
 平成 28年度事業報告 

１ 会議等の開催状況 

(1）評議員会 

回 日 時 会 場 出席者 決議事項 

定時 6月 13日（木） 

13：55～15：00 

岩手県公会堂 評議員 8名 

副理事長 

平成27年度決算について 

評議員の選任について 

理事の選任について 

監事の選任について 

臨時 １月24日（火）    

9：56～11：10 

岩手県民会館 評議員 8名 

理事長 

定款の改正について 

役員及び評議員の報酬並びに費用に関

する規程の制定について 

共済規程の改正について 

 (2）評議員会の決議の省略 

決議のあったとみなされた日 決議があったものとみなされた事項 

12月 20日（火） 評議員の選任について 

(3）理事会 

回 日 時 会 場 出席者 決議事項 

第 1回 5月 27日（金） 

14：00～15：00 

岩手県公会堂 理事 6名 

(理事長、副理

事長) 

監事 2名 

平成27年度事業報告について 

平成27年度収支決算について 

定時評議員会の招集について 

定時評議員会付議議案について 

臨時 6月 22日（水） 

10：00～10：45 

岩手県公会堂 理事 5名 

(副理事長) 

監事 2名 

理事長の選定について 

 

第２回 10月 13日（木） 

9：30～11：05 

岩手県民会館 理事 6名 

(理事長、副理

事長) 

監事 2名 

平成29年度共済掛金について 

(協議)共済事業について 

臨時 １月13日（金） 

9：27～10：35 

岩手県民会館 理事 6名 

(理事長) 

監事 2名 

役員及び評議員の報酬及び費用に関す

る規程の廃止について 

臨時評議員会の招集について 

運営規則の改正について 

第 3回 3月 8日（水） 

10：00～11：08 

岩手県民会館 理事 6名 

(理事長、副理

事長) 

監事 1名 

公印規程の改正について 

会計処理規程の改正について 

個人情報保護方針の制定について 

個人情報保護規程の制定について 

平成28年度収支予算の補正について 

平成29年度事業計画について 

平成29年度収支予算について 



 

 (4）理事会の決議の省略 

決議のあったとみなされた日 決議があったものとみなされた事項 

6月 9日（木） 定時評議員会付議議案の修正 

12月 13日（火） 評議員の辞任に伴う後任候補者の決定 

評議員会の決議を決議の省略により実施すること。 

 (5）監事の監査 

回 日 時 会 場 出席者 監査内容 結果 

定時 5月 11日（水） 

 

互助会事務室 監事 2名 

事務局長、事務

局次長 

平成27年度業務及び収支

決算（公益目的支出計画の

実施報告書を含む。） 

指摘なし 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２ 共済事業 

(1）PTA・青少年共済法に定める監査 

回 日 時 会 場 出席者 実施内容 結果 

定時 5月 19日（木）、 

6月 6日（月） 

互助会事務室 公認会計士 

 

平成27年度共済事業

及び決算 

指摘なし 

（2）PTA等共済法に基づく立入検査 

日 時 会 場 出席者 検査内容 

１月17日（火） 

14：00～17：00 

互助会

事務室 

県教委事務局職員 2名 

理事長、事務局職員 

重要事項：内部管理、コンプライアンス態

勢、財務の健全性、資金運用リスク、事務

リスク 

 

 (3) 平成 28年度共済事業関係 

① 被共済契約施設数及び被共済者数  （箇所、人） ( )内は内数 

区分 

共済契約 

施設数 
被共済者

数 

保育所 303 23,056 

認定こども園 48 6,822 

幼稚園 90 6,493 

小学校 333 61,313 

中学校 165 34,253 

義務教育学校 1 639 

（前期課程）    (402) 

（後期課程）  (237) 

 

 

 

 

② 共済金支給状況               （件数、円） 

区 分 件数 支給額 

死亡共済金 0  0  

障害共済金 4  1,240,000  

入院共済金 311  5,036,200  

通院共済金 1,595  9,978,000  

合計 1,910  16,254,200  

 

 

区分 

共済契約 

施設数 
被共済者

数 

高校全日制 77 34,644 

〃定時制 1 396 

〃通信制  711 

特別支援校 15 1,707 

（幼稚部）  (12) 

（小学部）  (455) 

（中学部）  (393) 

（高等部）  (847) 

高等専門学校 1 853 

合計 1,034 170,887 

 



３ 学校安全普及啓発事業の実施 

(1）学校安全優良校表彰 

    平成 28年度学校安全優良校表彰のために教育事務所等に推薦を依頼した結果、４校の推薦があり、審査 

  の結果、４校とも学校安全優良校として決定した。 

 表彰校 

１ 盛岡市立本宮小学校 

２ 花巻市立東和小学校 

３ 久慈市立霜畑小学校 

４ 花巻市立花巻幼稚園 

    学校安全優良校は、岩手県教育委員会及び岩手県学校保健会主催の「第 52回岩手県学校健康保健教育研 

究大会」において、表彰した。 

 ア 日時   平成 28年 12月27日（火）10：20～11：00 

 イ 場所   いわて県民情報交流センター 

         （盛岡市盛岡駅西通一丁目 7-1） 

 

 (2）共済事業の概要の紹介 

  平成29年度共済事業の概要を紹介するため、リーフレットを作成し、保護者、学校等に配付（２月、 

  176,000枚） 

 

４ 公益目的支出計画 

(1）公益目的支出計画実施報告 

  整備法に定める公益目的支出計画実施報告書（平成 27年度実施分）を 6月 28日付で行政庁に提出した。 

(2) 公益目的支出計画実施 

  公益目的支出計画に基づき公益財団法人岩手育英奨学会に平成28年度分3,000,000円を平成29年3月31 

日に寄附。 

 

 

   

 

 


