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令和３年度事業及び決算書の概要
　令和４年７月開催の理事会及び評議員会において、横浜市立学校教職員互助会の令和３年度の事業
報告書及び決算書が承認されました。

１　会員数について
　令和４年４月１日現在の会員数は、15,459人となりました。

２　事業概要

給　付　事　業
� 51,870,000�円
　会員の生活設計や安心できる生活を応援する
ため、各種給付を実施しました。

出産祝金 782�件
就学祝金 1,148�件
義務教育修了祝金 396�件
療養見舞金 225�件
校務災害給付金 85�件

合　　　計 2,636�件

健康・余暇活動等支援事業
� 2,135,100�円
○会員制リゾート施設�（東急ハーヴェストクラブ）

室数（延べ数） 591�室
宿泊者数（延べ数） 1,953�人

○ホテル･旅行社等事業
　割引料金やリフレッシュ補助券で宿泊等がで
きるホテル･旅行社等225施設と契約しました。
○文化施設割引
　文化施設６施設と割引契約しました。
○家事代行・ハウスクリーニング
　家事代行業者３社と割引契約を行いました。

厚　生　事　業
� 192,832,000�円

リフレッシュ補助券 13,254�件
永年勤続会員旅行補助券 717�件
永年勤続退職者旅行券引換券 438�件

購買及び保険事業
� 〈保険等取扱手数料収入　8,151,816�円〉
○保険事業

団体扱い生命保険 16,186�件
生活年金共済 8,642�件
生活年金共済（全員加入部分） 176,673�件

合　　　計 201,501�件

� ※取扱件数は年間延べ件数
○割引契約事業
　指定店、葬儀店等62社と割引契約しました。

システム対策事業
� 6,765,605�円　
　会費徴収等の業務を処理する互助会システム
の安定的な運用を行いました。また、任期付等
職員の加入開始に伴って、当初想定していな
かったシステム上の不具合を解消するためのシ
ステム改修を行いました。

旧保養所「浜京」跡地利用
� 〈土地貸付収入　37,800,000�円〉
　民間の駐車場運営会社と土地の賃貸借契約を
締結し、時間貸駐車場として活用しました。
　また、駐車場の一部をマンションのモデル
ルームとして転貸し、自主財源を確保しました。
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レクリエーション事業

　演劇、コンサート、スポーツ観戦及びバスツアー等を開催しました。� 3,034,903�円

分類 公演等名称 申込人数 当選者数

演劇

「オペラ座の怪人」（劇団四季） 58 48
「アラジン」（劇団四季） 133 50
「アナと雪の女王」（劇団四季） 172 50
「メリー・ポピンズ」（ホリプロ） 20 10
「バケモノの子」（劇団四季） 50 20
その他 774 418

コンサート

「岡本侑也＆北村朋幹デｭオ・リサイタル」（神奈川芸術協会） 10 10
東京「三浦一馬/石田泰尚グランド・ソロイスツ」（神奈川芸術協会） 12 12
「奥井紫麻ピアノ・リサイタル」（神奈川芸術協会） 17 17
「石田泰尚スペシャルvol.1 無伴奏」（神奈川芸術協会） 15 15
「マルティン・ガルシア・ガルシア ピアノ・リサイタル」（神奈川芸術協会） 11 11
「OZONE Collection vol.5」（横須賀芸術劇場） 27 10
その他 72 72

スポーツ

（Jリーグ）横浜F・マリノス�VS�FC東京 122 50
（Jリーグ）横浜FC�VS�徳島ヴォルティス 17 17
（Bリーグ）横浜ビー・コルセアーズ�VS�レバンガ北海道 10 10
その他 60 18

バスツアー 日帰りバスツアー２件 60 60
その他 落語 22 21

３　各会計決算総括表
　令和３年度各会計決算書が承認されました。� （単位：円）

会 計 区 分 予算額① 決算額② 差引増減②−①
一 般 会 計 469,261,000 442,500,340 △ 26,760,660
団体生命保険会計 35,226,000 24,673,039 △ 10,552,961
駐 車 場 会 計 37,807,000 73,098,468 35,291,468
合　　　　計 542,294,000 540,271,847 △ 2,022,153

理事・評議員紹介（敬称略）

区分 氏　　名 区分 氏　　名 区分 氏　　名
委員会 木村　　奨（会長） 会　員 五味　　誠（理事） 会　員 稲葉　達也（評議員）
会　員 福居　恵子（副会長） 委員会 山岸　秀之（理事） 会　員 小林　慶史（評議員）
学校長 大塩　啓介（理事） 委員会 古橋　正人（理事） 会　員 藤牧　圭子（評議員）
学校長 増田　昌浩（理事） 学校長 水島　貴志（評議員） 委員会 原田　　智（評議員）
学校長 長尾　　一（理事） 学校長 佐藤　典之（評議員） 委員会 森長　秀彰（評議員）
会　員 高木　克明（理事） 学校長 和内　正也（評議員） 委員会 大木　靖博（評議員）
会　員 柴田　康光（理事） 会　員 冨田　裕介（評議員） 会　員 石髙　睦月（監事）
会　員 土屋　行宏（理事） 会　員 安西　　透（評議員） 委員会 石川　隆一（監事）
会　員 山口　勝之（理事） 会　員 松下　秀高（評議員）
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９月の芸術鑑賞等参加者募集（各団体申込）
※詳細は全て互助会ホームページでご確認ください！

１神奈川芸術協会⇒リフレッシュ補助券の使用不可
① 11月23日（水・祝）14:00　NDR�北ドイツ放送フィルハーモニー交響楽団

② 12月３日（土）13:30　仲道郁代ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ全曲演奏会［第３回]

③ 12月18日（日）14:00　森麻季（ソプラノ）のクリスマス＆オペラ＆東京交響楽団

④ 12月28日（水）14:00　ウクライナ国立歌劇場管弦楽団「第９」

⑤ 2023年１月８日（日）14:00　ハリウッド・フェスティバル・オーケストラ

２横須賀芸術劇場⇒リフレッシュ補助券の使用不可
① 11月３日（木・祝）15:00　ハンガリー国立歌劇場　モーツァルト『魔笛』

② 11月13日（日）14:00　柳家三三・隅田川馬石　二人会

３劇団民藝⇒リフレッシュ補助券の使用不可
① 12月10日（土）13:30　『モデレート・ソプラノ』

４歌舞伎座⇒リフレッシュ補助券の使用不可

①
十月大歌舞伎　出演者：中村梅玉、中村鴈治郎、中村芝翫、松本幸四郎、尾上松緑、市川猿之助、他

　【第一部】11:00 10月９日（日）、24日（月）　【第二部】14:30 10月12日（水）、23日（日）
　【第三部】18:15 10月７日（金）、15日（土）

５東京バレエ団⇒リフレッシュ補助券の使用不可　※申込時に、下記ID・パスワードが必要となります
① 10月12日（水）18:30

演目『ラ・バヤデール』
ID：hamagojo

② 10月15日（土）14:00 パスワード：baya

６松山バレエ団⇒リフレッシュ補助券の使用不可
① 12月10日（土）11:00/15:00　マリーヌと楽しむこども「くるみ割り人形」劇場スペシャルバージョン

② 12月11日（日）15:00　「くるみ割り人形」全幕

７横浜ＦＣ⇒リフレッシュ補助券の使用可
① 10月９日（日）キックオフ時刻未定　大分トリニータ戦

８横浜ビー・コルセアーズ⇒リフレッシュ補助券の使用可
① 10月15日（土）15:00、16日（日）14:00　名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦

② 10月22日（土）15:00、23日（日）14:00　茨城ロボッツ戦

その他、11月以降の試合もお申込みできますので、詳細は互助会ホームページをご確認ください！

お申込の際の注意事項　※参加者募集公演の会員負担額は、本人と同行者は同額となります。

■�すべての公演・スポーツ観戦の申込詳細については、ニュース発行後に互助会のホームページに掲載します。
■�当選者のみ、互助会ホームページで発表しますのでご了承ください。落選者にはお知らせしません。
■�申込方法や購入手続き、入場年齢制限など主催者によって異なりますので、ホームページの情報をよくお
読みの上、申込みをお願いします。
■�申込み後のキャンセル・変更はお受けできません。
　当選した場合には確実に参加できる方の申込みをお願いします。
■�コロナウイルス感染症の状況によっては、ニュースに掲載していても募集できない場合、あるいは、募集後
でも中止にせざるを得ない場合がありますことを、あらかじめご承知おきください。
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９月の芸術鑑賞等参加者募集（互助会申込）
※詳細は全て互助会ホームページでご確認ください！

１劇団四季⇒リフレッシュ補助券の使用可
① 12月17日（土）12:30　『美女と野獣』　舞浜アンフィシアター

② 2023年１月14日（土）12:30　『アナと雪の女王』
NOMURA　野村證券ミュージカルシアター�JR�東日本四季劇場［春］

２にぎわい座⇒リフレッシュ補助券の使用可
① 2023年１月９日（月・祝）14:00　年末年始　志ん輔三昧　年始の会

② 2023年１月15日（日）14:00　新春特選　ニッポンの芸！

３鎌倉芸術館⇒リフレッシュ補助券の使用可
① 2023年２月５日（日）15:00　鎌倉芸術館ゾリステン第50回コンサート

② 2023年２月18日（土）11:00　鎌倉名画座 ③ 14:00　鎌倉名画座

④ 2023年３月24日（金）19:00　第49回鎌倉名人会「神田伯山　独演会」

４ホリプロ⇒リフレッシュ補助券の使用可
① 12月10日（土）12:30　ミュージカル『スクルージ～クリスマス・キャロル～』　日生劇場

② 2023年３月21日（火・祝）�12:15
舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』
TBS�赤坂ACTシアター③ 2023年３月25日（土）� 18:15

④ 2023年３月26日（日）� 12:15

５横浜・八景島シーパラダイス⇒リフレッシュ補助券の使用可
利用期間 10月１日（土）～11月30日（水）

特別プラン
①�アクアリゾーツパス（水族館４施設パス）＋お好きなアトラクション１回券
＋ショップクーポン500円付

②ワンデーパス（アクアリゾーツパス+プレジャーランドパス）

料金、利用方法 互助会ホームページをご確認ください！

閲覧パスワード パスワード：hakkei09

新規契約・契約終了、契約内容変更施設のお知らせ

【新規契約】
■原田屋（葬儀）　　　詳細は互助会HPに掲載しています。

【契約終了の施設】
■中華街　桂宮　　　６月の閉店に伴い、契約が終了しました。
■ジェイアール東海ツアーズ　新横浜支店の９月28日の営業終了により契約を終了します。
■�観音崎京急ホテル　営業終了に伴い、ホテル及び日帰り入浴施設�SPASSO�は９月30日のご利用
をもって契約を終了します。

【契約内容変更の施設】
■�東急ハーヴェストクラブ　箱根明神平はクラブ解散に伴い、2023年７月10日宿泊までのご利用
となります。
■�高島屋「タカシマヤフードメゾン新横浜店」は2023年２月中旬での営業終了に伴い、閉店日まで
のご利用となります。

7



リフレッシュ補助券の使える施設のご案内

　毎年配付されるリフレッシュ補助券を皆さまはもうお使いになりましたか？今回はお食事や宿泊以外
でご使用いただける施設をご紹介させていただきます。

施　設

イオン
シネマ

イオンシネマ
港北ニュータウン

■�窓口でリフレッシュ補助券を提出して当日券が購入
できます。
■ネット予約不可
■映画鑑賞料金のみ適用されます。

イオンシネマ
みなとみらい

くまざわ
書店

県内にある10店舗でご利用で
きます。（詳しくは互助会ホー
ムページをご確認ください。）

■�書籍・雑誌や文具、CD、DVDなども購入いただけます。
■図書カードの購入は対象外となります。

京急
百貨店

対象とならない店舗につきま
しては互助会ホームページを
ご確認ください。

■京急線、横浜市営地下鉄線 上大岡駅から直結
■�飲食店に加えて、食品、ファッション、リビング雑貨
等の購入にもご利用いただけます。

横浜
高島屋

おせち料理の予約販売
（おせち料理以外でも店内飲
食店でご利用いただけます。
店内飲食店につきましては互
助会ホームページをご確認く
ださい。）

■おせち料理の申込受付期間
　９月21日～12月25日まで
■�申込先
　横浜高島屋８階　おせち料理ご予約承りコーナー
■注意事項
　申込後のキャンセルはできません。

広 告
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