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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 現職会員 

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】６月 10日～８月 31日  【集計件数】914件（会員以外の回答除く） 
＜性別＞ 

 

●男性 

●女性 

●回答なし 

 

 

 ＜年代＞ 

 

●29歳以下 

●30代 

●40代 

●50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） 

❑❑❑ 62 

❑❑❑ 60 

❑❑ 44 

❑❑❑❑ 101 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑￤❑ 542 

❑❑❑❑ 117 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑ 311 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑ 333 

❑❑❑❑❑❑ 143 

❑❑❑❑❑❑ 148 

❑❑❑❑ 91 

❑❑❑❑❑ 136 

❑❑❑❑❑❑ 145 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑￤❑ 681 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑ 273 

❑❑❑ 64 

❑❑ 37 

その他：MOA美術館／サッカー観戦／シャボテン公園／ひめしゃら
／プロ野球観戦／ホテル／飲食補助／映画／共立リゾート／
劇団四季／犬同伴旅トリミングサロン補助／江ノ電乗車チケ

ット  

 

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） 

●その他 

Q4：補助の対象者と1回あたりの金額 

 

●本人に手厚く 
（例3,000円/回） 

●本人と配偶者 
（例1,500円/回） 

●本人と同行家族 
（例600円/回） 

●家族のみも適用 
（例300円/回） 

●その他 

 

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 

●振興会だより掲載 

●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） 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑￤❑ 613 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑ 314 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑ 329 

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑ 339 

❑❑❑ 81 

その他：今後の利用を停止／資格剥奪が良いと思う／対象外の利用である

ことを本人に伝える／退会／年会費を払い使いたい人が使わない

人から譲渡するのは不正ではないと大変強く思う.それで返金は絶

対におかしい.使わない人は使わないのだから.  
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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 現職会員 

Q8：ご意見・ご要望など（原文の儘） 
 

❖109映画チケット、ディズニーコーポレート、水族館利用時に

使用しました。とても有り難いのでこれからも活用したいと思

います。 

❖Disneyのコーポレートをたくさん応募できたら嬉しいです。 

❖アプリなどでも利用できるようになれば手軽だなー！と思い

ます。補助を利用せずに(あることに気が付かずに)利用してし

まうことが多く、もったいないので… 

❖アプリ化や補助券のQRコード化など対象施設と調整するなど

の工夫が必要かもしれません。 

❖ありがたいと感じます 

❖アンパンマンミュージアムが新たに追加されて嬉しいです。 

❖アンパンマンミュージアムの割引補助嬉しいです 

❖いつも、いろいろと楽しませていただいています。これからも

よろしくお願いいたします。 

❖いつも、今回はどんな補助があるのかを楽しみにしています。

子供達と、何に行きたいかを相談するきっかけになるのであり

がたいです。今後ともよろしくお願いします 

❖いつもありがたく使わせていただいております。感謝です。 

❖いつもありがたく使わせていただいております。親子で参加で

きるものも充実していて、子育て世代にはとても助かります。 

❖いつもありがたく利用させていただいています。今後も色々な

企画を楽しみにしております。 

❖いつもありがとうございます。 

❖いつもありがとうございます。音楽フェスなどにも補助が欲し

いです。 

❖いつもありがとうございます。更に気軽に使いやすくなるよう

な期待をしています。 

❖いつもありがとうございます。仕事を頑張ったご褒美にお出か

けしよう！と思った時にとても重宝しています。 

❖いつもありがとうございます。補助があればもっと休日が充実

し、仕事へのパフォーマンスも上がると思うので、もっとたく

さんの施設の補助や補助金を上げていただけるようにしても

らうとより良いです 

❖いつもいいなぁと思うものがあっても、日々の業務に追われ申

し込めずに終わってしまうことが多いです。この度は同僚に教

えてもらってこのようなサイトがあることを教えてもらいお

得な情報に辿り着くことができました。インターネットで購入

するものへの還元など、旅行等でなくても使えるものがあると

もっと便利だなぁと思います。 

❖いつもお世話になっております。徐々にでいいので、補助券が

使える施設を増やしていってほしいです。 

❖いつもお得に利用させていただけて嬉しいです。本当にありが

とうございます。 

❖いつもたいへん楽しみにしています 

❖いつも何があるか楽しみにしています！ 

❖いつも楽しく見させて頂いてます！ 

❖いつも楽しく使わせてもらってます！家族でレジャーする時

に使うことが多いので、その場で使えるようにホームページ記

載が良いなと思います！ハンドブック持っていくの忘れるこ

とあるので‥。また抽選なども当たりやすくディズニーなども

何回も当たっているのでそちらの抽選も増やしていただける

と息抜きに楽しめます！ 

❖いつも楽しく利用させていただいています。 

❖いつも楽しく利用させていただいています。この事業を知らな

い教職員もたくさんいるので、振興会便り等発行していただい

ていますが、もっと周知されたらいいと思っています。 

❖いつも楽しく利用させていただいています。今後も楽しい企画

をよろしくお願いします。 

❖いつも楽しみに、拝見しています。ありがとうございます 

❖いつも楽しみにしています。チケットが利用できるところが、

いつも素敵なところが多く、嬉しいです。 

❖いつも楽しみにしています。ペットと行けるホテルなど、ペッ

ト関連のものを増やしてくれると嬉しいです。 

❖いつも楽しみにしています。再任用だと利用できないのが残念

です。振興会は現職だけが会員なのですね。 

❖いつも楽しみにして励みになります 

❖いつも色々と企画していただき、ありがとうございます。 

❖いつも色々な企画をありがとうございます。家族との時間が有

意義になりました。 

❖いつも素敵な企画を用意してくださり、ありがとうございま

す！ 

❖いつも大変お世話になっています。家族サービスの一環として

利用させていただいており、本当に助かっています。 

❖いつも忙しい仕事の合間のストレス発散に非常に役立ってい

ます。いつも冊子も楽しみにしています。これからもこちら側

の楽しいと思える目線で引き続き事業を運営してくださるこ

とを期待しています。 

❖いつも魅力的な企画をありがとうございます。宿泊無料抽選や、

テントサウナレンタル、 プライベートサウナ会員 、フラワー

アレンジメントとか料理教室、ガラス教室等の5回までワンコ

インなど、ニコニコ等のサブスク補助もあると嬉しいです。 

❖いつも魅力的な事業が多く、毎年事業の中身をみて申し込むの

楽しみにしています！ 

❖いつも魅力的な補助事業をありがとうございます。どの年齢に

もフィットしていてとても嬉しいです。 

❖いつも利用をさせていただきありがとうございます。今後もよ

り利用しやすくなるよう、よろしくお願いいたします。 

❖いろいろな事業で利用できありがたい。プール利用の補助券

（家族向け）は、必要がない人もいるのではないか？分配して

いただけるとありがたい。 

❖いろいろな世代の方が利用できると良いと思いました。毎回振

興会だよりを楽しみにしています 

❖いろいろな補助があり、嬉しいです。以前あった宝塚観劇もぜ

ひ復活してほしいです！ 

❖いろいろな補助を考えて下さり、感謝しています。 



 

3 

アンケート 
集計 振興会の利用補助事業について 現職会員 

❖お風呂の王様、ホリデイスポーツクラブで補助が使えると嬉し

い。 

❖キッザニアの割引はとても良いです。 

❖これからも会員とその家族が楽しめる事業を計画、補助して欲

しいです。 

❖これからも楽しい補助をお願いします 

❖これからも幅広く補助事業をお願いしたいです。 

❖これから利用していきたいです。 

❖コロナ禍ですので、外で行う活動への補助だけでなく、オンラ

イン体験や講座の補助をしていただけるとより利用しやすく

なると思います。 

❖コロナ禍なので県の色々な施設で補助を受けられると良いと

思います。アウトドアの補助なども検討していただけると助か

ります。 

❖コロナ禍に合わせた事業の展開を期待しています。 

❖さまざまなプランがあり満足しております。 

❖さまざまなものに補助金出してくれてありがとうございます。 

❖さまざまな年代を対象にした補助が考えられていると感じま

す。なかなか事前に予定が立たないので、抽選のものは特に利

用できる機会が少ないのが残念です。 

❖さまざまな分野で利用できるので有り難いです。 

❖しまじろうのコンサートがなくなってしまって子どもがショ

ックを受けています…。補助とは直接関係ないですが…。 

❖すごく有難いです。ぜひ続けてください。よろしくお願い申し

上げます。 

❖スポーツから芸術、レジャーまで幅広いジャンルの補助事業を

提供してくださっているため家族で利用しやすくいつも楽し

みにしています。ありがとうございます。 

❖スポーツ観戦がお気に入りです。コンビニ利用など身近で手軽

なものもあると良いと思います。 

❖スポーツ観戦のチケットを増やしてほしいです。 

❖スポーツ観戦を充実させてほしい。 

❖スポーツ観戦を増やして欲しい。 

❖せっかくの補助ですが、家族構成により利用しずらいものも多

いな～と感じています。観戦人数など・・・。 

❖せっかくの補助なので、多くの方がその恩恵を受けられるよう

にして欲しいと思います。ハンドブックについてくるもの、復

興会だよりなどでお知らせがあって、応募や切り取りで使うも

の、今のように多様なタイプのものがあっていいと思うし、そ

れが楽しみなのですが、日頃の職務に多忙な現職会員は応募の

締め切りを見逃して応募しそびれてしまう事もしばしば…応

募の締め切りが物によって異なるのは重々承知の上で、できる

限り月末で統一していただけるとチャンスが広がるな、と思い

ました。アンパンマンミュージアムの補助が新たに増え、子育

て世代としてはとても嬉しかったです。皆さんが使いやすく楽

しい企画が今後も増えていく事を期待しています。どうぞよろ

しくお願いします。 

❖たくさん利用させて頂き、助かっております。レク関連の拡充

も感じられ、うれしい限りです。ありがとうございます。 

❖チケットや図書カードなど、職場ではなく自宅に届くと良い。 

❖チケット利用事業はとてもよい 

❖ディズニー、人間ドック助かります。 

❖ディズニー3000 円補助を楽しみにしているのでこれからも続

けてほしい。 

❖ディズニーコーポレーションプログラムはとても重宝してお

ります。大人1人につき、子供1人少しでも補助が出るとあり

がたいです。ご検討お願いします。 

❖ディズニーの補助を数年利用しています。よく当たるので嬉し

いです。ぜひ継続して頂きたいです。 

❖ディズニーは 1 回目に応募した人がほぼ全員当選ということ

なので縮小してはいかがでしょう。個人的にはセラヴィリゾー

ト泉郷の補助をお願いしたい。家族連れにやさしいホテルだっ

たので。 

❖ディズニーランドなどなかなかあたらないので、恩恵を受けて

いる感じがしない。また、宿泊施設のちとせも5000円引きで

はあるが、もともとが2万円以上のプランでは、5000円引か

れても大した値引きに感じないので利用しようと思えない。そ

して、チケットは２枚あっても家族が使えないのではますます

お得感がない。公立共済のレクリエーションガイドの宿泊施設

クーポンは家族も利用可能だったので、よくつかっていたが、

ちとせは使おうと思えない。 

❖ディズニーランドのカードだと、財布に入れといて、わかりや

すく利用しやすかった。 

❖ディズニー補助をもっと増やしてほしいです！ 

❖できるだけ抽選はなくし、希望する会員が平等に補助を受けら

れるといいと思います。 

❖どこに行こうか考えているときの参考になり、補助もあるので

活用しています。 

❖とてもありがたいです 

❖とてもありがたい事業だと思う。 

❖とてもお得に施設が利用できてうれしい。 

❖とてもよいです 

❖どんなところで使えるのだろうといつも楽しみにしています。

これからもよろしくお願いいたします。 

❖ネットの申し込みが増え、さらに利用しやすくなった。また、

今年度の映画チケットのように、平日に手軽に使える利用補助

ははうれしい。 

❖ハーヴェストの利用枠を増やしてほしい。 

❖ひめしゃら、以前みたいな特典に戻して欲しい。それができな

いなら平日利用は難しいので廃止がいい 

❖ひめしゃらがどうなるのか教えて欲しいです 

❖ひめしゃらのように格安で利用できる場所を用意して欲しい

です。工事中になってから情報が全くないのですが、今後また

同じような補助額で利用できるのでしょうか？ 

❖ヒメシャラの利用が早くできるようになって欲しいです。 

❖ひめしゃらはとても安く泊まれたのでまた同じくらいの補助

で復活して欲しいです。これくらい安いと利用しようと思いま
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すが、少し補助があるくらいだと結局自分たちで払う分が多く

なり、利用していません。 

❖ファミリー向けが多いが、様々な年代や家族構成の会員が楽し

めるもの。また、コロナ禍でも利用しやすいものを希望します。 

❖ホテルのレストラン等の利用補助があると嬉しいです 

❖マジックショーやライブ、鉄道博物館など、増やして欲しいで

す。 

❖まだ、野球チケットが当選したことがありません。どのように

均等になるようにしているのでしょうか？ 

❖もう少し還元されると良いと思う。なかなか当たらなかったり、

申し込みたいものがないことがある。 

❖もっと時代にあったものに 

❖もっと即時使えるようにするなど利便性をあげて欲しい。 

❖もっと利用しやすいものや民間企業で使えるもの、神奈川割の

ように何にでも使えるようなものををつくってほしいです。 

❖もっと利用できるところが増えると嬉しい 

❖よりわかりやすく 補助事業のアピールをお願いします 

❖リフレッシュされてとてもよい事業です。 

❖以前劇団四季のチケット（３０００円分？の補助）がありまし

たが、可能であればもう一度復活してほしいです。 

❖育休で、振興会の冊子が届くのが遅く、色々なイベントが既に

締め切られていることがある。そこの問題を解消してほしい。 

❖育休に入り、時間ができ、乳幼児と出かけられる場所が増える

と嬉しいです。(ボーネルンドなどの遊び場など) 

❖育休中、振興会のパンフレットを自宅に送付してもらえたらよ

かったです。事務さんから送られてきた時には、締め切り期限

が過ぎていて何にも応募できませんでした。 

❖育休中でも資料をいただけて、助かります 

❖育休中の人にもお便りを送ってほしい。 

❖飲食系の補助があるとうれしいです。 

❖映画の補助をもっと増やしてほしい。上映映画館を増やしてく

ださい。 

❖映画館の対象をもっと増やしていただけると活用しやすいで

す。 

❖映画券の補助が欲しいです。 

❖演劇鑑賞楽しみにしています。事業が継続されることを願って

います。 

❖往復ハガキよりメール等の申し込みが助かります。 

❖応募期間が短いものが多く、応募したくてもし損ねてしまうこ

とがあります。期間を少し長めにして欲しいです。 

❖家事代行サービス等より、施設、宿泊利用の補助を充実を希望

します。 

❖家族が増え色々と出費が増えましたが、補助事業があると外出

の機会を考えることができるので、ありがたいです。 

❖家族で楽しめるものが多い。会員1人や友達とも使えるものが

あるとうれしい。 

❖家族で使える観劇などいつも楽しみにしています。 

❖家族などに本性を適用するのは不必要であると思う。会費を払

っている本人のみにしてほしい。また、子供の施設が多いが、

独身もいるのでもう少しその辺も考慮してほしい。 

❖家族向けの幅広い施設で使えれば幸いです 

❖会員のことを考えて企画していただけているのがありがたい

です。 

❖会員の希望を取って、対象希望の施設を柔軟に入れ替えてほし

い。 

❖会員の手厚さにはいつもありがたく思っていますが家族の割

引もあって欲しい。 

❖会員番号でマイカードで管理するといいと思いました 

❖会員本人は忙しく行けないことが多いため、家族だけでも申込

や利用可能なものを増やしてほしい。ディズニーオンアイスや

キッザニアなど子どもを連れていくものは特に配偶者と子ど

もだけでも使えると連れて行ってあげられるので助かります。 

❖回数絞ってでも補助額が大きいと利用者が増えると思う 

❖学校勤務だと平時の利用が難しく、夏休みなど長期休暇に利用

しやすくなるように、少しウエイトをかけてほしい 

❖割引が受けられるのは嬉しく、活用していますが、割引券が紙

ではなく、電子だとより嬉しいです。水族館など、割引券を持

ってチケット窓口に並ぶと非常に混雑します。事前にオンライ

ンで割引価格購入ができると助かります。 

❖活用可能施設の充実を求めます。特に、使い勝手の向上のため

に、有名施設での利用ができるようになれば嬉しいです。 

❖観劇がもう少し充実しているといいな…と思います。昨今のコ

ロナ禍という事情もあるのでしょうが、以前より観劇が少なく

なっているように感じます。 

❖観劇や施設利用補助など、利用してリフレッシュすることがで

きています。ただ、忙しい時ほど、リフレッシュしたいにも関

わらず振興会事業利用の敷居が高いのが難点です。(ちょっと

手続きが煩雑なので) 。スマホから申し込むことができたり(手

続きの簡易化)、近所のカフェで利用できる補助券があったり

(利用場所のハードルが下がる)、より利用が簡単になり、リフ

レッシュもでき、助かります。 

❖休みが少なく毎年なかなか使いきれないのですが、ありがたい

補助だと思います。もっと活用したいです。 

❖近年、利用可能施設や補助額が減ってきているなぁと感じます。

どうしてもお盆やお正月、土日などの繁忙期にしか休みが取り

にくく、もとの値段が高い時期なので、補助額が手厚いと嬉し

いですね。 

❖景品などを増やしてほしい。 

❖劇団四季のミュージカルの枠を増やしてほしい 

❖結局ベネフィットは全く分からず一度も利用できませんでし

た。紙面がいいです。 

❖犬を飼っています。是非、犬と泊まれる宿泊先も補助に加えて

ください。 

❖県西部のスポーツ施設の利用できる場所がもっと増えると良

い 
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❖公平でないのはいかがなものでしょうか。実際に免許更新をし

た教員に支給がなく、免許更のない方々に配布はおかしいです。

免許更新は三万の自己負担がありました。免許更新が不要な人

に自己啓発で給付するのになぜ教員が同じ年齢にたっしても

給付を受けられないのでしょうか。補助金を受けていな教員の

救済措置を検討してください。教員免許更新について 

❖公平に、かつ楽しさを！の実現をしていただき、感謝していま

す。 

❖今年から振興会入りましたが、ディズニーの割引が当たって嬉

しかったです。他にも色々試してみたくなりました。今後も良

い内容が増えることを期待します。 

❖今年初めて色々なものに申込みさせてもらいました。早くから

やっておけばよかったです 

❖昨年度からチケット利用事業が始まり、さらに今年度は、アン

パンマンミュージアムの補助が開始して、ファミリー層の私た

ちにとって、嬉しい限りです！いつもいろんな取り組みを考え

てくださり、ありがとうございます。 

❖使いやすくするために web で申し込み、共済組合など他厚生

事業と重複しているところはカットして、手厚くするなど特色

を出す 

❖使う人と全く使わない人の差が激しい 

❖使える施設の数を増やしてほしい 

❖使える施設をもっと増やしてほしい 

❖子どもがいるため、お出かけの参考にしています。ディズニー

や水族館、お世話になっております。 

❖子どもがいるので、キッザニア、ディズニーランド、水族館等

でいつも利用させていただいています。割引率も他のクーポン

などより高く、毎年いつ行こうか楽しみにしています。 

❖子どもが小さい時は、とても良く利用しました。年代によって

恩恵の有無が分かれてくると思います。高齢者向けの内容をご

検討いただきたく思います。 

❖子どもたちが好きな水族館の補助チケットがあることが毎回

とても嬉しいです。ありがとうございます 

❖子ども向けのレジャー施設(ファンタジーキッズリゾートなど)

や身近なレストラン(バーミヤンやガストなど)で使える補助券

があったら助かります。 

❖子ども対象の催し物を中心に利用しています。とてもありがた

いです。 

❖子育て世代が育児をしながらもこどもとのリフレッシュがで

きるような施設への補助が良い。レストラン、小さな遊園地で

もいいので、気軽に行けるような補助をしてもらえると助かり

ます。なかなか平日は親は仕事、こどもはフルタイムの保育園

で、親子の楽しみをもたらしてくれたらありがたいです。 

❖子育て世代なのでレジャーなどで大変役に立っています。是非、

利用施設を拡充していただけると有り難いです。 

❖子供が大きくなり、自分ように使おうと思ったらコロナで使え

ず。少しずつ緩和してきている昨今が使い時かと思い、色々申

し込もうと思います。いつもありがとうございます。 

❖思った以上にいろいろな方面の補助があり、役立てられそうで

す。これからも使える施設が増えることを願います。 

❖紙だけでなく、ネットで携帯電話から画面を見せるなどして券

を利用出来ると、便利だと思います。 

❖事前請求でないと特典や割引が利用できないものを減らして

ほしい(ユーキャンなど) 

❖主に遊興施設の割引を使わせてもらっていますが、年にたくさ

んは行けないので、一回あたりの補助を少し多めにしてもらえ

るといいです。あと一部の人ばかりが恩恵を受けられることが

ないように配慮してもらえるといいです。 

❖手続きが簡単にできるといいなと思います。 

❖宿泊の補助が利用できるのは夏休みか冬休みです。一人1回ま

たは2回でいいので半額補助して欲しいです。 

❖宿泊施設や、レストランの補助が増えてきて嬉しいです。ぜひ、

行きたいです。 

❖宿泊施設やコンサートはなかなか行けないので、スーパーやコ

ンビニ等、身近な場面での補助事業があったら嬉しいです 

❖宿泊補助を利用してみたいが使い方が分からないため詳しく

掲載してほしい 

❖宿泊利用補助の対象施設を拡大してほしい 

❖出かけるきっかけになってよい 

❖情報を便りで度々お知らせして頂き、大変助かります。 

❖色々補助があり、かつネットで申し込めるのはとても便利。自

分もいずれ恩恵を受けるだろうが、子どもがいない今、使う補

助がかなり限られていて、家族向けなんだとしばしば感じる。

若手教員も多いので、補助対象を旅行関連やアクティビティな

どにも広げてもらえるととても嬉しい。例えばパラグライダー、

キャニオニング、また複数のテーマパークなど。 

❖振興会だよりがくるのが楽しみです。会員に手厚い対応でこち

らも頑張れます。 

❖振興会だよりで誌面でも補助について紹介してくれているの

は、見落としがなくて助かる。また、アンケートなどで定期的

な改良を目指す制度がうれしい。 

❖振興会で当たったプロ野球の席がとても良くて、試合とても楽

しんで見ることができました。 

❖振興会の広報誌が手元に届くタイミングでは、応募の締め切り

までにあまり時間がないこともあるので、メールやウェブサイ

トを活用してほしい。 

❖振興会の利用補助、ありがたくつかわせていただいております。

誠に感謝申し上げます。父は地方公務員だったため、こどもの

時はよくちとせそうを利用していたので、思い出の場所です。 

❖振興会の利用補助ができる宿泊施設が増えることを望んでい

ます。 

❖新しい施設の利用補助に積極的に取り組んでほしいです。 

❖新江ノ島水族館の補助券をいつも利用させていただいていま

す。これからも継続してください。 

❖申し込みはホームページ上で行えると助かります。往復ハガキ

で申し込みするものだとハガキ準備がなかなかできなくて、期

限が過ぎて申し込めなかったことがありました。 



 

6 

アンケート 
集計 振興会の利用補助事業について 現職会員 

❖身近な施設が少なくて困っている。（綾瀬市） 

❖水族館の割引で閑散期？なのかお得なチケットを用意してく

れるのが嬉しいです 

❖水族館等の補助券を家族で利用させてもらっています。 

❖性別や年齢、価値観などがさまざまなため、いろいろな人が楽

しめるたくさんの種類があると嬉しいです。 

❖昔に比べて補助額が少ないです。 

❖川崎市内又は東京で使える補助を増やして欲しいです。 

❖選ばれたイベントが遠いなど、地域格差があるから、川崎市に

北部で活用できるものが 

❖他に利用できるところを増やしてほしい。 

❖多忙な職員が利用したいときに使えない時がある。利用しなか

った場合、図書カード配布などしてもらえるとありがたいです。 

❖対象施設がもっと増えていくと嬉しいです。 

❖対象施設をふやしてほしい 

❖大変かと思いますが、各種補助は大変助かります。今後もよろ

しくお願いします。 

❖中学校教員、特に運動部顧問だと使いたくても使えず悔しい思

いばかりです。土日につらい人が使えず、土日楽をしている人

が利益を被るばかりで、よけいに悲しくなります。 

❖中途採用4年目ですが、なかなか利用する機会がなく、今月や

っとじっくり「振興会だより」目を通しました。なかなかお得

な情報が多く、今後はじゃんじゃん利用させて頂きます(̂ _̂ ) 

❖抽選でもよいので無料サービスを増やしほしい 

❖長期休暇に、確実に予約できる事業であってほしい。お金が引

かれているのに、十分活用できないのが残念。 

❖定期的に届く振興会だよりを見て、行きたいところを考えてい

ます。年度始めにもらうものだと見なくなってしまうこともあ

るので、パンフレットが嬉しいです。いつもありがとうござい

ます。 

❖東急スポーツシステムの補助をさらに手厚くしてほしいです。 

❖当たらないとがっかりするが、自己負担金が多いなら、最初か

ら施設を利用しないので、高額の手厚い対応の方がいいです。

たまたま偶然運良く当選したときに、無料で参加したい 

❖当たる楽しみがあっていいです。 

❖特になし, 定期的にやってほしい。 

❖特になし, 複雑なのと手間がかかる割に割引額が安い 

❖日帰りレジャーの充実 

❖年代別にニーズは違うと思うので、会員に企画させてもおもし

ろいかもと思います。企画 

❖部活などでなかなか休みが取れませんが、行けるときにはたく

さん活用していきたいので、補助事業の種類は減らさないでく

ださい。 

❖文化的補助事業を多くしてほしい。 

❖平日限定だと仕事で行けないため、土日祝日も利用できるもの

がよい。また、振興会会員とその家族が割引補助があるものが

多いと良いと思う！ 

❖補助ありがたいです。 

❖補助があることで利用しようと思えるので助かります 

❖補助が適応されると嬉しいです 

❖補助の対象者にも書いたが、未婚の単身者にも利用しやすい補

助対象にしてほしい。結婚している、家族がいる、ことを前提

としないでほしい。相模原はパートナーシップ制度を導入して

いるが、そういった関係の方は対象になるのか？ そういった

規定は、どこで確認できますか？ 

❖補助を利用して芸術に触れたり、子どもたちを遊びに連れてい

けたりするので、とてもありがたいです！ 

❖補助額の増加と利用施設の増加を望みます。一人で利用するこ

とはまれなので家族の補助もあると助かります! 

❖補助金を利用することができるゴルフコースをもっと増やし

てほしいです。 

❖補助金額、回数ともにもう少し増やしてほしいです。 

❖補助券なしでカードやアプリの会員証等で利用できると嬉し

い 

❖補助券の譲渡は会員通しなら良しとするべき。使わない人から

使う人が利用するのは有効的。 

❖補助事業がらあるおかげで、家族で楽しい時間を過ごすことが

できています。ありがとうございます。 

❖補助事業で娘といろいろな場所にお得に行けるのが嬉しい。 

❖補助事業の充実を期待しています 

❖補助事業の充実を期待しています。いつもありがとうございま

す。 

❖補助事業はとてもいい。もっといろいろなものやジャンルにあ

るとよい。 

❖忙しいのでリフレッシュになります 

❖本人だけでなく、家族にも補助が出るようになることが増える

と良いなと思います。仕事をする上で支えてくれているのは家

族なので。 

❖本人だと行ける機会がないこともあるので子供（家族）が利用

を気軽にできると嬉しいです、またなかなか10年間で３回ほ

どしか使えずいつもけんがもったいなく思っています 

❖本人と同行者１名のペアで補助してほしい 

❖毎回、その時の状況に合わせた企画をしてくださって感謝して

います。ただ利用可能施設などわかりづらさがあるのでネット

検索などできたら利用率も上がるのではないかと思います。い

つも企画を楽しみにしています。 

❖毎回いろいろあってありがたい。 

❖毎回ディズニー利用させていただいています！！今回はセレ

ブレーションホテルも追加されてとてもワクワクしました！ 

❖毎回楽しみにしています。身近なカフェで使える補助があると

大変嬉しく思います。ご褒美利用(宿泊や観戦等)もありがたい

が日常で使えるとより有難い。ローチケなど、新規参入もあり

今後も新しい分野や、キャッシュレス時代に対応した補助があ

ると使いやすくなるかもしれません。自分がキャッシュレス派

なので。今後もよろしくお願いします。 

❖毎年、ハンドブックや冊子が届くのを楽しみにしています。今

後、ペーパーレス化が進んでいくと予想しますが、紙のチケッ

トと電子チケットのどちらかを選んで使えると、どの年代の
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方々も福祉会の恩恵を受けられていいと思います。また、人気

のものは一度のみの当選ですが、その回数が増えると嬉しいで

す。 

❖毎年キッザニアの補助を楽しみにしています。 

❖毎年楽しみにしています。6月発行の振興会だよりは発行から

利用申込申込までの締切が短く気づいた時には、過ぎていたの

でもう少し長いと嬉しいですが次回から気をつけてみていき

たいと思います。いつもありがとうございます！ 

❖毎年楽しみに利用させていただいております。幅広い年齢層に

応じたイベントが掲載されており、満足しています。これから

も様々な企画を楽しみにしております！ 

❖毎年利用させていただいております。ディズニーの補助券は会

員本人以外の分も申請できるようになるとうれしいです。ディ

ズニーのチケットも値段が上がり、家族みんなで行くのは本当

に大変です。少しでも補助額が多くなることを願います！ 

❖魅力ある利用先を選定していただき助かっています。今後も子

どもたちが出かけたくなるようなところを選んでいただける

とありがたいです。 

❖魅力的なものが少ない。 

❖魅力的な補助が増えてありがたいです。あとは出来る限り公平

に補助されることが出来ればと思います。 

❖免許更新など補助の有無を対象教員に知らせてほしい。知らな

くて次年度に冊子にて知ったため。一覧で何が補助されるのか

明記したのが知りたい。 

❖免許更新廃止に伴う代替事業をぜひ実施してほしい 

❖野球観戦、とてもありがたいです。パリーグもあると嬉しく思

います。 

❖様々なジャンルに広げてほしい 

❖様々な補助事業を楽しみにしています。 

❖様々な用途があって、とても楽しみです。 

❖利回りが年利２％以上の貯金事業があるととても魅力を感じ

ます。 

❖利用する施設が多く、補助券も出ているので利用してみようと

思えます。 

❖利用の際紙媒体の補助券でよりもスマホで使えるようにして

くれた方が使いやすいです。 

❖利用金額が平等になるよう選べるといいです。 

❖利用実績を見て、利用しやすいものを増やしてほしい。 

❖利用者が増えた影響なのか、私が加入したころより、サービス

が薄くなっている気がする 

❖利用補助があることで日ごろの激務が報われています。教員で

よかったと感じる時間です。ありがとうございます。 

❖利用補助事業を拡大して、色々なジャンルの補助を受けられる

とありがたいです。 

❖旅行の利用補助が増えると嬉しいです 


