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予算及び
事業概要

■　平成29年度　互助会予算及び事業概要

■　本年度事業のあらまし及び規程の変更（家族の範囲の変更）

P2

P3～4

お知らせ

■　リフレッシュ補助券及び永年勤続会員旅行補助券の配付について

■　各種給付金の請求について

■　月払い生命保険の団体扱いについて

■　会員証について

■　東急ハーヴェストクラブの予約方法について

■　制度変更に関するＱ＆Ａ

■　平成29年度互助会ガイドの訂正について
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P6～7

P8

P8

P8

P9

P10

広　　告
●すみれ葬祭　●神奈川芸術文化財団　●東日本旅客鉄道（株）横浜支社

●ホテル�マホロバマインズ三浦　●（株）ハマツーリスト企画　
P10～12

■��　給付金請求書の様式が変わりました。互助会ガイド巻末及びホームページに
掲載しています。詳細は６～７ページをご覧ください。
■��　リフレッシュ補助券及び永年勤続会員旅行補助券は、５月末に所属にお送り
する予定です。リフレッシュ補助券は新規に、星野リゾート24施設で使用でき
るようになりました。
■��　東急ハーヴェストクラブの宿泊枠が拡大されました。この機会に是非ご利用
ください。

トピックス

■　新採用教職員及び教育委員会事務局、国大等からの転入の皆様！
　　互助会の加入申込書の提出を、お願いします。
■　教職員の方の会員番号は、職員番号です。平成29年４月１日から７桁にか
わりましたので、会員証や給付金請求等の際は、新会員番号をご記入ください。
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☆本年度事業のあらまし
詳細は互助会ガイドをご覧ください。

給付事業
［互助会ガイド14～15ページ掲載］

会員の生活設計や安心できる生活を応援す
るため各種給付金を支給します。

教職員の方への給付金は、給与に加算して
支給します。

教職員以外の方については、請求書記載の
口座へ本会より振り込みます。

１　出産祝金（20,000円）、就学祝金（20,000
円）、義務教育修了祝金（20,000円）、療養
見舞金（20,000円）は、前年度と同額です。

２　特別給付として、校務災害給付金（10,000
円）は、前年度と同額です。

健康・余暇活動等支援事業
　「限られた予算を広く公平に享受し、有効
に活用できる事業を優先する」という観点か
ら今年度も実施します。

［互助会ガイド22～30ページ掲載］

１　スポーツ版人間ドック及びスポーツジム
　　横浜市スポーツ医科学センター
２　日帰り入浴施設
　　12施設
３　会員制リゾート施設 
　　東急ハーヴェストクラブ（348泊）
　 　宿泊枠を60室増やし、全国の16施設で使

用できます。

［互助会ガイド42～48ページ掲載］

４　市外指定ホテル・指定旅館（76施設）

［互助会ガイド55～56ページ掲載］

５　文化施設（７施設）

厚生事業
会員にリフレッシュ補助券、また、永年勤

続を慰労するために永年勤続会員に旅行補助
券（10年、20年、30年勤務）を、退職される
会員には旅行券引換券を配付します。

［互助会ガイド12ページ掲載］

１　リフレッシュ補助券（＠2,000円×３枚）
を配付します。下記記載の施設で使用して
ください。
⑴　横浜市スポーツ医科学センター
⑵　日帰り入浴施設
⑶　会員制リゾート施設
⑷　旅行社
⑸　横浜市内指定ホテル・飲食店
⑹　市外指定ホテル・指定旅館
⑺ 　ツヴァイ　婚活パーティー「クラブ

チャティオ」

［互助会ガイド13ページ掲載］

２　永年勤続会員旅行
本市教職員として永年勤続した会員を慰

労するため、旅行補助券を贈呈します。
⑴　10年勤続会員旅行（15,000円相当）
　 　会員期間９年以上の10年勤続会員に対

して
⑵　20年勤続会員旅行（55,000円相当）
　 　会員期間10年以上の20年勤続会員に対

して
⑶　30年勤続会員旅行（60,000円相当）
　 　会員期間10年以上の30年勤続会員に対

して 
［互助会ガイド13ページ掲載］

３　永年勤続退職者旅行
採用後10年以上勤務し、退職・死亡した

会員に対し、勤続年数に応じた旅行券引換
券を贈呈します。
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また、退職優待者証を交付し、割引契約
店等で会員と同等の条件にてご利用になれ
ます。

勤続年数 旅行券引換券
10年～19年 50,000円相当
20年～29年 100,000円相当
30年以上 130,000円相当

貸付事業
［互助会ガイド18ページ掲載］

貸付事業の新規受付は休止しています。
貸付金の返済は、平成29年４月より、毎月
の給与から控除されます。
繰上償還は、従来どおり毎月受付しており、
変更はありません。

購買事業
［互助会ガイド31～41、49～54、

56ページ掲載］

割引契約事業（94社）
⑴　旅行社23社
⑵　市内指定ホテル16施設
⑶　指定店55社

保険事業
［互助会ガイド19～21ページ掲載］

１　団体扱い生命保険
日本生命・第一生命・明治安田生命・三
井生命・住友生命の５社と契約しています。
保険料は、平成29年４月より、毎月の給
与から控除されます。
（詳細は19ページをご覧下さい）

２　グループ保険「生活年金共済」
⑴　会員相互扶助の団体定期保険で、明治
安田生命が取扱っています。

⑵　１年ごと（２月１日～翌年１月31日）
に更新する掛捨ての保険です。
⑶　保険料は、毎月の給与から控除されます。
３　リレー定期保険

グループ保険（生活年金共済）に退職直
前２年以上継続加入している会員の退職後
を保障する保険です。

新規特集
平成29年度から市外指定ホテルの星野リ
ゾート全国24施設が、新たにリフレッシュ補
助券を使用できるようになりました。

規程の変更（家族の範囲）
家族の範囲については、互助会規程第２条
で定めておりますが、平成29年４月１日から
変更となりました。
配偶者については、「届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含
む」こととし、子及び父母以外については、
同一世帯に属し「その会員の扶養家族と認定
されている者」とします。
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◇　リフレッシュ補助券及び永年勤続会員旅行補助券の配付について
� ［互助会ガイド12～13ページ掲載］

　平成29年度のリフレッシュ補助券及び永年勤続会員旅行補助券は、５月末に同時に配付
します。使用期限は平成30年３月31日です。使用できる施設は、互助会ガイド（６～９ペー
ジ）「施設等から見つける早見表」欄記載の各種施設のうち、それぞれの補助券の項目に「○」
のある施設です。

　平成29年度リフレッシュ補助券
　　配付金額は　6,000円（＠2,000円×３枚・さくら色）です。

　�　なお、使用できない施設にお持ちいただく事例が時々あります。お手数ですが、互助
会ガイドをご確認の上ご使用願います。また、使用できない施設で誤って使用された場
合は、互助会との契約がないため、事業者と会員の間で直接精算いただくことになりま
すので、ご注意ください。

　リフレッシュ補助券が使用可能な施設は、互助会ホームページでも確認できます。
　http://www.hamagojyo.com./rifure29.html　

　★リフレッシュ補助券に関するよくある質問に、お答えします。★
Ｑ：宿泊を伴わない旅行に使えますか。
Ａ：旅行社の日帰り旅行にも使えます。
Ｑ：旅行や帰省の際の、乗車券に使用したいが…
Ａ：乗車券や航空券のみの購入には、使用できません。
Ｑ：東急ハーヴェストクラブの利用可能な施設はどこですか。
Ａ：��リフレッシュ補助券が使える東急ハーヴェストクラブの施設は、スキージャム勝山・箱
根明神平・山中湖マウント富士・軽井沢高原・蓼科リゾート・裏磐梯グランデコ・那須・
VIALA箱根翡翠・箱根甲子園・天城高原・浜名湖・VIALAannex京都鷹峯・京都鷹峯・
VIALAannex熱海伊豆山・熱海伊豆山・勝浦の16施設です。他の施設では使えません。
なお、施設によって予約受付開始日が異なります。詳しくは互助会ガイドをご覧くだ
さい。

Ｑ：どの事業者で使用できますか。
Ａ：補助券裏面の事業者で利用できます。詳細は、互助会ガイドをご覧ください。

　★永年勤続会員旅行補助券に関するよくある質問に、お答えします。★
Ｑ：永年勤続会員旅行補助券とリフレッシュ補助券は、併用できますか。
Ａ：支払い金額が額面以上ならば、両方とも使用できます。
Ｑ：食事のみで使用できますか。
Ａ：食事のみでの使用は出来ません。
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◇　各種給付金の請求について� ［互助会ガイド14～15ページ掲載］

○　給付金の請求漏れは、ありませんか？
○　給付事由が発生した場合は、速やかに請求書を提出してください。
○　給付金の請求は、給付事由発生の日から起算して２年間です。
○　出産祝金は、子供が生まれたとき請求できます。夫婦で会員の場合は、双方請求
できます。
○　就学祝金は、子供が小学校入学時と中学校等入学時の２回請求できます。夫婦で
会員の場合は、双方請求できます。
○　義務教育修了祝金は、子供が中学校等を卒業した時に請求できます。夫婦会員は、
双方から請求できます。
なお、就学祝金と義務教育修了祝金は、受付期間を設けておりますが、期間を過
ぎても請求はできます。
○　傷病で引き続き30日以上療養したとき、療養見舞金が請求できます。

療養期間中の医師の診断書（写しでも可）と、出勤簿等の写し（所属長の原本証
明をつけたもの）をつけて請求してください。
○　各種給付金の請求は、毎月20日締めで、翌月給与に加算して給付します。
○　各種給付金請求書・特別給付金請求書は、平成29年度互助会ガイドの巻末にあり
ますので、コピーしてご使用ください。（互助会ホームページからもダウンロード
できます。）

　★請求する時の注意事項

○　請求書用紙は、新様式を使用してください。
○　給付金額の訂正はできません。次頁の記入見本または互助会ガイドを確認して記
入してください。
○　請求書は、１件の事由につき１通ずつ提出してください。
○　印影が、鮮明になるよう押印願います。
○　フリガナ記載欄も、忘れずにご記入ください。

　〔よくある誤り例〕

・会員番号欄に、旧会員番号（６桁）が記入されていた。
・教職員の会員の請求書に、金融機関が記入されていた。
・１枚の請求書に、義務教育修了祝金と就学祝金の両方が記入されていた。
・就学祝金の小学校と中学校のチェック□が、されていなかった。✓
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各一部提出してください。

該当する方に
　を入れて
ください。

該当する方に
　を入れて
ください。

フリガナを
必ずご記入
ください
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ください

2 0 , 0 0 0. -

フリガナを
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ください

フリガナを
必ずご記入
ください
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◇　月払い生命保険の団体扱いについて� ［互助会ガイド19ページ掲載］

　個人で加入している月払い生命保険を互助会の団体扱いにすると、保険料が割安になり、保険の管
理がしやすくなります。

互助会の団体扱いとは

…互助会が会員の給与から毎月保険料を引き落として、保険会社に支払います。

　互助会の団体扱いは、下記の保険会社で随時受付中です！
　保険会社の連絡先及び手続きについては、互助会ガイドの19ページをご覧ください。
　なお、割引率については、保険会社に直接お問い合わせください。
＜取扱保険会社＞
　日本生命・第一生命・明治安田生命・三井生命・住友生命

◇　会員証について� ［互助会ガイド11ページ掲載］

○　会員証は毎年会員に配付する互助会ガイドに綴りこみます。
○　旧会員証はご自身で破棄してください。
○　氏名が変更したときはご自身で修正してご使用ください。
○�　会員証を紛失された方は、互助会まで、お電話又はFAXでご連絡ください。新しい会員証を
発行します。
○　退会されるときの会員証はご自身で破棄してください。

◇　東急ハーヴェストクラブの予約方法について

� ［互助会ガイド25～30ページ掲載］
１　予約開始日
　・通常期間はご利用日の２ヶ月前同日より先着順です。
　・特定期間は専用ホームページにてご確認ください。
２　�インターネット予約（オンライン予約）の場合（インターネット予約は利用日の11日前まで変更
可能です。）

　　�初めて利用する場合は、新規登録から始めます。（前年度までご利用の方も新しい７桁の会員番
号での登録が必要です。）

　　法人番号、法人パスワードが必要となります。
　⑴　アドレス　http://www.harvestclub.com/Un/houjin/9050_ykkg　
　⑵　法人番号　9050（半角）・法人パスワード�4580（半角）
　⑶　社員番号とは「互助会会員番号」（半角７桁）のことです。
３　電話予約の場合
　　東急ハーヴェストクラブサポートセンターへお申し込みください。
　　☎050−5840−1402　受付時間：11：00～17：30（年末年始は受付できません。）
　　※�２～３月中に受け付けた５月の宿泊予約の変更・キャンセルは、サポートセンターでの電話受

付のみでお願いします。
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◇　制度変更に関するＱ＆Ａ　◇
◆会員の加入退会について
Ｑ　現在、未加入です。加入したいのですが手続き方法を教えてください。
Ａ　加入申込書に必要事項を記入のうえ、互助会に提出してください。
　　加入申込書は互助会ホームページの様式集からダウンロードできます。
　　加入申込書を互助会が受理した月の翌月の１日付加入となります。
Ｑ　自己の都合で退職する予定です。退会届は提出しますか。
Ａ　退会届の提出は不要です。退職されると自動的に退会となります。
　　退会届は任意で退会する場合のみ提出していただきます。

◆会費について
Ｑ　介護休暇を取得しました。会費は免除になりますか。
Ａ　月の初日から末日まで介護休暇を取得したときは会費は免除になります。
　　�介護休暇が終了しましたら、会費を還付しますので、介護休暇会費免除申請書（様式は互助会ホー
ムページからダウンロード）と出勤簿の写し（両面コピーで所属長の原本証明をつけたもの）を
提出してください。

Ｑ　自己啓発等で無給休職や休業になった場合の会費は徴収されますか。
Ａ　自己啓発等休業等の期間は、会員資格が中断し、復帰後、復活します。（手続きは不要です。）
　　�期間中は会費の徴収はありません。また、リフレッシュ補助券の配付、給付金の請求はできなく
なります。（期間中に給付金の給付事由が発生した場合は、復帰後請求できます。）

◆生命保険・グループ保険について
Ｑ　育児休業の取得を予定しています。保険料の支払はどうなりますか。
Ａ　�団体扱い生命保険の場合は、保険料の給与控除不能月から個人扱いとなります。支払い方法等に
ついては、保険会社に問い合わせてください。

　　生活年金共済の保険料は、振込依頼書等で互助会指定の口座にお支払いください。
Ｑ　年末調整用の保険料控除証明書はどのようになりますか。
Ａ　�給与から控除された保険料の控除証明書（ハガキ）は送付されなくなり、年末調整は、庶務事務
システムで行っていただく予定です。

◆貸付金について
Ｑ　育児休業中の返済方法はどうなりますか。
Ａ　育児休業期間中は、振込依頼書等で互助会の指定口座へ振り込みをお願いします。
Ｑ　退職する予定です。貸付金の残金の返済方法を教えてください。
Ａ　残金は一括返済となります。
　　�退職退会の場合は、退職手当からの控除が可能となります。退職手
当からの控除を希望されない方は残金通知書と振込用紙を送ります。
未償還金を期日（原則として退会事由発生日から１か月以内）まで
に互助会指定口座へ納入してください。

◆給付金について
Ｑ　請求書の用紙は古い書式でも使用できますか。
Ａ　�新様式でお願いします。既に記入された請求書は受け付けますが、
振込先は給与口座になります。
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www.0120-365-787.jp

磯子支店・大和支店（桜ヶ丘ホール葬祭式場）

広　告

◇　平成29年度互助会ガイドの訂正について

　市外指定旅館　�和歌山県教育互助会「湯処むろべ」は耐震補強工事のため、平成29年11月か
ら平成30年６月まで閉館します。� ［互助会ガイド48ページ掲載］

　旅　行　社　�横浜市交通局協力会の住所等に誤記載がありましたので訂正します。
　� ［互助会ガイド38ページ掲載］
　　誤　横浜市中区尾上町3-42　市営地下鉄関内駅構内B1� ☎045−681−9200
　　正　横浜市中区長者町5-85　三共横浜ビル14階� ☎045−253−9595

広　告

助成：一般財団法人地域創造
後援：神奈川県教育委員会／
　　　横浜市教育委員会
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広　告

広　告

ＪＲ東日本グループと秋田県および市町村の観光業者等が協力して、

2017年6月30日まで「秋田県春の大型観光キャンペーン」を実施しております。

・ 新緑の爽やかさ、澄んだ川、湖など美しい秋田の自然、

・ 泉質豊かな美肌の湯（乳頭温泉など）

・ ご当地ならではの旬のグルメ など

旅の楽しさ満載の秋田へおでかけしませんか。

～秋田へは秋田新幹線「こまち」で～

お申し込み

お問い合わせ

●びゅうプラザ横浜駅
JR横浜駅中央南改札口となり

営業時間
（平日） １０：００～２０：００

（土休日）１０：００～１９：００

●JR川崎駅 ●JR武蔵溝ノ口駅
●JR町田駅 ●JR大船駅 ●JR平塚駅
にもびゅうプラザはございます。

各びゅうプラザの営業時間等はお問い合わせ下さい。

「列車のたび」はおまかせください!!
お申し込みは駅の中にあるJR東日本びゅうプラザへ♪

横浜市立学校教職員互助会の会員様はパンフレット記載の旅行代金より５％割引となります。

さらに「リフレッシュ補助券」「永年勤続会員旅行補助券」も併用できます。
※一部割引とならない商品もございます。※他割引とは重複いたしません。詳しくはびゅうプラザまでお問い合わせください。

詳しくはびゅう商品
「秋田」専用パンフ
レットをご覧ください

ご存知ですか！？ びゅう国内商品の割引制度

抱返渓谷（仙北市）（イメージ）

増田の内蔵（横手市）（イメージ）
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第1位 15,000円～

第2位 15,000円～

第3位 15,000円～

第1位 28,000円～

第2位 28,000円～

第3位 28,000円～

第1位 10,000円～

第2位 10,000円～

第3位 10,000円～

旅のことなら・・・

　　　(株)ハマツーリスト企画 TEL：045-715-1024 FAX：045-326-6718
　　　　　　　　　　神奈川県知事登録旅行業第3-565号　〠232-0071　横浜市南区永田北2-5-7

※もちろんリフレッシュ補助券もご利用いただけます。

職員旅行オススメランキング
　　　1泊2日も日帰りも、職員旅行といえば・・・ハマツーリストにおまかせ！
　　　他にもたくさんオススメコースがありますのでお気軽にご相談ください！

サファリパークと
御殿場高原ビール

食べ放題

学校→富士ｻﾌｧﾘﾊﾟｰｸ→高原ビール(食べ放題･飲み放題)
御殿場プレミアムアウトレット(ショッピング)→学校

寄席で大笑い
東京下町巡り

学校→浅草(仲見世散策･天ぷら昼食･演芸ホール寄席鑑賞)
→隅田川船下り(ｽｶｲﾂﾘｰを眺めながら)→東京タワー→学校

房総で海の幸
千葉・館山

学校～東京湾フェリー～海鮮三昧(貝焼ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ)→パターゴルフ
→酒蔵(試飲･見学)→アクアライン(海ほたる)→学校

ニューウェルシティ
(湯河原温泉)

サンミ倶楽部
(熱海温泉)

天成園
(箱根湯本温泉)

山梨　石和温泉
スリル満点バギー体験

桃狩り&ワイナリー

学校→ほうとうの昼食→河口湖(8輪ﾊﾞｷﾞｰorｸﾗﾌﾄ体験)→ﾜｲﾅﾘｰ→石和温泉

ﾎﾃﾙ→桃狩り→樹海・洞窟探検→名物吉田うどんの昼食→学校

 

リフレッシュ補助券使用ランキング　第２位(平成27年度)

体験施設が充実した人気の湯河原温泉。露天風呂も大人気。
お得な飲み放題プランがあるこの夏イチオシの宿！

全室にバルコニーが付く広いお部屋が自慢です。
熱海港が目の前なので、初島へＧＯ！

なんといっても開放感あふれる「屋上天空大露天風呂」が自慢。
お部屋もとっても綺麗。朝食バイキングも好評です。

　 夏休みの個人旅行・帰省切符などもお気軽にお問い合わせください
　 切符一枚でも学校までお届けいたします

学校→吹割の滝→酒蔵(見学・試飲・昼食)→野菜収穫体験→水上温泉

ホテル→(OP：ラフティングorクラフト体験)→BBQ昼食→学校

群馬　水上温泉
ラフティング&匠の里
酒蔵と野菜収穫体験

栃木　鬼怒川温泉
酒蔵見学・陶芸体験
ﾗﾌﾃｨﾝｸﾞ＆ﾊﾞ-ﾍﾞｷｭｰ

学校→外池酒造(見学･試飲)→益子(昼食・陶芸体験)→鬼怒川温泉

ホテル→(OP：ﾗﾌﾃｨﾝｸﾞorﾃｰﾏﾊﾟｰｸorﾗｲﾝ下り)→BBQ昼食→学校

　　　　　　　  番外編　屋形船・クルージングなど、ホテルのお食事会
　　　　 ＠10,000～

あ。そろそろ職員旅行の時期だゎ！ ハマツーに電話よ！
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