療にかかるこ
とができます。

（女性　58歳）

　現職の時は、若いし、医療機
関にかかる機会も少なく、互助
組合からの福利厚生も手厚いの
で退教互を意識することは少な
かったです。現在、老年者の仲
間に入ってくると医療機関に通
うことも多くなり窓口負担が大
きいので本当に助かっていま
す。若い現職の方たちにもこの
制度が将来自分自身の助けと
なっていくので、加入をぜひ進
めたいです。　　（女性　65歳）

　50歳、毎週プールに通っていました。
60歳、月１回病院に通っています。還暦
を境に体のあちこちにガタが来ました。
心臓疾患のため、血液をサラサラにする
薬を服用しなければなりません。１錠
504円もする高価な薬ですが、納豆が食
べられます。療養給付のおかげで、毎
朝、納豆をおいしくいただいています。若
い頃は、このようなことになるとは思いも
よりませんでしたが、今になって加入して
いて、本当によかったと思います。

　（男性　63歳）

とりあえずの加入でしたが… 若い頃とは違って… 療養給付を受けているから…

（令和４年９月現在）

の特色療 養 給 付

　　　 今年の９月に下記の病院に通院した場合
Ａ医院 9/4 400円
 9/27  1,600円
Ｂ薬局 9/4  1,800円
Ｃ歯科医院 9/5 800円

計算例

【退教互からの療養給付額】
{(400＋1,600＋1,800＋800)－
2,000}×0.6＝1,560円

　医療費が高額になる入院や手術だけでなく、日々の通院
の治療代や医師の処方箋による薬局で調剤されたお薬代
（保険診療分の治療や薬に限る）も給付の対象になります。

通院の医療費も給付の対象

　保険会社によりさまざまですが、主な保障は病
気やケガによる入院と手術の給付金である保険
が多いです。

一般的な
医療保険

� � � � � ��

　過去に罹った病気や持病があっても、加入して給付を受け
ることができます。

一般的な
医療保険

　現在の健康状態や過去の傷病歴などの事実を
告げる告知義務が定められており、加入できない
場合もあります。

健康状態の告知不要� � � � � �� 実際に給付を受けられている 退職組合員の声

　年齢や職業を問わず、組合員本人の退職日の翌日以降に
受診した分の医療費から配偶者も療養給付を受けることが
できます。組合員本人の方が亡くなられた後も配偶者の方
は引き続き給付を受けることができます。

配偶者も給付が受けられる� � � � � ��

　保障を受けられるのは被保険者１人
だけです。

一般的な
医療保険

　ひと月の給付限度額はありますが、給付総額の上限はあ
りませんので、何歳になっても給付を受けることができます。

退職後から一生涯給付� � � � � ��

　保険期間が一生涯のものと一定期間のものが
あります。

一般的な
医療保険

退教互の給付は

２人分！！
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　療養給付は医療保険診療による自己負担額に対する給付です。（介護保険や自費の医療費は対象外）
受診者ごと、入院・外来ごと、受診月ごとの保険診療による窓口支払いの1ヵ月の合計額から2,000円
を控除した額の6割を給付します。

　療養給付は申請給付です。領収書または医療費のお知らせ通
知のコピーを「療養費給付申請書」に添付して事務局までご提出
いただきます。提出有効期限は受診月から３年間あります。

 70歳未満の方 　月額 入院　45,000円（4回目以降※ 25,000円）
 外来　45,000円（4回目以降※ 25,000円）
※過去12ヵ月以内に3回以上給付限度額に達した場合、4回目以降の給付限度額は25,000円になります。

 70歳以上の方　 月額 入院　25,000円　外来　6,000円 
給付額、給付限度額は療養給付を安定的に継続していくために、財政検証の結果に応じて変更されます。

68歳 
組合員本人
平成27年3月31日退職

88歳で死去
配偶者
民間企業に勤務

91歳で死去
組合員本人
昭和62年3月31日
退職

64歳

68歳

91歳 配偶者

90歳

内科、整形外科、泌尿器科等
複数の病院を受診していた。
給付額 外来：214,290円　入院：106,054円

88歳から90歳で亡くなるまでの１年７ヵ月入院した。
給付額 入院：453,758円

首に違和感を感じ病院で検査。
検査入院の結果、悪性の腫瘍がみつかる。
給付額 外来：11,724円　入院：45,000円

半年間入院と通院で治療を行う。
給付額 外来：94,272円　入院：132,360円

通院での治療のみになる。
給付額 外来：116,826円

給付額 外来：70,356円

内科、耳鼻咽喉科、眼科などの病院を受診。
給付額 外来：23,352円

薬を服用し、定期的に診察に通う。

現在

60歳

退職組合員資格を取得給付例
その①

療養給付の制度

給付限度額

給 付 額

給付例
その②

配偶者資格を取得60歳
昭和62年4月1日

60歳
昭和62年4月1日退職組合員資格を

取得

60歳退職組合員資格を取得60歳

内科、整形外科の病院に毎月必ず
受診する。薬も毎月処方されている。
給付額 外来：843,168円　入院：80,554円

55歳

配偶者資格を取得

91歳

昭和62年4月1日

55歳
昭和62年4月1日

平成27年4月1日

現在
これまでに２人が受けた給付額

1,697,824円

かかりつけ医や歯科医院
を受診する。
給付額

外来：39,558円

60代毎月かかりつけ医を
受診する。
給付額

外来：151,360円

60代

70代

80代

70代

給付額

外来：64,966円
入院：92,998円

70代後半になると毎
月複数の病院を受診
するようになる。
76歳のときには県外
の総合病院に入院し
て手術を受けた。

75歳になって毎月整形
外科にも通院するように
なる。

給付額

外来：173,406円
入院：274,128円

89歳のときに脳神経
外科に5ヵ月入院した。
その後は在宅医療を
受けるようになる。
91歳で再び入院し、
肺炎のため死去。

これまでと同じ病院に通
院しているが、検査や薬
代で10,000円以上の医
療費を支払う月もあった。
80歳、82歳、85歳のと
きに整形外科や眼科に入
院。88歳で8ヵ月入院し
て、老衰のため死去。

80代
90代
〜

給付額

外来：57,276円
入院：26,958円

給付額

外来：230,472円
入院：274,714円

Cさん

90歳で死去
組合員本人
昭和62年3月31日退職

60歳
63歳
〜

給付対象外となるもの

例）・自費診療　・人間ドック　・健康診断　・予防接種
・文書料（診断書等）・補聴器　・入院時に医療費の一
　部負担金以外に支払ったもの（入院時食事療養費・生活
　療養費・室料差額・寝具代・その他雑費）
・車代　・売薬（医師の処方箋以外の薬）　
・介護保険（デイケア施設利用料等）…等

10年後

20年後

突然の高額な
医療費にも

対応！

退職後、
20年以上経ってから

給付をたくさん
受ける方もいます！

Dさん

Eさん

検査結
果

２人が受け取った給付額

1,385,836円

これまでに２人が受けた給付額

595,494円

BさんＡさん

給付例
その③

この間配偶者の
方は101,604円
の給付を受けま
した。

65歳
67歳
〜

ウェブサイトの動画でも詳しく解説していま
すので、ぜひご覧ください。

　１人の人が生涯で必要となる医療費の半分が70歳
以降の医療費であると見込まれます。（厚生労働省公
表「生涯医療費（男女計）令和元年度推計データ」よ
り計算。）
　限りある年金や貯蓄での生活の中で医療費の支払
いが負担にならないように “退職後” の病気やケガへ
の備えが必要です。

実際の給付事例をもとに作成した給付例も一緒にご覧ください。

　30代の頃、「今しか入れな
いから。」と学校事務職員の先
生に言われ、よく分からないま
ま入った退教互でしたが、今あ
の時すすめてもらって『加入し
てよかった』と心から感謝して
います。自己負担分のいくらか
が戻ってくるのは大変ありがた
く、我慢せずに医療にかかるこ
とができます。

（女性　58歳）

　現職の時は、若いし、医療機
関にかかる機会も少なく、互助
組合からの福利厚生も手厚いの
で退教互を意識することは少な
かったです。現在、老年者の仲
間に入ってくると医療機関に通
うことも多くなり窓口負担が大
きいので本当に助かっていま
す。若い現職の方たちにもこの
制度が将来自分自身の助けと
なっていくので、加入をぜひ進
めたいです。　　（女性　65歳）

　50歳、毎週プールに通っていました。
60歳、月１回病院に通っています。還暦
を境に体のあちこちにガタが来ました。
心臓疾患のため、血液をサラサラにする
薬を服用しなければなりません。１錠
504円もする高価な薬ですが、納豆が食
べられます。療養給付のおかげで、毎
朝、納豆をおいしくいただいています。若
い頃は、このようなことになるとは思いも
よりませんでしたが、今になって加入して
いて、本当によかったと思います。

　（男性　63歳）

とりあえずの加入でしたが… 若い頃とは違って… 療養給付を受けているから…

（令和４年９月現在）

の特色療 養 給 付

　　　 今年の９月に下記の病院に通院した場合
Ａ医院 9/4 400円
 9/27  1,600円
Ｂ薬局 9/4  1,800円
Ｃ歯科医院 9/5 800円

計算例

【退教互からの療養給付額】
{(400＋1,600＋1,800＋800)－
2,000}×0.6＝1,560円

　医療費が高額になる入院や手術だけでなく、日々の通院
の治療代や医師の処方箋による薬局で調剤されたお薬代
（保険診療分の治療や薬に限る）も給付の対象になります。

通院の医療費も給付の対象

　保険会社によりさまざまですが、主な保障は病
気やケガによる入院と手術の給付金である保険
が多いです。

一般的な
医療保険

� � � � � ��

　過去に罹った病気や持病があっても、加入して給付を受け
ることができます。

一般的な
医療保険

　現在の健康状態や過去の傷病歴などの事実を
告げる告知義務が定められており、加入できない
場合もあります。

健康状態の告知不要� � � � � �� 実際に給付を受けられている 退職組合員の声

　年齢や職業を問わず、組合員本人の退職日の翌日以降に
受診した分の医療費から配偶者も療養給付を受けることが
できます。組合員本人の方が亡くなられた後も配偶者の方
は引き続き給付を受けることができます。

配偶者も給付が受けられる� � � � � ��

　保障を受けられるのは被保険者１人
だけです。

一般的な
医療保険

　ひと月の給付限度額はありますが、給付総額の上限はあ
りませんので、何歳になっても給付を受けることができます。

退職後から一生涯給付� � � � � ��

　保険期間が一生涯のものと一定期間のものが
あります。

一般的な
医療保険

退教互の給付は

２人分！！
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○本案内と行き違いで加入申し込みの手続きをしていただいております場合は、ご容赦いただきますようお願い申し上げます。
○本案内に掲載されている内容は全て2022（令和４）年度現在のものです。財政状況等により制度内容は変更していきます。

〒380－0846
長野市旭町1098番地 信濃教育会館３階

たいきょうごhttps://taikyogo.org☎（026）232－5331・234－5067お問合せ

　今年度の末日の年齢が30歳以下である方（平成4年4月2日以降に生まれた方）及び今年度に30歳を過ぎて新規採用された方で長野県内の国公
立小・中・特別支援・義務教育学校、公立高等学校に勤務する教職員及び教育関係機関に勤務する職員の方が加入することができます。（講師・再
任用の方は加入できません。）

加入手続きのご案内

現在の掛金総額は100万円です。
掛金総額は国の医療制度や退教互の財政状況によって変
動します。毎年理事会で決定しているため、退職年の掛
金総額が適用されます。

掛金総額について

加入から退職までの流れ

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

2022年9月作成

退職教職員互助組合

窓口負担した３割の支払いに対してあとから手厚い給付があるため最終
的な負担は少額になります。

健康保険
７割

自
己
負
担

互
助
給
付

共
済
給
付

総医療費（10割）

公立学校共済組合、長野県教職員互助組合からの給付はなくなってしま
いますが、退教互からの給付があれば負担は軽減されます。

ご夫婦２人は退職後より一生涯、療養給付を受けることがで
きます。掛金は返金されません。

積立てた掛金全額が返金されます。療養給付を受けることは
できません。

　退職後も組合員同士がお互いに助け合い、心豊かな
日々を過ごしていくために創立・運営されている
のが退教互です。
これまでに加入していただいた皆さまの
お陰で「４年間で約200万円の療養給付
を受け取られた」など、大きな
助け合いの結果があります。

健康保険
７割

自
己
負
担

退
教
互
に

未
加
入

（自己負担３割の場合）

健康保険
７割

自
己
負
担

退
教
互
の

療
養
給
付

総医療費（10割）

退
教
互
に

加
入

　

掛金月額について
○小・中・特別支援・義務教育学校所属の方の掛金月額は下記の計算式により算出します。

【掛金率】

算出例：給料月額が250,000円の方（36歳未満）
　　　　250,000円 × 1.04 × 7/1000 × 12 ÷ 10 ＝ 2,184円
○公立高校や教育関係機関所属の方の掛金月額は年齢別掛金表により決定します。

４月１日現在の給料月額 1.04× 掛金率 掛金月額× 12 10× ÷ ＝

【掛金月額のめやす（年齢別掛金表より）】
20代 1,370円～2,220円 30代 2,310円～3,210円 40代 3,270円～4,470円 50代～60歳 4,500円～5,790円

加入の申込みは「加入申込書」に所定の事項を記入、捺印のうえ、所属長より職印をもらい事務局までお送り下さい。
今年度30歳になる方と今年度新規採用となられた31歳以上の方の加入期限は年度の末日です。

加入申込書が受理された月の翌月（事務処理の関係で翌々月になる場合があります。）から掛金の積立が開始され
ます。
○掛金は年10回（5月～翌年2月）給与控除します。（所属によっては個人口座から引き落としになります。）
○高校所属の教職員の方は長野県高等学校生活協同組合を通して給与控除します。高校生協への加入が必要になるた
め、未加入の場合は初回の掛金を控除する際に生協出資金一口500円を上乗せして控除します。（生協出資金は高
校生協を退会するときに返金されます。）

掛金の給与控除は積立額が掛金総額を超える直前で自動的に停止します。多くの方は加入からおよそ26年後に停
止となります。
掛金総額までの不足分は退職時に納入します。
　○控除停止中も現職組合員であることに変わりはありません。
　○貸付を利用している方は貸付金のみ給与控除します。
　○控除が停止する年月や積立額は個人ごとに異なります。

―マイページを利用して退職年度にお手続きいただきます―
退職後の住所や療養給付の送金先等の登録をします。配偶者分の給付資格も取得する方は、ここでお名前等の情報
を登録します。脱退する場合もここで手続きします。
また、掛金総額までの不足額を退職金が支給された後に納入していただき、掛金総額を完納します。その後は掛金
の支払いは一切ありません。

退職日の翌日の医療費から一生涯、療養給付を受けることができます。（再任用期間も給付を受けられます。また、
配偶者は現職中でも給付を受けられます。）

　現職中は貸付事業を各自でご利用いただけます。最終的には先に退職となる方
が掛金総額を完納して2人分の給付資格を取得し、後に退職される方はご自分の退
職時に掛金の返金を受けるのが一般的です。
　しかし、療養給付は組合員本人の口座に配偶者の方の給付金も送金されるため、
お金の管理は各自で行いたいという場合は、配偶者の給付資格は取得せずに、各
自の退職時に自分の給付資格だけを取得するという選択をすることもできます。

　1人だけが加入し、その方が45歳未満で退職となった場合は、規程により脱退す
る選択肢しかありません。療養給付を受け取る資格を２人とも取得することができ
なくなってしまいます。そのため、２人で加入していただいた方が安心です。

36歳未満
46歳以上51歳未満

1,000分の7
1,000分の9

36歳以上41歳未満
51歳以上56歳未満

1,000分の7.5
1,000分の10

41歳以上46歳未満
56歳以上

1,000分の8
1,000分の11

1,000,000円÷38年÷12月＝
　　　　1カ月約2,193円（2人分）

22歳で大学を卒業して退職までの
38年間掛金を積立てたとすると…

1人分、月々1,100円の掛金で退職後から
一生涯給付を受けられます！

ご夫婦２人とも教職員の場合

育児休業等の期間中は
掛金の控除がストップ
します。

○退職する年度内に到達する満年齢が45歳未満の方は規程によ
り退職組合員になることはできないため、脱退となります
○脱退後の再加入はできません
○退職組合員資格を取得した後も脱退することはできますが、こ
の場合は掛金全額を返金することはいたしません

途中脱退することが可能です途中脱退することが可能です
退職時または現職中に脱退した場合は
積立てた掛金全額を返金します
退職時に自由な選択ができます

退職組合員になる

脱退する（現職中の脱退もできます）

退職時の選択のときまで
掛金は自分の『貯金』です。

今は健康に不安がないという方に
本当におススメです。

掛金の積立状況は
退教互のウェブサイトにある
マイページにて随時確認が

できます。

現職中は
貸付事業が
利用できます。

２人とも現職組合員である必要はない？

２人とも現職組合員の場合どうなるの？

加入申込み

掛金の積立て

退職の手続き

退職後

or

現職中

現職中の医療費負担はどうなっているの？

退教互に加入すると退職後の医療費負担は
どうなるの？

退職後

現職組合員

退職組合員／配偶者

掛金の給与控除
が停止

□✓現職中から加入して掛金を積立てます。
□✓加入できる期限があります。
•最終期限は満30歳に達した年度の
末日です。
• 30歳を過ぎて新規採用された方は、
採用年度内に限り加入できます。

□✓退職組合員資格を取得すると、退職日の
翌日から亡くなるときまでの医療費を対象に
した療養給付が受けられます。

□✓退職時に配偶者分の給付資格申請をした
場合は、ご夫婦２人で療養給付を受けるこ
とができます。

□✓単身で給付資格を取得した方には、掛金
総額を完納して退職手続きが全て終了した
後に単身者給付(45万円)があります。

退教互のしくみ

現在約10,500名の長野県教職員の方が加入しています。また、約12,000世帯の退職者の方に医療費の補助をしています！

加入のご案内

たい きょう ご

長野県退職教職員互助組合（退教互）は長野県内の公立学校教育関係者のみが加入できる
“退職後の医療費の補助（療養給付）を行う互助組合”です。退教互の療養給付は優れた特色
のある給付内容になっています。

療養給付の特色については次のページへどうぞ ⇒

『健康で元気なときは
　 必要とする方に療養給付を』

『病気やケガのときには自分が給付を』

100％返金

退職後の医療費支出に
 現職中からみんなで備えましょう！
退職後の医療費支出に
 現職中からみんなで備えましょう！
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