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アンケート 
集計 振興会の利用補助事業について 継続会員 

標記事業にかかるアンケートの集計結果は次のとおりです。ご協力ありがとうございました。 

【実施期間】７月 15日～８月 31日  【集計件数】163件（WEB75件/郵便88件） 
＜性別＞ 

 

●男性 

●女性 

●回答なし 

 

 

 ＜年代＞ 

 

●59歳以下 

●60代 

●70代 

●80歳以上 

 

Q1：補助対象施設の利用有無 

 

●利用したことがある 

●利用したことがない 

●わからない 

 

Q2：補助希望施設等 
 

１家事代行サービス 

２スポーツ施設 

３ゴルフ施設 

４検査施設 

５ディズニーコーポレート 

６バス旅行補助 

７宿泊施設 

８温浴施設 

９ローチケbiz+ 

10ディズニーオンアイス 

11サーカス 

12キッザニア東京 

13アンパンマンミュージアム 

14水族館 

15芸術・演芸鑑賞 

16カルチャー教室 

17特になし 

(複数回答可） 

❑❑❑❑❑ 22 

❑❑❑❑❑❑❑ 30 

❑❑❑ 10 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑ 47 

❑❑❑❑ 15 

❑❑❑❑❑❑❑❑ 34 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑￤❑ 107 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑ 59 

❑❑❑ 11 

❑❑ 8 

❑❑❑ 10 

❑ 3 

❑❑ 7 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑ 47 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑￤❑ 99 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑ 49 

❑ 3 

その他：国内旅行補助／にぎわい座／美術館／かなガーデン／家事代
行サービス／キッチン掃除キャンペーン等 

 

Q3：補助の割合と利用回数 

 

●利用額の５割程度 
（年１回） 

●利用額の３割程度 
（年２回） 

●利用額の１割程度 
（年10回） 

●一定の共通金額を補助 
（上限あり） 

●利用額の全額を補助 
（抽選決定） 

Q4：補助の対象者と1回あたりの金額 

 

●本人に手厚く 
（例1,000円/回） 

●本人と配偶者 
（例500円/回） 

●本人と同行家族 
（例200円/回） 

●家族のみも適用 
（例100円/回） 

 

Q5：補助の適用方法 

 

●補助券提出 

●施設利用簿記入 

●事前申請 

●事後請求 

●その他 

 

Q6：補助券の発券方法 

 

●ハンドブック掲載 

●広報紙ふれあい掲載 

●ＷＥＢ申込 

●はがき申込 

●その他 

 

Q7：補助金の返金要請が必要と思う利用内容 
 

１譲渡･転売等 

２上限回数の超過 

３補助対象外(家族等)  

４非会員(未加入者等)  

５返金は不要 

 (複数回答可） 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑ 102 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑ 57 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑ 70 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑ 79 

❑❑❑ 20 

その他：資金は大切に／わからない 
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アンケート 
集計 振興会の利用補助事業について 継続会員 

Q8：ご意見・ご要望など（原文の儘） 
 

❖「ふれあい」が届くのをいつも楽しみにしています!! 

❖「広報紙ふれあい」を楽しく読んでいます。難しいことだと

は思いますが幅広いジャンルの中で会員本人に対して手厚く

補助してくださることを要望します。 

❖４月から継続会員になり時間もできたので振興会の利用補助

事業を利用していきたいと考えています。楽しい企画を期待

していますのでよろしくお願いいします。 

❖65 を過ぎると医療関係の負担が増すので検査の補助を充実

してほしいです。 

❖あまり利用していません。コロナがやはり気になる。 

❖あまり利用していません。今後家族(孫)との時間を楽しめる

ような施設の利用をしていきたいと思っています。 

❖いつもありがとうございます。観劇を申し込み楽しんでおり

ます。これからもよろしくお願いします。 

❖オペラ鑑賞の割引がとてもよかったです（新国立劇場） 

❖ガイドとの歴史散策など、友人も誘いたいが会員と家族のみ

で残念 

❖ガイドと歩く企画が大好きです。 

❖カルチャー教室が遠いので開催地を時には変更した方がいい 

❖ゴルフ場利用の補助券が継続会員にないのは残念です。継続

会員の方がゴルフ場利用者が多いと思うのですが、芸術鑑賞

などにはあまり興味が無いので、ゴルフ場利用の補助券があ

れば良いとおもいます。 

❖これからも楽しい企画をお願いします。 

❖これまで利用したいと思った施設に限って「継続会員は対象

外」ということが多く一度も利用できませんでした。ぜひ現

職並みの利用に拡大していって欲しいです。 

❖コロナが落ち着いたら補助券を使って楽しみたいです。今後

もよろしくお願いします。 

❖コロナ禍での事業運営ありがとうございます。 

❖コロナ禍で利用したくてもできなかったので、かわりに充実

したプランを考えていただけたらうれしい。 

❖スポーツ観戦 

❖チケット補助等、自分の見たいものがあまりないので、入場

半券での補助も検討してほしい。 

❖パソコン等からの申込みができません。気軽に申込める（利

用できる）方法を希望します。 

❖ハンドブックはひとり１冊希望します。現状コロナ禍では出

かけられないので落ち着いたらぜひ行きたいです。利用補助

事業を続けていただきたいです。 

❖フジコフレミングの演奏会良かったです。 

❖ふれあいの冊子は楽しみです。退職後も利用に感謝！いつも

利用。今後大変と思うが大いに期待し愛読したいと思う。 

❖ふれあい発行楽しみにしております。よろしくお願いします。 

❖まだ働いているので「ガイドと神奈川近郊を歩く」など土日

にやってほしい。 

❖もっと身近に使える補助があるとよい（市民文化会館・市営

プールとか） 

❖より多様種のイベント等、可能な限りご紹介をいただくこと

によりお出かけのきっかけになります。 

❖ラフォーレ修善寺のサービスをぜひ今後も継続してください。

これまで何度も利用していたので。 

❖演芸関係をもう少し増やして欲しいです（落語・漫才等） 

❖温泉施設の補助充実があるとありがたいですね 

❖温浴施設「万葉の湯」で宿泊割引券がほしい 

❖回数多く使えないのでまとめて年１回で利用したい。 

❖鎌倉の寺や神社、金沢八景や海の家などの入場料や利用料の

補助なども希望します。 

❖鑑賞後に請求し後日お金（補助金）をもらう方法ですべての

演劇・コンサートをOKにしてほしい。 

❖近くのプール利用補助券など継続会員向けにも出してほしい。 

❖継続会員のサービス事業の拡充を。現在あまりありません。 

❖継続会員の場合、芸術鑑賞の中に映画チケットとか補助券と

かない場合にはご検討をお願いします。 

❖継続会員の補助施設を増やしてほしい 

❖継続会員の利用施設を拡大して欲しい 

❖継続会員への補助を減らさないでほしい 

❖芸術・演芸鑑賞の更なる充実を願います。 

❖芸術鑑賞（あっせん）に八月の納涼歌舞伎をいれてほしい（昨

年まであった） 

❖芸術鑑賞（補助）がとても楽しみです。 

❖芸術鑑賞（補助）会員のみでなく同行者１名も同額補助を望

みます。 

❖芸術鑑賞だけでなくスポーツ見学関係の補助も多く行って欲

しい 

❖芸術鑑賞の公演をしぼらず、すべての公演を対象にして、チ

ケットの半券を送ると一定の補助券を受け取れるようにして

ほしい。 

❖芸術鑑賞の補助・あっせんを今後もお願いします。コロナで

充分行けないこともありますが毎回楽しみにしています。い

ずれ歌舞伎も… 

❖芸術鑑賞の補助がありがたいです。今後も利用できたらうれ

しいです。 

❖芸術鑑賞の補助はとてもありがたいです。 

❖芸術鑑賞はとても楽しみにしています。コロナが治まったら

歌舞伎、文楽なども見たいです。 

❖芸術鑑賞補助のweb申し込み 

❖劇団四季や宝塚ものを扱ってほしい。 

❖健康であることの大切さを感じています。70、77、88～あり

がとうございます。 

❖健康のためにも歴史散歩を期待します。 

❖県や市の博物館や美術館への入館券 

❖現職会員に比べて割引のある施設が少ないと思う。これまで

しっかり会費を支払ってきて今多少時間ができたときに利用

しようと思っても割引がない施設がある。 

❖現職時代活用できなかったので、継続を希望します。 
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アンケート 
集計 振興会の利用補助事業について 継続会員 

❖公平な利用を大切にします。 

❖高齢者は落語大好きです。あまりあちこちには参りません。

「にぎわい座」の補助がなくなり淋しいです。復活を大期待

いたします。 

❖今までのような利用補助事業でいいと思います。 

❖今年度から、ラフォーレ倶楽部や水族館やがんスクリーン検

査などの補助が突然なくなりました。４月中旬過ぎに振興会

ハンドブックが届き、驚きました。突然なくなるということ

は継続会員として申し込んだ者として、納得しがたいものが

ありました。 

❖再任用者が増えているので、仕事を続けるための人間ドック

などの補助が手厚いと旅行より嬉しい。(行く暇がない？） 

❖宿泊契約施設を増やしてほしい。 

❖宿泊施設での補助はとても嬉しい 

❖宿泊施設の補助がありがたい。これから利用したいと思って

いる。継続会員の補助がやや少ないように思う。 

❖宿泊施設をもっと多く紹介して欲しい。家事代行サービスを

継続会員にも補助の対象にしていただけたらと思います。毎

回楽しみにしています。 

❖振興会の補助を使用させていただいています。ありがとうご

ざいます。引き続きよい企画と補助額のアップをお願いしま

す。 

❖振興会ハンドブックを毎年楽しみに待っています。新企画（シ

ニアスポーツ）特集して下さい。 

❖新会員が増えるように広報、啓発活動にご尽力いただきたい。 

❖人間ドックなどの検診関係の補助の充実 

❖人間ドックの枠を増やし、希望者が全員補助を受けられるよ

うにしてほしい。 

❖人気事業に枠を広げてほしい。 

❖足腰が弱り利用する機会が減ったので一度の補助が多いと嬉

しいです。 

❖退職してから継続会員となり医療互助はじめ施設利用の割引

など有効に活用させていただいており感謝しております。 

❖退職しても学校につとめているので振興会の補助はうれしい

です。どんな形であれ続けてください。 

❖退職して収入が減ったので、補助はありがたいです。 

❖担当者の皆様 いつもありがとうございます 

❖同行家族は戸籍上の家族でない場合もあると思うので、自己

申告にてパスとし返金不要としてあげたい。 

❖特になし, 対象外の利用をした会員には、返金させるのは当

然です。 

❖入会の際に「医療互助会」に加入しなったことにずっと後悔

しています（若いころは老後の医療など関心なく）。互助会に

入っていれば安心だった。 

❖年会費500円～1000円払っても補助があった方がよい。 

❖年間利用のなかった人への補助策（例えば図書券等） 

❖年金生活者にとってはより低額で利用できるよう要望する。 

❖年々対象が少なくなっていることが残念です。 

❖美術館等では 65 歳以上割引があるのでそういうのがあれば

嬉しいです。現役時代のような冊子があってワクワクするの

が有難いです。なかなか前は使えなかったけれど。PCでやれ

ば集計が早く済むだろうにごめんなさい。入力の手間をかけ

てしまって。 

❖必ずしも配偶者や家族がいるとは限りません。補助の対象か

らはずしていただきたいです。不公平感があります。 

❖夫婦それぞれが会員なので広報紙はそれぞれに欲しい。現在

夫婦に１冊しかこないので。 

❖補助が受けられる保養施設が増えるとよいと思う。（今はコロ

ナの影響がありますが）広報紙「ふれあい」をいつも楽しく

読ませていただいています。 

❖補助は回数よりも全額大きい方がありがたいです。 

❖補助額の増額。頻繁に利用できるわけではないので。 

❖補助券があることは知りませんでした。ただ中元と歳暮発送

のとき高島屋で使う0.05％だけです。 

❖補助券がなくても利用出来るように簡素化してほしい。 

❖補助事業より療養補助金の充実を図って欲しい。療養補助金

についてはアンケートもなく、年間金額を変更された 

❖毎年８月の歌舞伎楽しみにしていました。ぜひ復活させてく

ださい。 

❖様々な趣味娯楽を提示して下さりありがとうございます。新

しい事業もどんどん入れて下さい。 

❖利用補助事業の使える施設の拡充をお願いしたいです。 

❖利用補助事業本当に助かります。ありがとうございます。 

❖旅行・演芸鑑賞に補助をしてプライベートの充実を望みたい 

❖良き広報誌発行に向けてのご努力に感謝致します。 

❖令和３年 10 月受診分から療養補助金の請求及び給付方法が

変わったのは理解していましたが、病院と薬局、それぞれ別

に 2000 円を超えた場合請求できるとまちがえて理解してい

ることに気づきました。再度お知らせありがとう。 

❖令和３年人間ドック補助をいただきありがとうございます。

その結果、肺癌・大腸癌が見つかり、がんセンターで手術治

療をすることができました。今も治療を頑張っています。感

謝しています。 


