
 

 

平 成 ３ ０ 年 度 

 

事  業  計  画  書 
                            

         

自 平成３０年 ４月 １日 

至 平成３１年 ３月３１日 

 

 

 

 

 

 

（一財）知多地区勤労者福祉サービスセンター 

 

 



　　

　　

　　

　　　①共済掛金

　　　　　　会員数（年間延人数）　　　　　　１２６，０００人　（月平均　　１０，５００人）

　　　　　　掛金（年額）　　　　　　　　　３０，７４４，０００円　（一人当たり月額２４４円）　　　　

休業 １４～５９日

休業 ６０～８９日

休業 ９０～１１９日

休業 １２０日以上

革実行計画」を策定した。「働き方」は「暮らし方」そのものである。

　中小企業勤労者の生活安定と福利厚生の向上を目的とした「わーくりぃ知多」は、「働き方」

「暮らし方」の改善を目指し、設立２０周年を迎える平成３０年度においても、記念事業を含めた

　給付事業を、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を契約して実施する。

の意見も生かしながら、福利厚生事業の更なる充実を図っていくこととする。

　　平成３０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

　我が国の経済をみると雇用・所得環境は改善の方向となり、緩やかな回復基調が続いている。

　しかし、個人消費及び民間設備投資は、所得、収益の伸びと比べ、力強さを欠いた状況とな

っている。こうした中で、国においては働き方についての改善を目指した検討を進め「働き方改

　　　②共済給付

給　付　事　由 　　給付金額（円） 見込件数（件）

効率的な運営と公益目的支出計画の適正な推進に努めるとともに、昨年度実施したアンケート

 １　在職中の生活安定に係る事業

　  （１）共済給付事業

　 互助の精神に基づき、会員とその家族に不幸があった場合の生活安定に重点を置いた共済

傷
病

1５，０００　　　　　 100

２０，０００　　　　　 25

３０，０００　　　　　 10

４０，０００　　　　　 20

障
が
い

交通事故 １，２５０，０００　以内　

本人７１歳未満 不慮の事故 ７５０，０００　以内　

疾病（重度障がい） ５００，０００　　　　　 7

交通事故 １，２５０，０００　以内　

本人７１歳以上 不慮の事故 ７５０，０００　以内　

疾病（重度障がい） ２５０，０００　　　　　

死
亡

交通事故 １，２５０，０００　　　　　

本人７１歳未満 不慮の事故 ７５０，０００　　　　　

260

疾病 ５００，０００　　　　　 13

交通事故 １，２５０，０００　　　　　

配　偶　者

本人７１歳以上 不慮の事故 ７５０，０００　　　　　

疾病 ２５０，０００　　　　　 8

１００，０００　　　　　 20

同居親族の死亡 ２０，０００　　　　　

子 ５０，０００　　　　　 3

親 １０，０００　　　　　

(433)

合　　　　計 469

住
宅
災
害

火災等 ５００，０００　　　　　 2

自然災害 １５０，０００　　　　　 1
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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

３，０００

※健康づくり助成券：あいち健康プラザが実施する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

　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、低廉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

推奨バスツアー

バスツアー（京都フリータイム）

潮干狩り大会

ハッピーフェスタ

社会見学ツアー

体験教室

ビーチランド　バーべキュー

いちご狩り

ボウリング大会

　ホテルランチ券

生活習慣病予防受診助成

（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

（　　５０人）

（２,０００人）

通　　年 ４，１３０人

24時間電話健康相談 通　　年 　 １００人年契約料 　２００，０００

(４,１００人）

（　１００人）

※健康づくり助成券 通　　年 ５０人

常備薬斡旋　 １０月 ２，０００人

健康増進ハイキングツアー ２月・４月 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

（　１６０人）

ライフプラン講座開催 年２回 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

夜間大学・定時制高校・
専門学校卒業祝金 通　　年 ２０, ０００ ５人　 （　５人）

ＮＨＫ学園受講助成 通　　年 ５, ０００ ３人　 （　３人）

大学公開講座等受講助成 通　　年 ３, ０００ ２０人　

 ５　余暇活動に係る事業

事業内容 実施時期 募集人員

（２０人）

通　　年 1,200人 　（１,８００人）

 １０月 500人   （　 ５００人）

４月～６月 0人 　（　　　０人）

８月・１２月 240人 　（　 ２４０人）

４月 300人   （　 ５４０人）

７月・１１月 220人 　（　 ２２０人）

５月 350人 　（　 ３５０人）

１月 1,000人 　（１,０００人）

３月 150人 　（　 １５０人）

通　　年 6,000人 　（７,２００人）
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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・Ｆ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

　  （１）全会員参加の事業　

毎月発行のニュースを利用した全会員が参加できる抽選会の実施

　  （２）自主企画事業の充実　

自主企画事業に２０周年記念予算の一部を使用し、より安価な参加費による事業の実施

　  （３）記念誌の発行　

　  （４）記念式典の開催　

　  （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４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、スマートフォン対応ページを作成する。

　  （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 １，０００枚 （　１，３００枚）

通　　年 ２００枚 （　　　４００枚）

事業内容 実施時期 対象数

４月 ～ ９月 １，１０４枚 （　1，０５６枚）

通　　年 ８，７００枚 （　８，０００枚）

各種施設利用助成券 通　　年 ６６，８７０枚 （６３，５００枚）

10月 ～ 5月 １，０００枚 （　１，０００枚）

 ６　設立２０周年記念事業

 ７　各種会議の開催

　  （２）理事会

７～８月 ３００枚 （　　　３００枚）

７～８月 １５０枚 （　　　２５０枚）

通　　年 ７，１７０枚 （　７，１５０枚）
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