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ⅠⅠⅠⅠ    センターの事業運営センターの事業運営センターの事業運営センターの事業運営    

平成 28 年度の事業運営にあたっては、福利厚生センター運営中期目標（第Ⅱ

期）〔平成 27 年３月策定〕及び平成 28 年度事業計画等に基づき、福利厚生事業

の新設や充実など、福利厚生センターの着実な事業運営に努めた。    
 

１．会員満足度重視の事業運営１．会員満足度重視の事業運営１．会員満足度重視の事業運営１．会員満足度重視の事業運営    

（１）ソウェルクラブ“クラブオフ”の普及、促進 

センターホームページにおいて、「クラブオフの都道府県別サービス一覧

（利用施設等）」を掲載するとともに、ホームページをはじめ、情報誌（各季

号）、パンフレットなどを通じて、クラブオフのサービス内容の紹介や登録方

法などを掲載し、全会員に対する普及・促進に努めた。 

 

（参 考）“クラブオフ”登録会員数：13,280 人（平成 29 年３月末現在） 

【登録率：5．2％】 

 

（２）非常勤職員を対象としたサービスコースの普及 

福祉現場に今や欠かせない非常勤職員を対象としたサービスコースを平成

26 年度に創設したが、このコースの加入者の推進を図るため、ホームページ

に同コースの案内を掲載するとともにパンフレット等により周知した。 

また、未加入法人に対する加入勧奨時においても、福利厚生サービス内容

の説明にあわせ、同コースの説明を行った。 

 

（３）福利厚生事業の充実等 

ア 給付の新設 

福利厚生事業の一層の充実を図る観点から、会員からの要望が特に多か

った次のサービスを創設し、平成 28 年４月から実施した。 

◇ 長期勤続者退職慰労記念品贈呈事業の創設 

（対  象）同一法人に通算して 35 年以上勤務する者であって、退職

する第１種会員 

    

◇ 永年勤続記念品贈呈事業の対象者の拡大 

（対  象）同一法人に通算して勤続満５年を迎えた第２種会員につい

ても贈呈対象に拡大 

（特別措置）平成 28 年度に限り、遡って 26 年度、27 年度に会員であ

って、その前年度に満５年勤続となった者も贈呈対象とした。 

 

 



イ お祝品贈呈事業の贈呈品目の充実 

結婚、出産及び入学のお祝贈呈事業の贈呈品目については、これまでの

全国百貨店共通商品券・UC ギフト券の２種類に加え、平成 28 年４月から

インターネットにより、多種多様な商品を全国どこからでも注文でき、全

国どこへでも配送してもらえる「Amazon ギフト券」を新たに導入し、会

員の使い勝手を飛躍的に向上させた。 

 

ウ 講習会の充実等 

28 年度においては、従来実施している講習科目に加え、ディズニーアカデ

ミーも講習科目とし、会員から好評を得た。 

 

なお、コンプライアンス講習については、パソコン講習（27 年度から導入）

と同様に、従来の集合型の講習会から全国どこの会員でも受講しやすいイン

ターネットを利用した講習（ｅラーニング）に変更し、これにより受講者数

の大幅な枠が確保できた。 

 

＊講習会種類：接遇（２回）、レクリーダー養成（２回）、広報（２回） 

メンタルヘルス（２回）、OJT スキルアップ（１回） 

ディズニーアカデミー（２回） 

パソコン（e-ラーニング）、コンプライアンス（e-ラーニング） 

 

＊開 催 地：東京都、大阪府、千葉県 

 

また、都道府県事務局が開催する地方講習会は、次のとおり、開催された。 

 

◇ レクリーダー養成講習会（三重県）、◇ 広報講習会（北海道、福井県） 

◇ 接遇講習会（北海道、山形県、岐阜県、愛媛県、沖縄県） 

◇ メンタルヘルス（北海道、青森県、山形県、富山県、愛知県、山口県、 

沖縄県） 

 

エ 新規提携サービスの開発 

28 年度に都道府県事務局において、次のとおりホテル、飲食、レジャー

施設等に関する多数の各種優待割引サービスが開発された。 

 

事務局＜提携先＞ 提携事項 会員特典 

北海道 

＜（有）ブラザーズ＞ 

 

飲食店 

・アイス１品又はドリンク 1 杯をサービス 

（会員と同行者１名） 



青森県 

＜（株）一心亭＞ 

＜（株）青森ワシントン

ホテル三十三間堂＞ 

＜（有）尾形精肉店＞ 

 

飲食店 

飲食店 

 

飲食店 

 

・飲食料金〔５％割引〕（1 グループ全員対象） 

・飲食料金〔10％割引〕 

 

・ソフトドリンク又はデザートサービス 

新潟県 

＜（有）三好荘＞ 

 

旅 館 

 

・宿泊料金〔30％割引〕 

山梨県 

＜エイベックス・ライブ・

クリエイティブ（株）＞ 

 

チ ケ ッ ト

販売 

 

・チケット優先販売、公演チケット〔最大 50％

割引〕、・出演者との記念撮影会等 

三重県 

＜（株）日本外食シス

テム開発＞ 

 

飲食店 

 

・花束サラダをサービス（利用人数に応じ） 

 

滋賀県 

＜（株）アヤハレークサイ

ドホテル「八風の湯」＞ 

 

温 泉 

・入館料割引 

〔大人（平日）1,300 円⇒1,000 円、 

（休日）1,500 円⇒1,200 円〕 

愛媛県 

＜風の博物館・歌麿館＞ 

＜高田引越センター＞ 

＜（株）ファースト＞ 

＜（株）ヒーリング・

ジャパン＞ 

＜犬の美容室・ペットホテ

ルドック・ディーバ＞ 

＜木のもの屋「森羅」＞ 

＜鉄板焼きダイニン

グ「いちご」＞ 

＜鉄板焼きダイニン

グ「IRODORI」＞ 

 

博物館 

引越し 

カラオケ 

マッサージ 

 

ペ ッ ト ホ

テル 

販 売 

飲食店 

 

飲食店 

 

・入館料〔10％割引〕 

・引越代金〔10％割引〕 

・利用料金〔10％割引〕 

・利用料金〔10％割引〕 

 

・利用料金〔10％割引〕 

 

・利用料金〔10％割引〕 

・利用料金〔10％割引〕 

 

・利用料金〔10％割引〕 

 

佐賀県 

＜（株）三瀬ルベール

牧場「どんぐり村」＞ 

 

テ ー マ パ

ーク 

 

・入園料金〔50 円割引（4 名様まで）〕、 

全商品〔10％割引〕 

熊本県 

＜（株）望蘇閣＞ 

＜ホテルニューオー

タニ熊本（株）＞ 

 

ホテル 

ホテル 

 

・基本宿泊料割引〔12,000 円⇒10,000 円〕 

・基本宿泊料：20％割引 

・ブライダル（新郎・新婦当日宿泊サービス等） 

 



２．２．２．２．各種会議等の開催各種会議等の開催各種会議等の開催各種会議等の開催状況状況状況状況    

（１）評議員会及び理事会の開催 

平成 27 年度事業報告及び決算、運営中期目標（第Ⅱ期）に基づく平成 29

年度事業計画及び予算等について審議するため、次のとおり開催した。 

ア 第１回 

≪日 時≫ 平成 28 年４月１日（月）1５時～16 時 

≪場 所≫ 法曹会館 

≪議 案≫ 理事長の互選、理事長の職務代理者の指名 等 

 

イ 第２回 

≪日 時≫ 平成 28 年５月 23 日（月）14 時～16 時 

≪場 所≫ 法曹会館 

≪議 案≫ 平成 27 年度事業報告及び決算、評議員の選任の同意 等 

 

ウ 第３回 

≪日 時≫ 平成 28 年 12 月 1 日（木）14 時～16 時 

≪場 所≫ 法曹会館 

≪議 案≫ 定款及び定款細則の一部改正、評議員選任・解任委員会の設置、

新評議員候補者の選任、監事監査規程、資金運用規程、役員の選

任、評議員の選任の同意、報告事項 等 

 

エ 第４回 

≪日 時≫ 平成 29 年 3 月 13 日（月）14 時～16 時 

≪場 所≫ 法曹会館 

≪議 案≫》 平成 29 年度事業計画及び予算、報告事項 等 

 

（２）評議員選任・解任委員会の開催 

29 年４月以降の新たな評議員を選任するため、次のとおり開催した。 

≪日 時≫ 平成 29 年３月３日（金）14 時 30 分～15 時 30 分 

≪場 所≫ 福利厚生センター 

≪議 案≫ 新評議員の選任 等 

    

（３）監事監査及び明神監査法人による監査の実施 

平成 28 年５月 18 日（水）に、平成 27 年度の業務執行状況及び法人の

財産状況における監事監査が実施された。 

また、明神監査法人による期中監査（平成 28 年 11 月、12 月、平成 29

年２月、３月）及び期末監査（平成 29 年 4 月、5 月）が実施された。 

 



（４）福利厚生センター全国連絡会議等の開催 

都道府県事務局との連携を強化し、福利厚生事業の円滑な推進を図るため、

次のとおり、センターの事業説明及び打合せ等を実施した。 

ア 新任担当者研修会 

≪日 時≫ 平成 28 年４月 22 日（金）13 時 30 分～16 時 30 分 

≪場 所≫ 福利厚生センター 

≪出席者≫ 21 名 

≪議 題≫ 福利厚生センターの概要、平成 28 年度事業運営、都道府

県事務局の業務 等 

 

イ 全国連絡会議 

≪日 時≫ 平成 28 年６月 20 日（月）13 時 30 分～16 時 30 分 

≪場 所≫ 連合会館 

≪出席者≫ 43 名 

≪議 題≫ 平成 28 年度事業計画、平成 28 年度事業実施上の留意点、

グループ別意見交換 等 

 

３３３３．．．．社会福祉法の一部改正に伴う対応状況社会福祉法の一部改正に伴う対応状況社会福祉法の一部改正に伴う対応状況社会福祉法の一部改正に伴う対応状況    

（１）加入対象事業の拡大への対応 

平成 28 年４月から介護人材の確保推進のため、社会福祉法が一部改正され、

新たに有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護事業所）や医療系の介護保険

施設・事業（訪問看護、訪問リハビリ、介護老人保健施設、介護療養型医療施

設）等社会福祉事業以外の介護保険事業が、加入対象事業に追加されたので、

加入促進に向けた以下の対応を行った。 

 

ア 都道府県事務局に対する周知 

業務受託団体である都道府県事務局に対して、事務連絡により新規加入対

象事業等を周知（平成 28 年４月１日）するとともに、加入対象事業の拡大

に伴う事務局の業務内容についても周知した。（平成 28 年４月 26 日） 

 

イ 介護団体に対する周知、協力依頼 

新規加入対象事業の広報活動として、次の主な介護団体に対し、センター

の事業説明及び加入に向けた協力要請を行った。（平成 28 年３月） 

・ 全国老人保健施設協会、全国訪問看護事業協会、日本看護協会、 

全国特定施設事業者協議会、全国有料老人ホーム協会 

 

また、上記以外の次の介護団体に対しても、加入に向けた協力のご案内及

びパンフレットを送付した。（平成 28 年６月 21 日） 



・ 日本訪問看護財団、訪問看護支援協会、日本介護支援専門員協会、 

日本訪問リハビリテーション協会、全国デイ・ケア協会、 

日本介護支援協会、日本医療法人協会、全日本病院協会 

 

さらに、新規加入対象となった主な施設・事業所に対して、ダイレクトメ

ールを送付した。（12 月６日～８日） 

    

（２）財務諸表等書類の備置き・閲覧の整備及び公表 

社会福祉法の一部改正を踏まえ、法令等に定められた財務諸表等の書類を事

務所に備置き・閲覧するための整備、管理を行うとともにホームページにより

公表を行った。 

 

（３）社会福祉法の一部改正に伴う諸準備（29 年度施行分） 

厚生労働省から 11 月 11 日に発出された政省令、各種通知等を踏まえ、下

記の事項について、適切な対応を行うための諸準備を行った。 

 

ア 定款及び定款細則の一部改正（29 年４月１日施行に関する事項） 

・ モデル定款例に即し、定款等の一部改正を行った。 

 

イ 新評議員の選任 

・ 定款変更の承認後、29 年 3 月 3 日に「評議員選任・解任委員会」を開

催し、29 年 4 月以降の新評議員を選任した。 

 

ウ 各種規程の策定 

・ 社会福祉法の一部改正に必要な次の各種規程を策定した。 

≪各種規程≫ 

◇ 評議員選任・解任委員会規程、監事監査規程、資金運用規程 

    

    

    

    

    

    



ⅡⅡⅡⅡ    会員の拡大会員の拡大会員の拡大会員の拡大    

平成 28 年度の会員数（暫定会員を含む。）については、介護報酬の引下げ（27 

年度から 3 年間）や障害者施設の職員退職金の公費負担の廃止（28 年度）による

減少が懸念されたが、新規加入法人や既加入法人内での増員により、全体としては

増加し、28 年度末には 258,228 人となり、目標会員数（260 千人）には達して

いないものの、目標会員数の 99.３％を確保した。 

平成 27 年度会員数（250,909 人）と比較して、7,319 人の増加で、伸率は

2.9％となっている。 

 

≪会員数 258,228 人（平成 29 年３月末現在）≫ 

（内 訳） 

・ 第１種契約対象職員（原則常勤職員、非常勤職員も可）  208,039 人 

・ 第２種契約対象職員（非常勤職員のみ）          6,676 人 

・ 特例契約対象職員（北海道共済会加入の一括会員）    42,183 人 

・ 暫定契約職員                     1,330 人 

 

なお、会員拡大に向けた具体的な諸活動の実施状況は、次のとおりである。 

 

1111．認知度向上のための取組状況．認知度向上のための取組状況．認知度向上のための取組状況．認知度向上のための取組状況    

（１）大会・研修会等におけるパンフレットの配布 

福祉関係団体及び都道府県事務局の協力を得て、下記の大会や研修会等に

おいて、パンフレットを配布・周知することにより、福利厚生センターの認

知度の向上に努めた。 

・ 経営セミナー（福祉医療機構）【28 年７月～29 年 1 月≪10 回≫】 

・ 民間社会福祉施設職員合宿研修会（社会福祉振興・試験センター） 

【28 年７月～11 月≪3 回≫】 

・ 福祉人材センター全国会議（全国社会福祉協議会）【28 年 9 月】 

・ 経営者大会（全国社会福祉施設経営者協議会）【28 年 9 月】 

・ 全国社会福祉軟式野球大会（全国社会福祉軟式野球連盟）【28 年 10 月】 

・ 保育所長等研修会（日本保育協会）【28 年 10 月～29 年２月≪６回≫】 

・ 人材マネジメント塾、管理者（職）研修会（全国老人保健施設協会） 

【28 年 10 月～29 年 1 月≪3 回≫】 

 

（２）ダイレクトメールの送付 

福利厚生制度のさらなる普及・促進を図るため、平成 28 年 12 月 6 日か

ら 8 日にかけて、全ての未加入社会福祉法人（15,000 法人）に対し、ダイ

レクトメールを送付した。 



また、平成 28 年度から当センターの新規加入対象事業となった介護老人

保健施設（2,331 施設）や有料老人ホーム（550 事業所）に対しても、新

たに送付し、福利厚生センターの認知度の向上に努めた。 

 

（３）福祉関係機関誌への広告の掲載 

平成 28 年度においては、次の福祉関係機関誌に定期的な広告掲載を行っ 

た。                       【10 誌、延 31 回】 

 

（福祉関係機関誌） 

・ 月刊福祉、WAM、経営協、福祉施設士、日本介護福祉士ニュース、

リハビリテーション、ノーマライゼーション、戸山サンライズ、 

保育界、ホームヘルパー 

 

（４）事業説明会の開催 

ア 都道府県事務局が実施する退職共済制度や福利厚生制度の事業説明会など

の機会を活用し、次の事務局において、福利厚生センターの事業説明やリー

フレットの配布を行った。 

※ 愛媛県≪3 ブロック≫（１月～2 月）、岡山県（２月）、群馬県（３月） 

 

イ 全国社会福祉協議会主催の「福祉人材センター全国会議（９月）」を活用し、

福利厚生センターの事業説明及び加入拡大に向けた協力要請を行った。 

また、「全国の認定こども園会議（鹿児島県、９月）」においても、福利厚 

生センターの事業説明等を行った。 

    

２．２．２．２．福利厚生センターによる加入等促進活動の福利厚生センターによる加入等促進活動の福利厚生センターによる加入等促進活動の福利厚生センターによる加入等促進活動の取組取組取組取組状況（状況（状況（状況（事務局との合同事務局との合同事務局との合同事務局との合同を含む）を含む）を含む）を含む）    

（１）未加入法人に対する個別訪問 

加入勧奨を目的とする未加入法人へ都道府県事務局との合同で、101 法人

等（18 都県）を訪問し、福利厚生サービスの内容等の説明を行った。 

 

※ 18 都県（宮城県、秋田県、福島県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、 

神奈川県、新潟県、石川県、静岡県、滋賀県、奈良県、香川県、

愛媛県、福岡県、大分県、鹿児島県） 

 

（２）既加入法人に対する個別訪問 

退会防止対策の一環として、理事長が前年度に引き続き、既加入法人（会

員 50 人～100 人規模）のうち、下記の 54 法人（老人及び障害）に対して、

個別訪問を行い、福利厚生サービスや“クラブオフ”の活用方策などの周知

を行った。 



併せて、退職手当の公費助成の廃止や介護報酬引き下げによる影響の実態

把握も行った。 

≪訪問法人数【54 法人（老人関係 33 法人、障害関係 21 法人≫ 

【12 県（青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、静岡県、愛知県、 

岐阜県、三重県、広島県、福岡県、佐賀県）】 

 

また、センター職員が、既加入法人（広島県）からの要請により、福利厚

生サービスの活用方策などの説明を行った。 

    

３．都道府県事務局による加入等促進活動の取組３．都道府県事務局による加入等促進活動の取組３．都道府県事務局による加入等促進活動の取組３．都道府県事務局による加入等促進活動の取組状況状況状況状況    

加入勧奨などを目的として、30 都県事務局において、335 の未加入法人に

対する個別訪問を行い、福利厚生サービスの内容等の説明が行われ、また、20

都道県事務局で 150 の既加入法人に対する個別訪問が行われた。 


