
第１　平成３０年度公益財団法人川口市勤労福祉サービスセンター

１ まえがき

　この報告書は、平成３０年度（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日）の事業実績で

ある。

２ 事業の概況

　当サービスセンターは、社会経済情勢の変化に対応した事業を通じ、中小企業の勤労者及び

事業主等の健康で潤いある生活の実現を目的として業務を遂行している。

　そのため、福利厚生支援事業では余暇活動に対する支援において多くの会員が事業参加いた

だけるよう補助券の配布方法やチケット購入方法に改善を図る等、会員の要望に対応するべく

利便性向上に努めた。

　また、退職金共済事業については、団塊世代の大量退職時期も一応の収束が見られる中、制

度の健全運営に努めた。

３ 会議の開催状況

　サービスセンターの事業を適切かつ円滑に推進するため、次のとおり会議を開催した。

第１回　理事会 （1）平成２９年度事業報告について

平成３０年 （2）平成２９年度決算報告について

６月４日(月) （3）任期満了にかかる理事候補者の評議員会あて推薦について

（4）職員退職手当支給規程の一部改正について

（5）平成８年度テーブル改正時の凍結額に乗じる利率について

（6）評議員会の招集について

第１回　評議員会 （1）任期満了にかかる理事の選任について

平成３０年 　○報告事項

６月２６日(火) ・平成２９年度事業報告について

・平成２９年度決算報告について

第２回　理事会 （1）理事長（代表理事）の選定について

平成３０年 （2）副理事長の選定について

６月２６日(火) （3）専務理事（業務執行理事）の選定について

第３回　理事会 （1）補欠理事候補者の評議員会への推薦について

平成３０年

６月３０日(土)

第２回　評議員会 （1）補欠理事の選任について

平成３０年

７月１日(日)
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第４回　理事会 （1）理事長の選定について

平成３０年

７月１日(日)

第５回　理事会 　○報告事項

平成３０年 ・平成３０年度上半期報告について

１１月３０日(金) （1）事務所の移転について

（2）予算確定前の次年度チケットの購入について

（3）評議員会の招集について

第３回　評議員会 　○報告事項

平成３０年 ・平成３０年度上半期報告について

１２月７日(金) ・事務所の移転について

（1）予算確定前の次年度チケットの購入について

第６回　理事会 （1）職員給与規程の一部改正について

平成３１年

２月１日(金)

第７回　理事会 　○報告事項

平成３１年 ・平成３０年度決算見込みについて

３月４日(月) （1）役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程の一部改正について

（2）会計監査人の報酬額について

（3）平成３１年度事業計画について

（4）平成３１年度収支予算並びに資金調達及び設備投資の見込みについて

（5）補欠理事候補者の推薦について

（6）パートタイマー職員就業規則の一部改正について

（7）評議員会の招集について

第４回　評議員会 　○報告事項

平成３１年 ・平成３０年度決算見込みについて

３月１２日(火) （1）役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程の一部改正について

（2）平成３１年度事業計画について

（3）平成３１年度収支予算並びに資金調達及び設備投資の見込みについて

（4）補欠理事の選任について
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４ 会員異動状況

（1）会員数の推移および加入・退会の状況

24

25

26

（2）業種別加入状況

合　　　計 1,213所 100.00％ 10,717人 100.00％

建設・運輸 251所 20.69％ 2,068人 19.29％

サービス・その他 276所 22.75％ 2,290人 21.37％

前
々
年
度

前
年
度 増減 △ 35所 45人 △ 46人 △ 488口  -   91人

年度末 1,231所 10,615人 8,958人 52,542口 5.87口/人 1,657人

年度当初 1,282所 10,547人 9,000人 52,534口 5.84口/人 1,547人

3,965口

退職金共済区分 事業所数 会員数 中小企業従業員退職金共済加入者

平均口数 非加入者加入人数 口数

4.57口/人 130人

口数変更  -    -    -   984口  -    -   

加入 26所 997人 867人

1,266所 10,570人 9,004人 53,030口 5.89口/人 1,566人

111人

増減 △ 16所 23人 4人 496口  -   19人

年度末

退会 42所 974人 863人 4,453口 5.16口/人

170人

口数変更  -    -    -   1,016口  -    -   

加入 29所 1,034人 864人 3,290口 3.81口/人

79人退会 64所 989人 910人 4,794口 5.27口/人

当
年
度

加入 29所 1,054人 854人 3,649口 4.27口/人 200人

口数変更  -    -    -   902口  -    -   

退会 47所 952人 866人 4,577口 5.29口/人 86人

増減 △ 18所 102人 △ 12人 △ 26口  -   114人

年度末 1,213所 10,717人 8,946人 52,516口 5.87口/人 1,771人

区分 事業所数 事業所構成比 会員数 会員構成比

工　　　業 548所 45.18％ 5,384人 50.24％

商　　　業 138所 11.38％ 975人 9.10％



５ 事業実施状況

（1）余暇活動に対する支援 利用人数 59,948人 費用合計 102,238,189円

ア 宿泊旅行補助事業 利用人数 952人 費用合計 2,856,000円

会員が宿泊旅行をしたときに年内１回、1泊を限度に補助金を支給した。

イ 保養施設利用補助事業 利用人数 574人 費用合計 1,609,000円

会員とその同居する２親等以内の家族が事業設定期間に、提携旅行会社にてホテル等宿泊の
申込みをしたときに利用補助を行った。

　区 分 等　 利用人数 費用合計 事業設定期間
夏期保養施設利用ホテル 櫻井 他87施設 432人 1,202,000円  7/14～8/31
冬期保養施設利用ホテル 鬼怒川御苑 他35施設 142人 407,000円 12/22～1/31

ウ 日帰り旅行利用補助事業 利用人数 327人 費用合計 981,000円

会員とその同居する２親等以内の家族が事業設定期間に、提携旅行会社にて日帰り旅行の申
込みをしたときに利用補助を行った。

　区 分 等　 利用人数 費用合計
遊覧船クルーズ ランチクルーズとシーパラダイス 他 31ｺｰｽ 75人 225,000円
東京都内観光 江戸の風流「屋形船」 他 18ｺｰｽ 34人 102,000円
近郊名所旧跡めぐり 相模国二社一寺巡り 他 28ｺｰｽ 59人 177,000円
味覚・花見・紅葉 ひたち海浜と回転寿司 他 50ｺｰｽ 103人 309,000円
見学・体験ツアー 劇団四季ライオンキング 他 30ｺｰｽ 56人 168,000円

エ チケット等のあっ旋事業 利用人数 51,840人 費用合計 88,914,807円

会員とその同居する２親等以内の家族に対し下記のチケットに補助を行い、あっ旋した。

　区 分 等　 利用人数 費用合計

遊園地施設利用 東武動物公園 他 3施設 9,529人 11,056,300円

健康施設利用 グリーンゴルフ 他 2施設 1,359人 8,753,400円

食事券 帝国ホテルランチ券 他 5施設 19,484人 22,286,212円

スポーツ観戦 プロ野球観戦 他 1施設 1,846人 9,988,000円

映画鑑賞券 シネマチケット 10,325人 13,422,500円
コンサート、観劇券 森山良子コンサート 他93券種 1,173人 9,361,389円

子供向け観劇等 アナと雪の女王 他11券種 455人 1,757,506円
博物館、美術館利用 ルノワール展 他20券種 1,376人 1,715,600円
レジャー施設等利用 東京湾納涼船 他14券種 6,293人 10,573,900円

オ 協定施設等利用補助事業 利用人数 6,255人 費用合計 7,218,538円

会員とその同居する２親等以内の家族が下記の協定施設を利用したときに利用補助を行った。

　区 分 等　 利用人数 費用合計

レジャー施設等 鴨川シーワールド 他17施設 6,255人 7,218,538円

カ 協定施設割引利用事業 費用合計 658,844円

会員とその同居する２親等以内の家族が割引利用できる協定を施設と結び提供した。

　事 業 内 訳

　事 業 内 訳

　事 業 内 訳

　事 業 内 訳



（2）健康増進に対する支援 利用人数 10,986人 費用合計 4,425,484円

ア 人間ドック補助事業 利用人数 371人 費用合計 1,855,000円

会員が人間ドックを受診したときに年内１回を限度に補助金を支給した。

イ 健康管理知識普及事業 配布人数 10,615人 費用合計 2,570,484円

人間ドックの受検促進や健康管理を目的に健康冊子等を配布した。

（3）生活に対する支援 利用人数 175人 費用合計 3,484,740円

ア 永年勤続祝事業 利用人数 同上 費用合計 2,459,376円

加入期間が20年目の会員を対象に記念品を贈呈した。

イ ゆとりぶ・ふれ愛・振興サービス事業 費用合計 852,634円

会員が市内の小売店、飲食店等を利用する際に、会員証を提示することで店側のサービス特
典を受けられる事業の利用促進と協力店拡大を図った。

ウ 広告掲載事業 費用合計 108,829円

会報紙発行に際し、企業に広告掲載を募り、生活支援の情報提供を行った。

エ チラシ封入事業 費用合計 63,901円

会報紙発送に際し、企業にチラシの同封を募り、生活支援の情報提供を行った。

（4）特定退職金共済事業 支給人数 693人 費用合計 730,134,918円

会員の将来に向けての生活安定を図るべく退職金共済事業を運営し、次の給付を行った。

ア 退職一時金 支給人数 689人 費用合計 729,229,474円

イ 解約手当金 支給人数 4人 費用合計 905,444円

（5）自己啓発に対する支援 支給人数 9人 費用合計 126,030円

ア 自己啓発セミナー事業 利用人数 9人 費用合計 84,030円

自己啓発を助長するためのセミナーを開催し、参加を募った。

イ 勤労者育成事業負担金 費用合計 42,000円

川口市が行った新社会人育成事業(パワーアップセミナー)を共催した。

（6）中小企業勤労者等に対する情報の提供 費用合計 11,140,874円

ア 情報提供事業 費用合計 4,336,658円

中小企業勤労者等に対し、会報紙をはじめとする各種情報の提供を行った。

イ 加入促進事業 費用合計 4,944,616円

未加入事業所及び中小企業勤労者等への加入促進を行いスケールメリットの増強を図った。

ウ ＰＲ活動事業 費用合計 1,730,000円

外部媒体を介し、弊社及び事業について広くＰＲ活動を行った。

エ インターネット等広報活動事業 費用合計 129,600円

弊社ホームページを介し、事業をはじめとする各種情報の提供を行った。



（7）給付事業 支給人数 481人 費用合計 5,730,000円

会員またはその遺族に対し、次の給付を行った。

ア 弔慰見舞金 支給人数 23人 費用合計 1,150,000円

イ 傷病見舞金 支給人数 71人 費用合計 710,000円

ウ 家族弔慰見舞金 支給人数 144人 費用合計 1,440,000円

エ 結婚祝金 支給人数 88人 費用合計 880,000円

オ 出産祝金 支給人数 155人 費用合計 1,550,000円

　　平成３０年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４条
　第３項に規定する「事業報告の内容を補足する重要な事項」がないため、附属明細書は作成しない。

令和元年６月

公益財団法人川口市勤労福祉サービスセンター


