
都道府県私学退職金団体一覧 2021年11月24日 時点

法人種 団体名 都道府県
退職資金額　算定期間

HP掲載
団体HP

1 公益社団法人 北海道私学退職金社団 北海道 記載なし http://www.disclo-koeki.org/03b/00633/index.html

2 公益財団法人 青森県私立学校教職員退職金財団 青森県 記載なし http://www.disclo-koeki.org/04a/00701/index.html

3 公益社団法人 岩手県私学振興会 岩手県 掲載あり http://shigaku-iwate.or.jp/index.html

4 公益社団法人 宮城県私学退職金社団 宮城県 記載なし https://www.pref.miyagi.jp/site/shigaku/jyosei-11yoko-taisyokusyadan-s.html

5 公益財団法人 秋田県私立学校教職員退職金財団 秋田県 記載なし http://www.disclo-koeki.org/12a/01100/index.html

6 公益社団法人 山形県私学退職金社団 山形県 記載なし http://www.catvy.ne.jp/~y-shigaku-k/taisyokukikinsyadan.html

7 公益財団法人 福島県私立学校教職員退職金社団 福島県 記載なし http://www.f-taishoku.sakura.ne.jp/

8 公益財団法人 新潟県私学振興会 新潟県 掲載あり http://www.disclo-koeki.org/10a/01035/index.html

9 公益社団法人 茨城県私学教育振興会 茨城県 記載なし http://www.ibaraki-shigaku.jp/shinkoukai/

10 公益社団法人 栃木県私学退職金社団 栃木県 記載なし http://www.disclo-koeki.org/14a/01153/index.html

11 公益財団法人 群馬県私学振興会 群馬県 記載なし http://www.shigaku-gunma.or.jp/

12 公益財団法人 埼玉県私学振興財団 埼玉県 記載なし http://www.disclo-koeki.org/03b/00590/

13 公益財団法人 千葉県私学教育振興財団 千葉県 記載なし https://www.chiba-sksz.jp/

14 公益財団法人 神奈川県私学退職基金財団 神奈川県 記載なし http://www.disclo-koeki.org/06b/00869/index.html

15 公益財団法人 東京都私学財団 東京都 掲載あり https://www.shigaku-tokyo.or.jp/sch_taishoku/index.html

16 一般社団法人 富山県私学退職金社団 富山県 記載なし http://toyama-shigaku-tai.or.jp/

17 公益社団法人 石川県私学振興会 石川県 記載なし http://www.ishi-shigaku.jp/

18 一般社団法人 福井県私立学校退職金基金社団 福井県 記載なし HPなし

19 公益社団法人 山梨県私学教育振興会 山梨県 記載なし https://yamanashi-shigaku.com/

20 公益社団法人 長野県私学教育協会 長野県 掲載あり http://w1.avis.ne.jp/~s-gaku/

21 一般社団法人 岐阜県私学教職員退職金社団 岐阜県 記載なし http://www.disclo-koeki.org/05b/00827/index.html
22 公益社団法人 静岡県私学協会 静岡県 記載なし https://www.shizuoka-shigaku.net/association/outline/
23 公益財団法人 愛知県私学退職基金財団 愛知県 掲載あり http://www.aichi-shigaku.gr.jp/zaidan/index.pdf
24 公益社団法人 三重県私学振興会 三重県 掲載あり http://www.mie-shigaku.jp/publics/index/21/
25 一般財団法人 滋賀県私学退職金財団 滋賀県 記載なし HPなし

26 公益財団法人 京都府私学退職金財団 京都府 記載なし http://kyositai.sakura.ne.jp/
27 公益財団法人 大阪府私学総連合会 大阪府 掲載あり https://www.osaka-shigaku.gr.jp/kaikan/aboutus/
28 公益財団法人 兵庫県私立学校教職員退職金財団 兵庫県 記載なし HPなし

29 公益社団法人 奈良県私学退職金資金社団 奈良県 記載なし ※「奈良県私立中学高等学校連合会」のHP内に各申込書のリンクあり。

30 公益社団法人 和歌山県私立学校教職員退職金社団 和歌山県 記載なし HPなし

31 一般社団法人 鳥取県私学振興会 鳥取県 記載なし http://www.tori-shigaku.jp/
32 一般社団法人 島根県私学教育振興会 島根県 記載なし http://www.s-sigaku.jp/sigaku
33 公益財団法人 岡山県私学振興財団 岡山県 記載なし http://www.oka-sizai.or.jp/
34 公益財団法人 広島県私学振興財団 広島県 記載なし http://h-shigaku.sakura.ne.jp/hiroshima-sizai/index.html
35 公益財団法人 山口県私学教育振興財団 山口県 記載なし http://www.yamaguchi-shigaku.or.jp/shigakufd/index.html
36 公益社団法人 徳島県私立学校退職金財団 徳島県 記載なし HPなし

37 公益社団法人 香川県私学退職金財団 香川県 記載なし https://www.kagawa-shigaku.jp/taiisyokukinsyadan
38 公益社団法人 愛媛県私立学校退職金社団 愛媛県 記載なし HPなし

39 一般社団法人 高知県私学退職金社団 高知県 記載なし HPなし

40 一般社団法人 福岡県私学教育振興会 福岡県 記載なし http://www.fssk.jp/
41 一般社団法人 佐賀県私立学校退職金社団 佐賀県 記載なし https://www.saga-shigaku.com/about/retirementfund/
42 公益財団法人 長崎県私立学校退職金財団 長崎県 記載なし http://www.disclo-koeki.org/12a/01101/index.html
43 一般社団法人 熊本県私学教育振興会 熊本県 記載なし ※「熊本県私立中学高等学校協会」のHPに案内あり。

44 公益財団法人 大分県私立学校教職員退職金財団 大分県 記載なし HPなし

45 公益財団法人 宮崎県私学振興会 宮崎県 掲載あり https://www.miyazaki-shigaku.com/
46 一般社団法人 鹿児島県私立中学高等学校退職金基金社団 鹿児島県 記載なし ※ 「鹿児島県私立中高等学校協会」のHP内に各申込書のリンクあり。

47 一般財団法人 沖縄県私学教育振興会 沖縄県 記載なし HPなし
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算定期間の開示がある団体（８都府県） 2021年11月24日 時点

法人種 団体名 都道府県 退職資金額　算式 算定期間 団体HP

3 公益社団法人 岩手県私学振興会 岩手県
当会が交付する退職手当資金の額は、退職した教職員の最終平均給
与月額を基礎とし、これに在職期間に応じて「別表第２」に定める退職手
当資金算定乗率を乗じて得た額とする。

最終平均給与月額  教職員の退職した日の属する月から起算して、その
前１年間の各月における標準給与月額の合計額の１２分の１に相当する
額

http://shigaku-iwate.or.jp/index.html

8 公益財団法人 新潟県私学振興会 新潟県
平均給与月額にその登録年数に応じて別表第2に掲げる率を乗じて算
定した額
※別表第2：業務方法書による

平均給与月額：教職員の退職した日の前日の属する月から起算して、 退
職前1年間の各月における標準給与月額の合算額の12分の1に相当する
額と、退職前2年間の各月における標準給与月額の合算額の24分の1に
相当する額を比べそのいずれか多い額をいう。

http://www.disclo-koeki.org/10a/01035/index.html

15 公益財団法人 東京都私学財団 東京都
退職資金額=平均標準給与月額×交付指数
・交付指数:規程に定めた当該届出教職員の加入期間に対応する指数

平均標準給与月額:退職時前2年間の標準給与月額を平均した月額 https://www.shigaku-tokyo.or.jp/sch_taishoku/index.html

20 公益社団法人 長野県私学教育協会 長野県
本会が交付する退職資金の額は、退職した者の平均標準給与月額に
別表に掲げる勤務期間及び同表上欄に掲げる退職事由による区分に
応じ、その下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

平均標準給与月額：教職員の退職した日の前日の属する月から起算し
て、その前１年間の各月における標準給与月額の合計額の12分の１に相
当する額とする。

http://w1.avis.ne.jp/~s-gaku/

23 公益財団法人 愛知県私学退職基金財団 愛知県

この財団が給付する資金の額は、退職した者の基本給相当額（平均標
準給与の月額に 100 分の 92を乗じて得た額）に、別表第2の左欄に掲
げる勤続期間及び同表に上欄に掲げる退職の理由による区分に応じ、
その下欄に掲げる率を乗じて得た額に 100 分の 94 を乗じて得た額とす
る。

平均標準給与の月額は、退職の日の属する月から起算して、その前 1
年間の各月における負担金算出の基礎となった標準給与の月額の合計
額の 12 分の 1 に相当する額とする。

http://www.aichi-shigaku.gr.jp/zaidan/index.pdf

24 公益社団法人 三重県私学振興会 三重県

退職手当資金給付金の額は、退職する事業対象教職員の平均標準給
与月額に「別表２退職手当資金給付乗率表」の勤続期間に応じた場率
を乗じて得た額（１円未満は切り捨てる｡）と当該学校法人等が支給する
退職手当の額のいずれか少ないほうの額とする。

「平均標準給与月額」は、退職した日の属する月から前２か年間（24 か
月）の各月の標準給与月額を合計した額を 24 で割って算出した額です。

http://www.mie-shigaku.jp/publics/index/21/

27 公益財団法人 大阪府私学総連合会 大阪府
退職資金の額 ＝ 平均標準給与月額 × 乗率
※乗率は、「退職資金事業給付乗率表」による

平均標準給与月額 ＝ 退職前60ヶ月（5年間）の標準給与月額の1/60 https://www.osaka-shigaku.gr.jp/kaikan/aboutus/

45 公益財団法人 宮崎県私学振興会 宮崎県
(中高退職金事業・幼稚園等退職金事業)
 退職資金額＝平均標準給与月額×交付指数
・交付指数：規程に定めた当該届出教職員の加入期間に対応する指数

(中高退職金事業)
平均標準給与月額：退職時前2年間の標準給与月額を平均した月額
(幼稚園等退職金事業)
平均標準給与月額：退職時前3年間の標準給与月額を平均した月額

https://www.miyazaki-shigaku.com/
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