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お知らせ

■　遊園地入場券等が補助券で購入できるようになります
■　リフレッシュ補助券等について
■　年度末の諸手続（退会・無給休職・加入等）について
■　永年勤続退職者旅行券引換券の配付時期及び配付方法について
■　給付金請求書（義務教育修了祝金・就学祝金）の提出期間について
■　生活年金共済第34回配当金、第35回正規保険料、リレー定期保険について
■　互助会事業のＱ＆Ａ
■　利用者の声（東急ハーヴェストクラブ山中湖）
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平成31年（2019）１月15日　　横浜市立学校教職員互助会
☎ 045－671－3581　　FAX 045－222－3355

https://www.hamagojo.com

平成30年度「リフレッシュ補助券」・「永年勤続会員旅行補助券」の使用期限は、平成31年3月31日

忘れてた！ 3月31日までに
使わないと！
新しくなった互助会の
ホームページで
調べてみるよ。

リフレッシュ
補助券は
もう使った？

★互助会のホームページが使いやすくリニューアル！

検索 hamagojo.com

リニューアルに合わせて、ホームページアドレスが変わります。
（ブックマークの変更をお願いします。）

https://hamagojo.com

これまでのホームページは…

★変更のポイント★

１．スマートフォンにも対応
２．会員ページへのログイン廃止
３．よく使うページは、上部やサイド

のメニューから素早くアクセス
４．優待施設を画像付で表示し、
カテゴリごとに検索可能

１/15（火）
ホームページ
リニューアル

スマートフォンで
使いにくい

会員ページへの
ログインが
面倒

優待施設の
イメージが
わいてこない

知りたい情報が
どこにあるのか
わからない
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トップページ

「優待施設検索」画面

「施設詳細情報」画面

①サイドメニューの
　「優待施設検索」
　ボタンを選択

②「優待施設検索」
　画面を開いて、
　エリア、業種などで
　絞り込み

③一覧から見たい
　施設を選択し、
　「施設詳細情報」
　画面を閲覧

※互助会への提
出様式は、どの
画面からでも、
ダウンロード
可能

・給付金請求書

・校務災害給付金請求書

・加入申込書

・退会届

・介護休暇会費免除申請書

・永年退職旅行券引換券送付先連絡票

Check!

新ホームページの「優待施設検索」の使い方
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遊園地入場券等が補助券で購入できるようになります

� 【互助会ガイド8～9ページ掲載】

平成31年２月１日から、遊園地入場券等（年度内の利用日指定）の購入に、「リフレッシュ
補助券」と「永年勤続会員旅行補助券」が使用できるようになります。
互助会と契約している旅行社（一部除外のため要確認）において、会員証を提示の上、入
場券等を購入してください。

特に、東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ）、ユニバー
サルスタジオジャパン（ＵＳＪ）の入場券等の購入
について、発行手数料がかからずに補助券が使える
旅行社は、次とおりです。
近畿日本ツーリスト、近畿日本ツーリスト神奈川、
ジェイアール東海ツアーズ、東日観光（ＴＤＲのみ）、
東武トップツアーズ、ドリーム観光、日本旅行、横
浜市交通局協力会、横浜トラベルサービス（互助会
ガイド25～31ページに掲載）

◆リフレッシュ補助券等について� 【互助会ガイド21・22・31・34ページ掲載】

日帰り入浴施設「港北天然温泉　スパガーディッシュ」との割引及びリフレッシュ補助
券の使用に関する契約は平成30年11月24日利用をもって解除となりました。また、「テルム
マラン　パシフィーク」との割引及びリフレッシュ補助券の使用に関する契約は平成30年
12月４日をもって解除となりました。

旅行社「リンカイツーリスト」との割引及び補助券等の使用に関する契約は平成30年12
月31日をもって解除となりました。

市外指定ホテル「箱根路　開運」との割引及びリフレッシュ補助券の使用に関する契約
は平成31年２月27日宿泊分をもって解除となります。

平成29年度リフレッシュ補助券使用数　ＢＥＳＴ３
１位　ＪＴＢ　
２位　横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ
３位　ハマツーリスト企画
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年度末の諸手続について� 【互助会ガイド６～７ページ掲載】

１　年度末退会の手続等
⑴　互助会・神奈川県教育福祉振興会（以下「県振興会」という。）の退会届について
　�　退会届は退会を希望される任意退会者のみ、提出していただきます。
　�　様式は、互助会ホームページからダウンロードしてください。
※任意退会をされますと再加入できませんのでご注意ください。
※��年度末の退会及びその他の諸手続についての依頼文は１月17日以降に各所属へメー
ルでお送りします。

（参考）

事　　由
退会届提出の有無

互助会 振興会

・退職（定年、自己都合、死亡） 

なし なし・教育委員会事務局等への異動

・国大附属、県機関へ転出

・任意退会 あり あり

※  定年退職後に再任用教職員になられる方（週38時間45分未満の方も含む）は、自動
的に継続加入となりますので、４月以降加入を希望されない場合は、提出期限までに
退会届（県振興会欄は記入不要）をご提出ください。

　ア 　提出期限　　　 平成31年３月８日（金）　厳守
　　 　提出期限後に退会届を提出された場合は、４月分の会費や保険料（団体扱い生命

保険及び生活年金共済加入者のみ）が給料から控除されてしまう場合がありますの
で、ご注意ください。

　イ　提 出 先　　　 互　助　会
　　 　通常の学校メール便にて、互助会、県振興会のそれぞれの所属長・事務担当者欄

に押印のうえ、ご提出ください。

⑵　会員証について
　�　年度末退職等で退会される方は会員証を破棄してください。返却は不要です。
　　県振興会の会員証は、県振興会へ返却してください。

⑶　互助会の団体扱い生命保険等に加入している方について
　�　退職・異動等で会員の資格を喪失されますと団体扱い生命保険は個人扱いになりま
す。支払い方法等については該当の保険会社に連絡してください。
　�　生活年金共済に加入している方は、３月末日で脱退となります。（手続は不要）
　�　なお、退職後、再任用教職員として引き続き互助会会員の場合は、団体扱い生命保
険､ 生活年金共済とも継続加入となります。（手続は不要）
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２　海外派遣同行等で無給休職や休業になる方について
�　次に該当する方は、会員資格は中断し、復帰後に復活します。（手続は不要）このため、
期間中は会費の徴収及びリフレッシュ補助券の配付はなく、祝金等の給付の請求もでき
なくなります。なお中断期間中に祝金等の給付事由が発生した場合は、復帰後に請求可
能です。
　・自己啓発等休業　　　　・配偶者同行休業
　・大学院修学休業　　　　・自己啓発休職

未加入者の加入について� 【互助会ガイド６ページ掲載】

現在まで互助会または県振興会に加入していない方で、４月１日付の加入を希望される
方は、３月29日（金）までに加入申込書をに互助会へ提出してください。
互助会は、教職員の福利厚生と互助共済を目的に、各種給付、レクリエーション、厚生、
保険等、振興会と役割を分担して事業の充実を図っています。
生活設計の一助に、また、心身のリフレッシュのために、是非この機会にご加入くださ
いますようご案内いたします。
※　４月１日付加入の場合は、互助会のリフレッシュ補助券の配付対象となります。
※　過去に任意退会した方は、再加入できませんのでご注意ください。
※　様式は互助会ホームページからダウンロードしてください。

永年勤続退職者旅行券引換券の配付時期及び配付方法について
� 【互助会ガイド9ページ掲載】

平成30年度末退職予定者の永年勤続退職者旅行券引換券（以下「旅行券引換券」という。）
の配付時期及び配付方法は、以下のとおりです。

（参考）

平成30年度末旅行券引換券対象者 勤続年数 旅行券引換券

10年以上勤務し、退職又は死亡した会員
（再任用の会員の退職は対象外）

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

平成31年３月20日頃（予定）に、学校等を通じて配付します。
引換期間：平成31年４月１日から平成32年３月31日まで
※平成31年３月中は引換えができませんので、ご注意ください。
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給付金請求書の提出期間について� 【互助会ガイド14～15ページ掲載】

次の給付金の請求書の提出は、表の期間内にお願いします。

給付金種別 提出期間 支払期日

義 務 教 育 修 了 祝 金 2/1（金）～2/8（金） 3/15（金）

就 学 祝 金 4/1（月）～4/11（木） 5/16（木）

給付金請求書（様式第８号）の用紙は、互助会ホームページからダウンロードして請求
してください。

※　 請求書にご記入いただく教職員の方の会員番号は、７桁の職員番号を記入してくだ
さい。

※　義務教育修了生徒氏名のフリガナ及び卒業年月日は、必ずご記入願います。
※　給与に加算ができる方は、請求書の振込先欄にご記入いただく必要がありません。
　　旧請求書を使用して、振込口座をご記入いただいても、給与に加算して支給します。
※　退職後に在職中の給付を請求する場合は、振込先を記入してください。
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第34回生活年金共済の配当金の給与加算について� 【互助会ガイド16ページ掲載】

平成30年２月１日から平成31年１月31日まで、生活年金共済に加入していた
方に対して配当金が支払われます。ただし、同期間内に中途で脱退した方には
配当金は支払われません。
また、１月分保険料が未納になった場合は、配当金の計算ができなくなりま

すので、至急ご入金していただくことになります。保険料が給与控除できず、
振込依頼書等で納付していただく方は十分ご注意ください。
なお、配当金は平成31年３月の給与に加算する予定です。

3434

第35回生活年金共済の正規保険料が確定しました。� 【互助会ガイド16ページ掲載】

 第34回生活年金共済は、平成31年２月１日より第35回として契約が更新されます
◆新保険料は、１口当たり月1,200円（死亡・高度障害保険金300万円）です。
◆新保険期間…平成31年２月１日～平成32年（2020）１月31日（１年更新）。
「ご加入内容のお知らせ」を平成31年１月15日に発送予定ですのでご確認
ください。

◆保険料は、毎月の給与から控除されます。
休職・休業等の理由で保険料が給与控除できない場合は、振込依頼書等
で互助会指定の口座に納付していただくことで保険の継続が可能です。

◆�定年退職後、再任用教職員として引き続き互助会会員の場合は、継続加入可能です。（手
続は不要で、自動的に継続加入になります。）
　�今年度末に定年退職を迎える方で再任用会員を予定されていない方については、従来ど
おり更新後は３月までの加入となります。（手続は不要で、自動的に脱退となります。）
◆配当金は、平成32年（2020）３月の給与に加算する予定です。
◆保険料が２か月連続して未納の場合は、失効（保険料未納月から脱退）となります。
◆保険期間途中で脱退された場合、配当金の還付はありません。
◆次のような場合は、互助会にご連絡ください。
　・　�保険金支払い事由が発生したとき。（死亡、又は高度障害）
　・　保険金の�受取人を変更するとき。
　・　�改姓したとき。
　・　�年度途中で互助会を退会するとき。

今年度末退職後の「リレー定期保険」の申込予約はお済みですか�【互助会ガイド17ページ掲載】

◆�年度末に退職予定の方で、生活年金共済に退職日直前まで２年以上継続加入していて、
平成31年４月以降再任用を予定されない方については、退職後にリレー定期保険に加入
できます。加入を希望される方は、
平成31年１月25日（金）までに意思確認用紙を互助会にご提出ください。

3535

※　生活年金共済は、１年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金としてお支払いする仕組みとなっています。
　　配当率は、お支払い時期の前年度決算により決定しますので、将来お支払いする配当金額は現時点では確定していません。
※　生活年金共済及びリレー定期保険の制度内容等詳細については、パンフレットをご確認ください。
� MY-A-18-他-008575
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◇　互助会事業のＱ＆Ａ
◆出産祝金について
Ｑ　出産祝金請求で住民票の写しを添付する際の注意点を教えてください。
Ａ　住民票を添付するときは、マイナンバーと本籍が記載されていない住民票を添付し
てください。
Ｑ　出産祝金の添付書類「母子健康手帳の出生届出済証明」について教えてください。
Ａ　母子健康手帳うち、子の保護者として父母を記載し、子の氏名、出生年月日を市区
町村長が証明したページの写しを送付してください。

◆療養見舞金について
Ｑ　療養見舞金の提出書類で、「療養期間中の出勤簿等の写し」とありますが、何を提出
したらいいのですか。
Ａ　同時にご提出いただく診断書の療養期間について、庶務事務システムの月毎の出勤
簿帳票（連続30日以上が必要）を出力して提出ください。休職期間については、出力
した出勤簿に手書きで記入してください。（原本証明不要）
Ｑ　療養見舞金の療養期間に、有給休暇や土日は含まれますか。
Ａ　有給休暇は含まれます。土日祝日等も含まれますが、療養期間が土日祝日等から開
始した場合、土日祝日等で終了する場合の土日祝日等は除外して計算します。
Ｑ　病気で引き続き１年以上お休みしています。療養見舞金の請求は１回だけですか。
Ａ　最初の療養期間開始から１年30日以上続けてお休みしていれば、２回目が請求でき
ます。

◆東急ハーヴェストについて
Ｑ　利用できる宿泊室数は会員１人あたり、年間２室までとありますが、「年間」の期間
はいつからいつまでですか。
Ａ　４月１日～翌年の３月31日までです。
Ｑ　インターネットによるオンライン予約の受付時間を教えてください。
Ａ　新規予約受付時間は、２か月前のAM９：30～です。予約内容の変更等は、AM６：00～
翌日AM３：30までです。
Ｑ　会員が両親を連れて１泊宿泊したいのですが、宿泊枠はどうなりますか。
Ａ　別室で宿泊すれば２室となるため、年間２室の枠は終了します。

療養中 

連続30日間の療養  連続30日間の療養 

第1回目の請求可能日から1年間の間隔 

4/1 
療養開始 

5/1 
第1回目の 
請求可能日 

翌年の5/1 
第2回目の 
請求可能日

 

4/30 翌年の4/30 
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◆リフレッシュ補助券等の使用について
Ｑ　リフレッシュ補助券と永年勤続会員旅行補助券は併用できま
すか。
Ａ　互助会ガイド掲載の旅行社や東急ハーヴェストクラブの場
合は併用できます。（旅行社から申し込む日帰り旅行でも使
えます。）
Ｑ　ホテル等のレストランを、割引予約サービスのインター
ネットサイトから申し込みした場合、リフレッシュ補助券は使えますか。
Ａ　リフレッシュ補助券の使用及び互助会ガイド掲載の割引は、利用時に補助券や会員
証を提示した場合、予約の場合は直接申し込みを行った場合のみ該当となります。ガ
イド記載の利用方法以外で施設を利用する場合には、必ず施設に確認してください。
Ｑ　東急ハーヴェストクラブを互助会指定の予約方法以外で申し込んだ場合、リフレッ
シュ補助券等は使えますか。
Ａ　リフレッシュ補助券等の使用はできません。

◆永年勤続退職者旅行券引換券について
Ｑ　自己都合により退職しますが、手続が必要になりますか。
Ａ　10年以上勤務していた会員の方は永年勤続退職者旅行券引換券の対象となりますの
で、「永年勤続退職者旅行券引換券送付先連絡票」（互助会ホームページからダウンロー
ド）を互助会あてにご提出ください。
Ｑ　再任用職員の退職の場合、永年勤続退職者旅行券引換券の対象となりますか。
Ａ　永年勤続退職者旅行券引換券の対象外です。
Ｑ　県内交流及び県外交流で他市町村の学校へ転出する場合、永年勤続退職者旅行券引
換券の対象となりますか。
Ａ　10年以上勤務していた会員の方は対象となりますので、「永年勤続退職者旅行券引換
券送付先連絡票」（互助会ホームページからダウンロード）を互助会あてにご提出くだ
さい。
Ｑ　教育委員会事務局や国大附属での勤務となる場合、永年勤続退職者旅行券引換券の
対象となりますか。
Ａ　永年勤続退職者旅行券引換券の対象外です。

◆会員の退会について
Ｑ　定年退職後、引き続き再任用となりますが、手続は必要ですか。
Ａ　互助会は自動的に継続加入となるため、手続は不要です。なお、４月から退会を希
望する場合は、３月８日までに退会届（互助会ホームページからダウンロード）を互
助会へ提出してください。振興会は退会となりますので、退会届の振興会の欄の記入
は不要です。

◆生命保険・生活年金共済について
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、互助会が作成する振込依頼書等で互助会指定の口座にお
支払いください。
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◇　会員制リゾートホテル� 【互助会ガイド40～43ページ掲載】

東急ハーヴェストクラブ　「山中湖マウント富士」　利用者の声
８月上旬、この施設にご家族と宿泊した男性会員の方に、施設のおすすめポイントなどを

お伺いしました。

―　簡単に自己紹介してください。
中学校教諭で採用５年目です。家族

構成は、妻と４歳の娘と２歳の息子です。

―　旅行にはよく行くのですか？ 
子どもがまだ小さくて、休日には運動

部の部活動指導があるため、ほとんど旅
行には行っていません。
これまでは部活動等で忙しく、家族で

出かけることができなかったのですが、今
回初めての家族旅行に行くことができま
した。

―　お部屋はいかがでしたか？ 
部屋からの景色はとても良かったです。

施設の一番端の部屋だったので、目の前が
山中湖で、横方向に富士山も見えました。

―　お食事はいかがでしたか？
ブッフェ形式で和洋さまざまな料理が出

たので、子どもたちでも楽しむことができ
ました。お寿司なども出て、デザートも豊
富だったので、大人も十分楽しめました。
同じ場所に綿菓子機があったので、子供

たちは綿菓子づくりに熱中していました。

―　施設全体の印象はいかがでしたか？
東急ハーヴェストクラブ「山中湖マウント富士」は小高い丘の上にあるので、眺望が大きく開けていて、

施設の中も広々としていてとても開放感があり、街中のホテルのような窮屈さがありません。
プールを利用しましたが、屋内にある

温水プールで、一般的なホテルのものと
同じ位の広さでした。水深50㎝位のお子
様プールやジャグジーもあったので、の
んびり楽しめました。

―　会員の皆様におすすめしたいポイントは？ 
夏の暑い時でしたが、十分に避暑を

することができました。
なかなかチャンスがないかもしれま

せんが、連泊して、ゆっくりと過ごすの
も良いと思います。
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広 告
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お申し込み

お問い合わせ

●びゅうプラザ横浜駅
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

● 川崎駅 ● 武蔵溝ノ口駅
● 町田駅 ● 大船駅 ● 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。

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。

ご存知ですか！？ びゅう国内商品の割引制

「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 東日本びゅうプラザへ♪ 

今年の冬はココロもカラダもホットになれる東北へ！ 
 
東北を元気に！地元の皆様に愛されている「イベント＆絶景」「温泉」「食＆酒」に加え、新たに、
「体験」をお楽しみいただける「行くぜ、東北。ＳＰＥＣＩＡＬ 冬のごほうび」がおススメです！！ＣＭで
もおなじみの「わかさぎ釣り」をはじめ、五所川原でのスノーシュートレッキング体験など東北なら
ではのアクティビティをご用意しております。 

往復の交通
快適な新幹線で♪ 

２０１９年３月３１日までキャンペーン開催中 

東北新幹線/Ｅ５系 秋田新幹線/Ｅ６系 山形新幹線/Ｅ３系 

広 告

人気のズワイガニ食べ放題（～2月末）

広 告


