
　　　①共済事業の概要

　　　　　　会員数（年間延人数）　　　　　　　１２７，８００人　（月平均　　１０，６５０人）

　　　　　　共済保険（掛金年額）　　　　　　　２７，２２１，４００円　（１人当たり月額２１３円）　　　　

　　　　　　独自共済（慶事祝金年額）　       ３，５００，０００円　（１人当たり月額約２７円）　　　　

休業 １４～２９日

休業 ３０～５９日

休業 ６０～８９日

休業 ９０～１１９日

休業 １２０日以上

１００，０００　　　　　 1

12１５，０００　　　　　

火災等

自然災害

建物・家財の損害５０％以上

建物・家財の損害２０％未満

50

給　付　事　由

全
労
済
協
会
共
済

結婚祝金（会員の法律上の結婚） １０，０００　　　　　 130祝
金

独
自
共
済 出生祝金（会員又は配偶者の出産）

　契約を締結し、お祝い給付事業については、独自共済にて実施する。

　２０２１年度 一般財団法人知多地区勤労者福祉サービスセンター事業計画書

 １　在職中の生活安定に係る事業

　  （１）共済給付事業（慶事給付を２０２１年度から実施）

　 互助の精神に基づき、会員やその家族にお見舞い事やお祝い事があったときの給付を行う。

　　 お見舞い給付事業については、全国勤労者福祉・共済振興協会の自治体提携慶弔共済保険

　新型コロナウイルスの収束が見通せない中、新しい生活様式にも対応しているわーくりぃ知多の
特徴である来店不要方式、利用助成券方式、共済給付制度などをうまく機能させ、会員等に笑顔
を届けられる事業を実施する。また、事業所数の増加を目指すとともに会員の加入を促進し、会
員数は１０，６５０人とする。なお、公益目的支出計画の完了を念頭におき、経費の節減に努めると
ともに、共済事業については、年齢区分の見直しや新たな取り組みとして、若い世代にも対応でき
る慶事給付を創設する。

　　　②共済給付

　　給付金額（円） 見込件数（件）

傷
病

1０，０００　　　　　 70

２０，０００　　　　　 20

３０，０００　　　　　 10

４０，０００　　　　　 30

１５，０００　　　　　

障
が
い

交通事故 ７００，０００　以内　 1

本人６５歳未満 不慮の事故 ６００，０００　以内　

疾病（重度障がい） ５００，０００　　　　　

交通事故 ７００，０００　以内　

本人６５歳以上 不慮の事故 ６００，０００　以内　 1

本人６５歳以上

疾病（重度障がい） ２５０，０００　　　　　

死
亡

交通事故 ７００，０００　　　　　

本人６５歳未満 不慮の事故

疾病 ５００，０００　　　　　 16

交通事故 ７００，０００　　　　　

６００，０００　　　　　

親 １０，０００　　　　　

不慮の事故 ６００，０００　　　　　

疾病 ２５０，０００　　　　　 14

270

配偶者 ５０，０００　　　　　 22

同居親族の死亡 ２０，０００　　　　　

子 ３０，０００　　　　　 4

建物の損害７０％以上

建物の損害２０％未満

合　　　　計 873

住
宅
災
害

５００，０００　　　　　 1

１５０，０００　　　　　 1

220１０，０００　　　　　
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　東海労働金庫と提携し、低利で手軽な生活、教育、住宅資金等の融資を斡旋する。

　 　会員の日頃の健康管理、健康の維持増進活動、心身の悩み事相談など、健康づくり

 全般に取り組む。

８，０００

２，０００

５００

３，２７５

　明るく豊かな老後生活を送るため、老後の生活設計に必要な知識を習得する機会の提供や

  経済的安定を図るための生活、年金相談などに取り組む。

（４０人）

　 　会員の自己研鑽を図るため、通信教育講座等への参加費の一部を助成する。

　 　会員が、安価でしかも趣味に合わせて参加できるよう、幅広い事業展開をする。

①自主企画事業

ハッピーフェスタ

さかなのつかみ獲り＆バーべキュー

初夏のグルメ＆体験ツアー

体験教室

社会見学ツアー

バスツアー（京都等フリータイム）

いちご狩り

ボウリング大会

推奨バスツアー

　ホテル等ランチ利用助成券

（２）融資斡旋事業

 ２　健康の維持増進に係る事業

事業内容 実施時期 助成額（円） 予定人員

500人   （　 ５００人）

実施時期事業内容

５月

７月・１１月・２月

８月・１２月

１０月

４月 300人   （　 ３００人）

６月 80人   （　   ８０人）

※健康づくり助成券 通　　年 ２０人 （　 　２０人）

常備薬斡旋　 １０月 ２，０００人 （２，０００人）

生活習慣病予防受診助成 通　　年 ４，５５０人 (４，３００人）

24時間電話健康相談 通　　年 年間契約料　３００，０００ 　 １００人 （　 １００人）

ライフプラン講座開催 ２月 ４０人　

 ４　自己啓発に係る事業

事業内容 実施時期 助成額（円） 予定人員

健康増進ハイキングツアー ２月・４月 １６０人 （　  １６０人）

 ３　老後生活の安定に係る事業

事業内容 実施時期 予定人員

①健康づくり教室の受講

②トレーニング施設回数券の購入

③トレーニング施設定期券の購入

　※健康づくり助成券：あいち健康プラザが実施する

夜間大学・定時制高校・
専門学校卒業祝金 通　　年 ２０, ０００ ４人　 （　４人）

ＮＨＫ学園受講助成 通　　年 　３, ０００ ３人　 （　３人）

募集人員

350人 　（　 ３５０人）

大学公開講座等受講助成 通　　年 　３, ０００ １２人　 （１５人）

 ５　余暇活動に係る事業

1,500人 　（１,０００人）

150人 　（　 １５０人）

340人 　（　 ３４０人）

240人 　（　 ２４０人）

１２月～２月

３月

800人 　（　 ９００人）

5,500人 　（４，５００人）

通　　年

通　　年
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②入場券等斡旋事業

ナゴヤドームシーズン券

Ｊリーグ入場券

コンサート・観劇等入場券

なばなの里入場券

アンパンマンミュージアム入場券

夏季保養施設補助（宿泊）

夏季保養施設補助（日帰り）

宿泊補助

財産形成に係る各種情報を、会報等を通じて提供する。

　  （1）評議員会　

　　　　一般財団法人定款に基づく定時評議員会を、年１回開催する。

　　　　一般財団法人定款に基づく通常理事会を、年２回開催する。

　  （３）運営連絡協議会　

　　　　知多５市５町の労政担当課長で構成する運営連絡協議会を、年３回開催する。

　  ８　その他基本目的を達成するための事業

　  （１）広報事業

・わーくりぃニュースを年間１１回発行する。

・ホームページによる最新情報の提供に努める。

　  （２）会員拡大推進事業

・スケールメリットを生かした、事業展開を図るため会員拡大に努める。

・新規会員募集特別月間（１０月～１２月）を設定し、市町及び商工会議所・商工会と連携した

　会員拡大事業を実施する。

通　　年 １２０枚 （　　　１２０枚）

通　　年 ７，０００枚 （　８，０００枚）

事業内容 実施時期 対象数

４月 ～ １０月 １，１０４枚 （　１，１０４枚）

通　　年 １，０００枚 （　１，０００枚）

７～８月 １５０枚 （　　　１５０枚）

各種施設利用助成券 通　　年 ６８，０００枚 （６８，０００枚）

10月 ～ 5月 １，０００枚 （　１，０００枚）

 ６　財産形成に係る事業

 ７　各種会議の開催

　  （２）理事会

７～８月 １５０枚 （　　　２００枚）

通　　年 ６，７００枚 （　６，７００枚）
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