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事事事事業報告書関連資料 



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    

2019 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〕

（2015 年３月策定）及び 2019 年度事業計画等に基づき、福利厚生事業の充実な

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・利用促進 

センターのホームページに、「クラブオフの都道府県別サービス一覧（利用施設

等）」を掲載しているほか、情報誌や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・利用促進に努めた。 

（参 考）“クラブオフ”登録会員数：16,198 人（2020 年３月末現在）    

【登録率：6.0％】    

 

（２）非常勤職員を対象としたサービスコースの普及 

2014 年度に創設した非常勤職員を対象としたサービス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

等にあわせ、同コースの説明を行った。 

 

（３）福利厚生事業の充実等 

ア 講習会の充実等 

2019 年度においては、従来の集合型の講習会に加え、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）として、 

パソコン講習（2015 年度実施）及びコンプライアンス講習（2016 年度実 

施）並びにメンタルヘルス講習（201７年度実施）を引き続き行い、これに 

より受講者数の大幅な枠が確保できた。 

なお、2016 年度から再開実施しているディズニーアカデミーは、講習会の

中でも会員から特に好評を得ており、2019 年度は 4 回実施した。 

 

＊講習会種類：接遇（３回）、レクリーダー養成（１回）、広報（２回） 

メンタルヘルス（３回）、OJT スキルアップ（２回） 

ディズニーアカデミー（４回） 

e-ラーニング（パソコン、コンプライアンス、メンタルヘルス） 

＊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、実施された。 

 

◇ レクリーダー養成講習会（三重県） 

◇ 広報講習会（北海道（２回）） 

◇ 接遇講習会（北海道（２回）、山形県、沖縄県） 

◇ メンタルヘルス講習会（北海道、青森県、山形県、岐阜県、愛知県、 

山口県、沖縄県） 

◇ アンガーマネジメント講習会（福井県） 

 

イ 健康生活用品給付事業等の給付品目の入替え 

健康生活用品給付事業、永年勤続記念品贈呈事業並びに資格取得記念品 

贈呈事業については、会員ニーズに応じて給付品目の追加及び入替えを行い、 

会員の満足度を高めた。 

本年度の健康生活用品給付事業は、高輝度ランタン＆ライトに人気が集ま 

り、１万 4 千人以上の会員から申込みがあった。 

また、2019 年 4 月より資格取得記念品贈呈事業の対象資格に「公認心理 

師」を追加し、ソウェルクラブニュース（4/10 号外）で各法人へ周知した。 

 

ウ 海外研修の実施    

次の 2 コース〔各コースの募集定員は 20 名〕を 10 月及び 11 月に実施 

し、海外研修報告書を作成した。 

なお、海外研修については、ヨーロッパ諸国での、イスラム過激派組織等によ

る無差別テロ事件が発生している状況に鑑み、実施地域をオーストラリア、ニュ

ージーランドとしていたが、テロの脅威が解消されたため、2019 年度より従

来同様、ドイツ、オランダでの海外研修を実施した。 

 

◇ Ａコース（児童・障害分野）〔10／2３～１０／30〕 

・ ドイツ、オランダ（19 名参加） 

◇ Ｂコース（老人分野）〔11／14～11／20〕 

・ オランダ、ドイツ（17 名参加） 

 

エ 新規サービスの開発    

201９年度にセンターは、次の会社と新たな優待割引契約を締結した。 

（ア）合同会社 DMM.com＜オンライン英会話＞ 

・レッスン受講料入会から３か月間２０％割引 

 

（イ）Apaman Network 株式会社（アパマンショップ）＜不動産賃貸仲介業＞ 

・成約時仲介手数料 3０％割引 



また、都道府県事務局においても、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。 

 

（ア）埼玉県事務局 

◇（株）ローソンエンターテイメント＜チケット販売＞ 

・ローソン及びミニストップでのチケット購入の際に係る手数料無料 

 

（イ）愛媛県事務局 

提携相手先 提携事項 会員特典 

(一財）休暇村協会 

[休暇村 瀬戸内東予] 

日帰り 

温泉 
入浴料金(大人：500 円⇒400 円) 

Fun Space（株） 

[ウェルサンピア伊予 

大浴場伊豫の湯] 

日帰り 

温泉 入浴料金 100 円割引 

(株）三陽印子 

[天然の湯 いよ温泉] 

日帰り 

温泉 
オリジナルタオル無料プレゼント 

(株）三実 

[美湯のやかた夢寛歩道後] 

日帰り 

温泉 
入浴料金 50 円割引 

NPO 法人ﾊｰﾄ in ﾊｰﾄ 

なんぐん市場 

[山出憩いの里温泉] 

日帰り 

温泉 入浴料金 100 円割引) 

 

（ウ）北海道事務局 

◇（株）大江本家＜宿泊施設＞ 

・ 特別価格（宿泊プランの 10％割引）１，０００円割引き 

◇（株）日本ハムファイターズ＜チケット販売＞ 

・ 日本ハムファイターズのプロ野球チケット購入の際に係る割引購入 

 

（エ）愛知県事務局 

◇ （株）ジェイアール東海ホテルズ ＜ホテル＞ 

・ 「名古屋マリオットアソシア」内『オールデイダイニング パーゴラ』 

 ブッフェ利用時にホームページ掲載料金から 5％割引 

◇ ストリングスホテル名古屋 ＜飲食業＞ 

・ ホテル内『シェフズライブキッチン』通常料金から 10％割引 

◇（株）アサンテ＜ハウスアメニティ(シロアリ防除)＞ 

・ シロアリ及び湿気対策 10％割引他 

 



（オ）富山県事務局 

◇（株）富山エクセルホテル東急 ＜飲食業＞ 

・ 直営レストラン「リコモンテ」にて『食事代金から５％割引』 

（カ）新潟県事務局 

◇（株）スマイルリゾート ＜サービス業＞ 

 ・ 既契約県内 5 スキー場と新規の長野県スキー場を一括契約に変更 

施設名 会員特典 

舞子スノーリゾート １day パス(大人) 5,000 円→3,800 円他 

湯沢中里スノーリゾート リフト１日券(大人)4,500円→3,600 円他 

ムイカスノーリゾート リフト１日券(大人)4,000円→3,100 円他 

ニノックススノーパーク リフト１日券(大人)4,200円→3,４00 円他 

キューピットバレイ リフト１日券(大人)4,300円→3,４00 円他 

車山高原 SKYPARK スキー

場（長野県） 
リフト１日券(大人)4,800円→3,500 円他 

 

オ 事務処理体制の改善    

会員の年度途中の加入、退会、異動情報を報告する書類を、ホームページ 

からダウンロードできるようにするとともに、Web から直接申請できるよう 

に会員管理システムを改善した。 

    

２２２２．．．．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）評議員会の開催 

2018 年度決算等を審議するため、次のとおり開催した。 

ア 第１回 

≪日 時≫ 2019 年６月 19 日（金）14 時～15 時 

≪場 所≫ 福利厚生センター 

≪議 案≫ ①2018 年度決算 

      ②理事及び監事の選任 

≪報 告≫ 2018 年度事業報告 

 

イ 第２回 

≪日 時≫ 2019 年 11 月 29 日（金）14 時～15 時 

≪場 所≫ 福利厚生センター 

≪議 案≫ 理事の選任 

≪報 告≫ ①201９年度運営状況（上半期） 

      ②2019 年度ソウェルクラブサービス利用状況等調査 



（２）理事会の開催 

2018 年度事業報告、決算、2019 年度から 5 年間の運営中期目標（第Ⅲ期 

2019 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≫ 2019 年 6 月 4 日（月）14 時～15 時 

≪場 所≫ 福利厚生センター 

≪議 案≫ ①2018 年度事業報告及び決算、②定時評議員会の日時及び場所 

並びに議事に付すべき事項の決定（2018 年度決算）、（報告： 

2018 年度事業報告） 

≪報 告≫ 理事長及び常務理事の職務の執行状況（2019 年３月～５月） 

 

イ 第２回 

≪日 時≫ 2019 年７月４日（木）14 時～15 時 

≪場 所≫ 福利厚生センター 

≪議 案≫ ①理事長及び常務理事の選任、②福利厚生事業の見直し 

 

ウ 第３回 

≪日 時≫ 2019 年 11 月 14 日（木）14 時～15 時 

≪場 所≫ 福利厚生センター 

≪議 案≫ ①評議員候補者の選任、②評議員会の日時及び場所並びに議事に付 

すべき事項の決定（理事の選任等） 

≪報 告≫ ①理事長及び常務理事の職務の執行状況（2019 年 6 月～10 月） 

②2019 年度運営状況（上半期） 

③2019 年度ソウェルクラブサービス利用状況等調査結果 

 

エ 第４回 

≪日 時≫ 2020 年 3 月 23 日（月）14 時～15 時 

≪場 所≫ 福利厚生センター 

≪議 案≫ ①運営中期目標（第三期）、②2020 年度事業計画 

③2020 年度予算 

≪報 告≫ 理事長及び常務理事の職務の執行状況 

 

※ 上記の議案については、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、役員の移動や

会議室での開催には感染のリスクがあることから、定款第２７条第２項に基づく

理事全員の書面同意による決議を得ることとした。 

このため、3 月 11 日に、理事長から各理事に対し、議案書による提案を行

い、当該提案について 3 月 23 日に理事全員から書面による同意の意思表示を

得たので、理事会の議決があったものとみなされた。 



（３）評議員選任・解任委員会の開催 

評議員の退任に伴い、新たな評議員を選任するため、次のとおり開催した。 

○ 第１回 

≪日 時≫ 2019 年 11 月 25 日（月）14 時～15 時 

≪場 所≫ 福利厚生センター 

≪議 案≫ ①議長の選出、②評議員の選任 

≪報 告≫ 2019 年度ソウェルクラブサービス利用状況等調査結果 

 

（4）監事監査及び明神監査法人による監査の実施 

2019 年 5 月 24 日（金）に、2018 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末監査（2019 年４月、５月）が実施された。 

 

（5）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より強化し、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≫ 2019 年４月 19 日（金）13 時 30 分～16 時 30 分 

≪場 所≫ 福利厚生センター 

≪出席者≫ 18 名 

≪議 題≫ 福利厚生センターの概要、2019 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≫ 2019 年 7 月 19 日（金）13 時 30 分～16 時 30 分 

≪場 所≫ 連合会館 

≪出席者≫ 43 名 

≪議 題≫ 2019 年度事業計画、2019 年度事業実施上の留意点 

グループ別意見交換 等 

    

３３３３．．．．財務諸表等計算書類の備置き・閲覧の整備及び公表財務諸表等計算書類の備置き・閲覧の整備及び公表財務諸表等計算書類の備置き・閲覧の整備及び公表財務諸表等計算書類の備置き・閲覧の整備及び公表 

社会福祉法の改正を踏まえ、法令等に定められた財務諸表等の計算書類を 

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。 

 

 



ⅡⅡⅡⅡ    会員の拡大会員の拡大会員の拡大会員の拡大    

2019 年度の会員数（暫定会員を含む。）は、新規加入者数が退会会員数を上回

り、加えて既加入法人内での増員もあり、2020 年３月末における会員数は、 

目標会員数（287 千人）には達していないものの、目標会員数の 94.3％となる

270,762 人となっている。 

 

≪会員数 270,762 人（2019 年度末現在）≫ 

（内 訳）    

・ 第１種契約対象職員（原則常勤職員、非常勤職員も可） 217,067 人 

・ 第２種契約対象職員（非常勤職員のみ）          8,442 人 

・ 特例契約対象職員（北海道共済会加入の一括会員）     44,468 人 

・ 暫定契約職員                      785 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、次の大会や研修会等におい 

てパンフレット等を配布・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）【2019 年７月～2020 年 1 月〔10 回〕】 

・ 施設長認定講習会（全国社会福祉協議会ロフォス湘南中央学院） 

【2019 年 4 月～2020 年 3 月〔随時〕】 

・ 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） 

【2019 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）【2019 年 9 月】 

・ 都道府県経営協セミナー前期・後期（全国社会福祉施設経営者協議会） 

【2019 年 7 月～8 月、12 月～2020 年 2 月】 

    ・ 全国社会福祉法人経営者大会（全国社会福祉法人経営者協議会） 

【2019 年 9 月〔１回〕】 

・ 全国社会福祉軟式野球大会（全国社会福祉軟式野球連盟） 

【2019 年 9 月（北海道）】 

・ 初任保育所長等研修会（日本保育協会） 

【2019 年 10 月～2020 年２月〔６回〕】 

 

 

 



（2）未加入社会福祉法人等に対する加入案内等の送付 

福利厚生制度の普及・促進を図るため、次の未加入社会福祉法人等に対し、 

パンフレット等を同封した加入案内等を送付し、会員の拡大に努めた。 

・ 過去２年以内に資料請求のあった法人へパンフレット発送（123 法人） 

【2019 年 7 月】 

・ 福利厚生制度の普及・促進を図るため、次の法人等に対し、加入案内等を

11 月中旬に送付し、会員の拡大に努めた。 

≪送付先≫ 

◇ 認可後 3 年程度の新設社会福祉法人（495 法人） 

◇ 老人保健施設、有料老人ホーム（349 事業所） 

◇ グループホームを経営している民間事業者（株式会社等）、ＮＰＯ法人、

医療法人（327 事業所） 

 

（３）チラシの作成、配布 

センターの福利厚生サービスの周知及び加入促進活動に資するため、前年度 

に引き続き、次のチラシを作成し、福祉関係者等に配布するなど活用した。 

≪チラシの内容≫ 

・ 会員のライフスタイルに応じたソウェルクラブのサービス内容一覧 

・ ソウェル団体保険のご案内 

（割安な保険料、簡便な加入手続き、柔軟な見直しが可能等） 

 

（４）福祉関係機関誌への広告の掲載 

2019 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。 

【9 誌、延 24 回掲載】 

≪福祉関係機関誌≫ 

・ 月刊福祉、WAM、経営協、老施協、福祉施設士、日本介護福祉士ニュー

ス、戸山サンライズ、保育界、地域ケアリング、ホームヘルパー 

 

（５）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研修会や福利厚生制度の事業説明会な

どを活用し、次の事務局において、ソウェルクラブの事業説明やリーフレット

などの配布を行った。 

・ 群馬県（2019 年 11 月）、岡山県、愛媛県、埼玉県（2020 年 2 月） 

 

イ 福祉人材センター全国会議（全国社会福祉協議会主催）において、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。（９月） 

    

    



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

（１）未加入法人に対する個別訪問 

加入勧奨を目的として、都府県事務局と合同で、６０の未加入法人等を訪問 

し、福利厚生サービスの内容等の説明を行った。 

    

≪11 府県：福島県、栃木県、埼玉県、新潟県、長野県、石川県、静岡県、 

和歌山県、鳥取県、香川県、愛媛県≫ 

 

また、未加入法人（東京都）からの要請により、センター職員が単独で出向 

き（３月）、福利厚生サービスの内容等の説明を行った。    

 

 

（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、理事長が既加入法人（会員数 100 人以上） 

   のうち、下記の 22 法人（障害、介護、児童、社会福祉協議会）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上げによる影響の実情 

把握も行った。 

 

【5 県：茨城県、栃木県（２回）、群馬県、埼玉県（２回）、富山県】 

≪訪問法人数：22 法人 

（内訳：老人 6 法人、障害 6 法人、保育 8 法人、その他 2 法人）≫ 

 

また、既加入法人からの要請により大阪府に出向き（３月）、福利厚生サービ 

スの内容等の説明を行った。    

    

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

加入勧奨などを目的として、25 都府県事務局において、254 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、21 

道県事務局で 119 の既加入法人に対する個別訪問が行われた。    

 



Ⅲ　福利厚生事業の実施Ⅲ　福利厚生事業の実施Ⅲ　福利厚生事業の実施Ⅲ　福利厚生事業の実施

　　・第１種契約対象職員（原則常勤役職員、非常勤職員も加入可）・・・・第１種会員

　　・第２種契約対象職員（非常勤職員を対象）・・・・・・・・・・・・・第２種会員

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

１．健康支援事業１．健康支援事業１．健康支援事業１．健康支援事業 　

（１）生活習慣病予防健診費用助成事業（１）生活習慣病予防健診費用助成事業（１）生活習慣病予防健診費用助成事業（１）生活習慣病予防健診費用助成事業（利用対象者：第１種会員）

 　　 

　　

      　その助成状況は次のとおりである。

 助　成　人　数 人 人

人 人

 助　成　金　額 千円 千円

【参考】

　　＊会員数（第１種会員） 人 人

うち、30歳以上の会員数 人（83.4%）

男性 人 人

女性 人 人

　　　助成法人数 法人 法人

＊会員数（第１種会員）は、2018年度の掛金を納付した会員数である。

（参考） 第1種会員のうち３０歳以上の占める割合と受診率の推移（受診年度ベース）

受診率＝健診費用助成人数／30歳以上の第1種会員数

　福利厚生契約に基づき、会員の福利厚生の増進を図るための健康支援事業、余暇支援事業、
生活支援事業、啓発支援事業、その他の支援事業を着実に実施した。

　また、幅広い分野で数多くの割安なサービスをそろえたソウェルクラブ“クラブオフ”の利
用の普及・促進に努めた。

　2014年度から非常勤職員（第２種契約対象職員）向けサービスコースを開始しているが、
利用サービスが限定される点を明確にするため、事業名毎に対象となる会員種別を明記した。

　会員の健康の保持・増進に資するため、生活習慣病等の早期発見を目的として30歳以上
の会員を対象に生活習慣病予防健診費用の助成を行った。

区　　　　　分

181,058

うち、乳・子宮がん受診者数

97.0% 136,662

31,222

125,362

2019年度

79.8% 82.8% 83.5% 84.1% 82.9% 83.4%

受診率

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

前年度実績

（30歳以上会員に対する助成率） 73.2%

24.3%

515,354

（30歳以上女性に対する助成率）

217,067

男女内訳
55,696

539,673

215,289

(76.6%)

(25.2%)

30,442

102.3%

101.1%

178,392人（82.9％）

2019年度実績 前年度比

132,615

97.5%

95.5%

100.8%

100.6%

106.5%

54,432

123,960

3,525

2014年度年　度

65.8% 66.1%

3,310

67.6% 66.2% 71.1%

助成金申請が翌年
度へ繰り越される
法人があるため未
確定

30歳以上第1
種会員の割合



（２）健康生活用品給付事業（２）健康生活用品給付事業（２）健康生活用品給付事業（２）健康生活用品給付事業（利用対象者：全会員）

　

　　

　　

　　　

　  　　

   　 

  　

  　

  　　　その給付品の内訳は、次のとおりである。

　　　 （構成比）

1 　高輝度 COB ランタン＆ライト （ 5.4% ）

2 　細切り讃岐うどん（10袋セット) （ 5.1% ）

3 　ＩＨ対応フライパン＆雪平鍋18cm （ 4.8% ）

4 　珪藻土バスマット Lサイズ （ 4.3% ）

5 　ビーフカレー（10食セット） （ 4.0% ）

6 ＊CAPTEIN　STAG　折りたためるステップ （ 3.9% ）

7 ＊真空断熱ステンレスタンブラー2個セット （ 3.9% ）

8 　CAPTAIN STAGシュラフ （ 3.9% ）

9 　ピーコック ワンタッチマグボトル（0.5L） （ 3.3% ）

10 　電波デジタル目覚まし時計（スヌーピー） （ 3.1% ）

11 ＊ハンドチョッパー （ 3.0% ）

12    ご当地ラーメン味比べ（9袋セット） （ 2.9% ）

13 　紀州南高梅　梅干しセット（蜂蜜・しそ漬け） （ 2.9% ）

14 　マーテンス ゾーリンゲン包丁２点セット （ 2.8% ）

15 　グリル活用角型パン１７×２２cm （ 2.6% ）

16    電気ケトル 1L （ 2.6% ）

17 　オムロン 電子体温計 けんおんくん （ 2.6% ）

18 　煮込みハンバーグ（7袋セット） （ 2.6% ）

19 ＊ステンレスボール＆パンチングザル５個セット　 （ 2.6% ）

20 　IH対応 温度計付フライドパン２２cm （ 2.5% ）

21 　竹炭入り低反発ウレタン枕 （ 2.3% ）

22 　寿司屋の焼海苔(全形5枚入 ８袋) （ 2.3% ）

23 　IH対応 ステンレス片手鍋 18cmザル付き （ 2.2% ）

24 　IH対応 ホットサンドメーカー （ 2.2% ）

25 　陳健一IH対応北京鍋２８cm 木べら付 （ 2.1% ）

26 ＊コンパクトランチポット３００ml （ 2.0% ）

27 　タニタデジタルクッキングスケール （ 1.9% ）

28 　ガラス体重計 （ 1.7% ）

29 　IH対応片手ミニ蒸し兼用ダブルパン １８cm （ 1.6% ）

30 　オムロン 音波式電動歯ブラシ （ 1.6% ）

31 　3WAY センサーライト＆常備灯 （ 1.6% ）

32 ＊シェイプストレッチャー （ 1.6% ）

33 　アイスクリームスプーン ４点セット　 （ 1.5% ）

34 　角質リムーバー （ 1.3% ）

35 　電動洗顔ブラシ （ 1.2% ）

36 ＊バターカッテイングケース （ 1.1% ）

37 　USB扇風機「ブリーファン」 （ 1.1% ）

38 ＊ロールアップランドリーバッグ （ 0.9% ）

39 （ 0.6% ）

40 ＊あぶらとり紙梅雅（金箔入）５冊パック （ 0.1% ）

（ 100% ）

＊印は、2019年度に新規採用した給付品である。

　会員及び会員の家族の健康の保持・増進を図ることを目的として、高輝度 COB ランタ
ン＆ライト、讃岐うどん、ＩＨ対応フライパン、珪藻土バスマット、ビーフカレーなど40
品目の中から希望する１品を会員に給付した。

　2019年度は、2018年度の品目のうち人気が低い等の理由で6品目を入れかえるととも
に新たに4品目を加えた。

　申請方法はファクス又はインターネット（2012年度～）によるweb申込みとし、会員
数100人を超える大規模な事業所については、品物の送付にあたって事前に電話で連絡を
取り、贈呈品の到着日の調整を行い事業所の意向に沿った送付を行った。

2,504

5,352

2,980

4,225

5,779

4,284

5,686

3,068

給 付 人 員

4,223

11,469

12,660

266,304

6,147

3,056

320

合　　　　　　　計

14,497

3,915

＊ぷるぷるジェルアイマスク＆ネック・ショルダーパッド

13,540

8,354

7,745

8,732

1,550

10,402

7,464

7,733

6,546

6,847

8,034

10,685

7,055

10,457

4,561

10,434

7,043

5,881

4,393

5,080

6,970

7,055

6,123

3,455

給　　　　付　　　　品



（３）電話健康相談事業（３）電話健康相談事業（３）電話健康相談事業（３）電話健康相談事業（利用対象者：全会員）

　　　

　　

　　

　　　

　　

　　　　2019年度の相談件数は次のとおりである。

　　・健康に関する相談件数は、延べ467件

　　・メンタルヘルスの相談件数は、延べ422件

　　　（うち、面接カウンセリングの利用は、延べ23回）

（４）スポーツクラブとの提携（４）スポーツクラブとの提携（４）スポーツクラブとの提携（４）スポーツクラブとの提携（利用対象者：全会員）

　　　

　　

　　

　　　

　　

　

２．余暇支援事業２．余暇支援事業２．余暇支援事業２．余暇支援事業

（１）クラブ・サークル活動支援事業（１）クラブ・サークル活動支援事業（１）クラブ・サークル活動支援事業（１）クラブ・サークル活動支援事業（利用対象者：第１種会員）

　　　

　　

クラブ 割合％ 人 割合％

100% 100%

（参考） 助成率の推移（助成人数/第１種会員数）

（２）指定保養所、会員制リゾート施設等優待割引提携事業（２）指定保養所、会員制リゾート施設等優待割引提携事業（２）指定保養所、会員制リゾート施設等優待割引提携事業（２）指定保養所、会員制リゾート施設等優待割引提携事業

（指定保養所１泊2,500円の助成対象者：第１種会員・特例会員）

　　　

　　

　　　

　　

　　

2016年度

51.6%助成率

　また、女性だけの30分フィットネスとして全国展開する「カーブス」については、入会
金（15,000円）を66%割引きで利用できることとした。

　会員同士の交流、会員の心身のリフレッシュ等を図るため、クラブ・サークル活動への
助成を行った。その助成状況は次のとおりである。

年　度 2019年度

49.9%

　なお、メンタルヘルス相談に関しては、電話相談以上の対応が求められた場合には、面
接カウンセリングを年間5回まで無料で利用できることとしている。

　会員及び会員の家族の健康増進を図るため、スポーツクラブを低料金で利用できるよう
スポーツクラブ２社（コナミスポーツ、スポーツクラブルネサンス）と法人会員契約を締
結し、2019年度は全国で延べ31,081回の利用があった。

601

383 12.9% 7.8%

75.9%

　ＫＫＲ宿泊施設、休暇村、グリーンピア、ダイワロイヤルホテルズの４社とソウェルク
ラブ指定保養所として提携し、この指定保養所を会員が利用した場合、1人1泊につき
2,500円を助成した。

　また、法人会員料金で利用できる会員制リゾートホテルのセラヴィリゾート泉郷（施設
数36か所）・ラフォーレ倶楽部（施設数33か所）をはじめ、旅行代理店やホテル・旅館
等が優待割引で利用できるサービスを提供した。

50.4%

　健康・疾病・育児・老人介護等の悩みについて24時間いつでも全国どこからでも無料
で、看護師・臨床心理士などの専門資格をもつスタッフが相談に応じる「電話健康相談事
業」を保健同人社と提携して実施した。

（旅行・ハイキング・ボランティア等）

2015年度

2,972

助　成　人　数

18,275

8,751

スポーツ系クラブ

  （華道・茶道・音楽等）

合　　　　　計

2014年度

ク ラ ブ 数

2017年度

66.9% 85,061

112,087

20.2%

2018年度

1,988

活　動　区　分

文化系クラブ

その他

16.3%

51.3%

（ボウリング・バレーボール・野球等）

48.4% 49.2%

合計件数  889件



　　　　指定保養所、会員制リゾート施設の利用状況は次のとおりである。

（指定保養所）（指定保養所）（指定保養所）（指定保養所）

（会員制リゾート施設）（会員制リゾート施設）（会員制リゾート施設）（会員制リゾート施設）

３．生活支援事業３．生活支援事業３．生活支援事業３．生活支援事業

（１）共済事業給付金（１）共済事業給付金（１）共済事業給付金（１）共済事業給付金（利用対象者：第１種会員・特例会員）

　　　

　　

　　　

　　

　　　　その給付状況は次のとおりである。

　　　①会員の死亡

　　〔給付金額は、60万円〕

　・死亡　119人、高度障害　2人

　　　②就業中又は通勤時の事故による会員の死亡及び後遺障害

　　　給付金額は、死亡の場合 180万円

　　　後遺障害は損害保険会社が認定した後遺障害等級に基づき最高120万円

　・死亡　　１人、後遺障害     １８人

　　　③会員の配偶者の死亡

　　〔給付金額は、10万円〕

　・死亡　253人

　　　④就業中又は通勤時の事故による会員の入院

　　　給付金額は、入院１日につき 1,000円

　　　手術をした場合には損害保険会社が認定した手術内容に基づき給付

　・入院　　165人（うち手術　83人）

　　　⑤災害見舞金

　　〔給付金額は、１法人20万円、会員１人1万円〕

　・法人    20法人

　・会員個人   183人

合計

1023施設数（か所） 34

27

　会員が死亡した場合や就業中の事故により入院した場合及び会員の配偶者が死亡した場
合に、会員又は会員の遺族に弔慰金、入院見舞金を給付した。

　また、災害救助法適用市町村に所在する法人又は居住する会員が、一定以上の災害を受
けた場合に災害見舞金を給付した。

利用人数（人）

38

セラヴィリゾート泉郷

利用人数（人） 1,504 1,169

休暇村 グリーンピア

25,300千円

149

合計

1,602

　  ダイワロイヤル
ホテルズ

27

区　　分 ＫＫＲ

区　　分

　　　4,000千円

　6,366千円

施設数（か所） 36

898

33

1,830千円

　2,932千円

2,676

71,400千円

2,673

ラフォーレ倶楽部

69



　　　⑥任意加入型保険事業
（対象：

　　　　　任意加入のソウェル団体生命・医療保障・積立年金保険、ソウェル傷害保険、

　　　　ソウェル入院保険、ソウェルがん保険を取扱った。

　〇　任意加入保険者数等

（２）永年勤続記念品贈呈事業（２）永年勤続記念品贈呈事業（２）永年勤続記念品贈呈事業（２）永年勤続記念品贈呈事業（利用対象者：第１種会員、第2種会員は5年贈呈のみ）

　　　

　　

　　　　その贈呈状況は次のとおりである。

　実　法　人　数　　 　（構成比）

年 法人 人

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（注）実法人数欄の合計は、重複法人があるため、合算した数と一致しない。

（３）長期勤続者退職慰労記念品贈呈事業（３）長期勤続者退職慰労記念品贈呈事業（３）長期勤続者退職慰労記念品贈呈事業（３）長期勤続者退職慰労記念品贈呈事業（利用対象者：第１種会員）

　　　同一法人に35年以上勤務した会員の退職時に記念品を贈呈する事業を実施した。

　　　その贈呈状況は次のとおりである。

　実　法　人　数　　

法人 人

（ 38.7% ）

（ 61.3% ）

（ 100.0% ）

（注）実法人数欄の合計は、重複法人があるため、合算した数と一致しない。

（４）結婚お祝品贈呈事業（４）結婚お祝品贈呈事業（４）結婚お祝品贈呈事業（４）結婚お祝品贈呈事業（利用対象者：第１種会員）

　　　会員が結婚した場合に、お祝品を贈呈する事業を実施した。

　　　その贈呈状況は次のとおりである。

団体生命、医療保障、積立年金保険は第１種会員・特例会
員が対象。他は全会員）

39.6%

23.9%

16.7%

女性会員

931

9.4%

1.4%

勤続年数

2,378

523

357

11,590

4,880

25

5（1種）

５（2種） 173

6.0%

8,976

贈　呈　人　員（構成比）

6,998

     　・積立年金保険

416

10

３０以上

男性会員

合    計

ソウェル傷害保険・入院保険

　現在勤務している法人に、一定年数勤続した会員に記念品を贈呈する事業を実施した。
なお、2019年度は10品目を入替え、新たに３品目を加え合計70品目を揃えた。

219

138

2,75620 1,287

1,66315

104

区　　　　　分 ２０１9年度

ソウェル団体生命・医療保険

1,750

896

１，414人１，３６７人

２０１8年度

１，７０６人 １，735人

     　・がん保険

　　生命保険支払額等

区　分

合　計

2,021

157

261

3.1%

100.0%29,286

４，０００万円 ２，０００万円

（３件） （2件）

贈　　呈　　人　　数



人 人 人

全国百貨店共通商品券

ＵＣギフトカード

Amazonギフト券

( 29.2% ) ( 70.8% ) （助成法人数1,582法人）

（５）出産お祝品贈呈事業（５）出産お祝品贈呈事業（５）出産お祝品贈呈事業（５）出産お祝品贈呈事業（利用対象者：第１種会員）

　　　会員又は会員の配偶者が出産した場合に、お祝品を贈呈する事業を実施した。

　　　その贈呈状況は次のとおりである。

人 人 人

全国百貨店共通商品券

ＵＣギフトカード

Amazonギフト券

( 38.0% ) ( 62.0% ) （助成法人数1,908法人）

（６）入学お祝品贈呈事業（６）入学お祝品贈呈事業（６）入学お祝品贈呈事業（６）入学お祝品贈呈事業（利用対象者：第１種会員・特例会員）

　　　

　　

　　　その贈呈状況は次のとおりである。

人 人 人

全国百貨店共通商品券

ＵＣギフトカード

Amazonギフト券

( 48.7% ) ( 51.3% ) （助成法人数3,083法人）

（７）住宅ローン（７）住宅ローン（７）住宅ローン（７）住宅ローン（利用対象者：全会員）

　　　

  　

（８）特別資金ローン（８）特別資金ローン（８）特別資金ローン（８）特別資金ローン（利用対象者：全会員）

　　　

　　

　　　融資申請手続きに必要な会員証明書を36枚発行した。

（９）ショッピング等の支援（９）ショッピング等の支援（９）ショッピング等の支援（９）ショッピング等の支援（利用対象者：全会員）

　　　

　　

　　

55.2%

62.1%

小学校入学

1,745

（100.0%）

8,854

4,022

女性会員 合　　計　　（構成比）

26.8%

　みずほ銀行と提携して、最高10,000万円まで、一般の住宅ローン利用者より低金利で
融資が受けられる「特別提携住宅ローン」を扱った。

　みずほ銀行と提携して、最高300万円まで、一般利用者より低金利で融資が受けられる
「特別資金ローン」を扱った。

　デパートや大型チェーン店、専門店に加えて通販各社と優待割引契約を締結し、会員個
人のショッピング支援はもとより、什器備品からコピー用紙等の事務用品などを割安な価
格で購入できるよう支援を行った。

557 1,001

区　　分

2,111 3,447

24.4%

17.8%

947544

　会員のお子さまが小学校又は中学校に入学した場合に、お祝品を贈呈する事業を実施し
た。

444

1,123 1,943

男性会員

3,066

合　　　計

1,740

合　　　計

4,618

969

区　　分

区　　分

49.9%

14,258

中学校入学

3,485

（100.0%）

合　　計　　（構成比）

合　　　計

1,176

1,298980

男性会員

586 1,422

318

272 444

950

5,558

4,236

32.3%

716

女性会員

1,491

18.0%

（100.0%）

13.5%

合　　計　　（構成比）

2,008

6,950 7,308

2,846

1,919



４．啓発支援事業４．啓発支援事業４．啓発支援事業４．啓発支援事業

（１）海外研修事業（１）海外研修事業（１）海外研修事業（１）海外研修事業（利用対象者：第１種会員・特例会員）

　　　

　　

　　　

　　

　　

　　　

　　

コース

Ａ

B

（参加者アンケート結果：総合評価（5段階） 　満足50.0%＋ 概ね満足44.4%＝94.4％）

（２）各種講習会（２）各種講習会（２）各種講習会（２）各種講習会（利用対象者：全会員）

　　　

　　

　　　　また、都道府県事務局によりブロック単位で開催する地方講習会が実施された。

　　　　講習会の開催状況は次のとおりである。

　ア　センター実施分　ア　センター実施分　ア　センター実施分　ア　センター実施分

回数 評価

回 人

レクリエーション・リーダー 東京都 1 96%

広報 東京都・大阪市 2 89%

接遇 東京都(2回)・大阪市 3 89%

メンタルヘルス 東京都(2回)・大阪市 3 91%

ＯＪＴスキルアップ 東京都(2回) 2 88%

パソコン e-ラーニング － －

コンプライアンス e-ラーニング － －

メンタルヘルス e-ラーニング － －

ディズニーアカデミー 千葉県浦安市 4 100%

＊評価は、参加者アンケート結果：総合評価（5段階）の「5満足」 計 －

　「4概ね満足」の評価割合の合計である。

　イ　都道府県事務局実施分　イ　都道府県事務局実施分　イ　都道府県事務局実施分　イ　都道府県事務局実施分

回数

回 人

レクリエーション・リーダー 三重県 1

広報 北海道 1

接遇 4

メンタルヘルス 8

アンガーマネージメント 1

計

25福井県

196

講　　習　　会

30

105

365

12

参加人数

42

22

56

24

開　催　場　所

85

96

57

　海外研修事業の充実を図るため、オリエンテーション時に訪問国の福祉事情について事
前に知識を得てから研修できるよう、福祉専門の講師による講習（2012年度から実施）
を引き続き行った。

131

期間訪問国

 実施状況は次のとおりである。

　海外の社会福祉事情の見聞を通じ、幅広い知識と見識を高めるとともに、会員のリフ
レッシュを図ることを目的として、海外研修事業を実施した。

　2019年度は、ヨーロッパ諸国において、イスラム過激派組織等による無差別テロ事件
の発生状況が落ち着いてきたことから、前年度のニュージーランド・オーストラリアから
オランダ・ドイツに変更し、研修日程８日間、募集人員は１コース20名として、Ａコース
（児童・障害福祉）・Bコース（老人福祉)の2コースを実施した。

193

　本センター実施分として、レクリエーション・リーダー養成、広報、接遇、メンタルヘ
ルス、OJTスキルアップ講習会を行った。ネットにより学習するe-ラーニングによる講習
についても実施した。

709

老人福祉

講　　習　　会

オランダ、ドイツ

児童・障害福祉

11月13日～ 11月20日

オランダ、ドイツ

開　催　事　務　局

北海道(2)・青森県・山形県・岐阜
県・愛知県・山口県・沖縄県

17人

北海道(2)・山形県・沖縄県

 10月23日～ 10月30日 ８日間

実施日

参加人数

参加人数

19人

８日間

テーマ



（3）資格取得記念品贈呈事業（3）資格取得記念品贈呈事業（3）資格取得記念品贈呈事業（3）資格取得記念品贈呈事業（利用対象者：第１種会員・第２種会員）

　　　

　　

　　　その贈呈状況は次のとおりである。

人 人 人

　介護福祉士

　社会福祉士

　社会福祉主事

　公認心理師

　介護支援専門員

　精神保健福祉士

　幼稚園教諭

　保育士

　社会福祉施設長

　調理師

　管理栄養士

　看護師

　ボイラー技士

　専門調理師

　調理技能士

　理学療法士

　作業療法士

5．福利厚生センター会員交流事業等5．福利厚生センター会員交流事業等5．福利厚生センター会員交流事業等5．福利厚生センター会員交流事業等
（１）会員交流事業（１）会員交流事業（１）会員交流事業（１）会員交流事業（利用対象者：全会員）

　　　

　　

　なお、主な事業内容は以下のとおりである。

①　劇場・コンサート ②　国内旅行 ③　テーブルマナー講習会

④　スポーツ観戦 ⑤　テーマパーク ⑥　スポーツ大会

⑦　講座・教室 ⑧　海外旅行 ⑨　映画チケット

　　　

　　

・合同ｸﾘｽﾏｽ宿泊企画（千葉県、神奈川県、山梨県、静岡県：26８人参加）

（２）地域開発メニュー充実事業（２）地域開発メニュー充実事業（２）地域開発メニュー充実事業（２）地域開発メニュー充実事業（利用対象者：全会員）

　　　

　　

（３）福利厚生企画・情報会議設置費（３）福利厚生企画・情報会議設置費（３）福利厚生企画・情報会議設置費（３）福利厚生企画・情報会議設置費

　　　

　　

2

8.6%

4.9%

4.0%169

132

0.0%

0.6%

3.1%

2

2

2,079

231

544

367

0.0%

0.0%

0.1%3

合　計 割　合

48.7%

214

86

0

18

123

16 153

209

33 0.8%

　会員が働きながら社会福祉事業に関する専門資格を取得した場合に、その努力を讃え記
念品を贈呈する事業を実施した。2019年度から新たな資格として公認心理師を追加し
た。

合　　計

　あん摩マッサージ指圧師

2,665

114

3

287

資　　格 男　性 女　性

810 1,269

86 145

249 295

153

3 30

4 20

84

74 23

87

97

5.4%

12.7%

　また、次に掲げる広域の会員を参加対象としたモデル的な交流事業（広域交流事業）が
実施された。

　各都道府県事務局において、会員の声に応えるため、地域で身近に利用できる割引サー
ビスの開発として地元企業等との提携に努めており、この提携に要した経費を7道県に助
成した。

　福利厚生センター会員交流事業、地域開発メニュー充実事業を行う上で必要な福利厚生
企画・情報会議の設置に要する経費を24都道府県に助成した。

　各都道府県ごとのニーズに応じたサービスを提供するため、各都道府県事務局に委託し
て、会員同士の親睦や家族のふれあい、心身のリフレッシュ等の会員交流事業が実施され
た。

1,604

95 192 6.7%

1 1

0 2

3

1 0

0 0

2 0

0.0%

0.0%

2.0%

2.3%

24

100%

1

0

4,269



６．ソウェルクラブ“クラブオフ”６．ソウェルクラブ“クラブオフ”６．ソウェルクラブ“クラブオフ”６．ソウェルクラブ“クラブオフ”（利用対象者：全会員）

      　

   　

　　

　　

      　2019年度はソウェルクラブ“クラブオフ”の周知を次のとおり行った。

　　　　①

　　　　

　　　　②

　　　　

　　　　③
　　　　

　　　　

　　　　〈クラブオフ会員登録数：16,198人（2020年3月末）〔会員数の6.0％〕〉

７．広報事業７．広報事業７．広報事業７．広報事業（利用対象者：全会員）

　ア．ソウェルクラブハンドブックの発行　ア．ソウェルクラブハンドブックの発行　ア．ソウェルクラブハンドブックの発行　ア．ソウェルクラブハンドブックの発行

　　　

　　

　イ．ソウェルクラブニュースの発行　イ．ソウェルクラブニュースの発行　イ．ソウェルクラブニュースの発行　イ．ソウェルクラブニュースの発行

　　　

　　　

　　　

　　

　ウ．会員情報誌の発行　ウ．会員情報誌の発行　ウ．会員情報誌の発行　ウ．会員情報誌の発行

　　　

　   

　エ．ホームページのリニュ—アル　エ．ホームページのリニュ—アル　エ．ホームページのリニュ—アル　エ．ホームページのリニュ—アル

　　　

　オ．ソウェルクラブ　オリジナルカレンダーの作成　オ．ソウェルクラブ　オリジナルカレンダーの作成　オ．ソウェルクラブ　オリジナルカレンダーの作成　オ．ソウェルクラブ　オリジナルカレンダーの作成

　　　

　  

　カ．ソウェルクラブ　オリジナル手帳の作成　カ．ソウェルクラブ　オリジナル手帳の作成　カ．ソウェルクラブ　オリジナル手帳の作成　カ．ソウェルクラブ　オリジナル手帳の作成

　　　

　　

　ソウェルクラブの福利厚生事業案内を盛り込んだオリジナル手帳を作成し、希望する会
員に配布した。

　2012年10月から企業や団体向けに福利厚生サービスを提供する業界大手の（株）リロ
クラブと提携契約を交し、同社が提供する会員制福利厚生サービス「クラブオフ」を導入
することにより、これまでのサービスに加えて、全国の宿泊施設、遊園地・水族館・テー
マパーク・映画鑑賞・カラオケ・日帰り湯施設などのレジャー施設、レストランなど飲食
施設、カルチャースクール、育児や介護サービスなどの幅広い分野のサービスが優待料金
で利用できることとなった。

ソウェルクラブハンドブックやパンフレットにはクラブオフのサービス内容、利用方
法、登録方法について掲載し、周知を図った。

クラブオフの普及を促進するため、都道府県別サービス一覧をソウェルクラブホーム
ページに引続き掲載し、会員の利便性の向上を図った。

　そのほかに、ソウェルクラブ都道府県事務局の担当者を集めた全国会議においてク
ラブオフの周知を行い、ホームページ、オリジナル手帳での紹介、各福祉団体の刊行
物に広告を掲載していただき周知を図った。

　各事業の紹介や利用方法などを掲載した「ソウェルクラブハンドブック2018・
2019」を希望する会員に配布した。

　各事業のタイムリーな情報を掲載したソウェルクラブニュースを月の初日に発行し、全
事業所にファックスにより配信するとともにホームページにも掲載した。

　また、豪雨災害のあった7月には、号外を発行し、災害見舞金等の申請手続きと贈呈品
の配送遅延についてお知らせした。

　福利厚生事業の周知、会員同士の交流、仕事や生活に役立つ記事を掲載した会員情報誌
「ソウェルクラブ」を年4回発行し、希望する会員に配布した。

　職場における行事や勤務ローテーション等が書き込める大判で見やすいオリジ ナルカレ
ンダーを作成し、事業所の規模に応じて2～8部を配布した。

　ホームページの改修を行い、事業所等からの申請手続き等の利便性の向上を図った。



●生活習慣病予防健診費用助成※ ・３０歳以上の会員が生活習慣病予防健診（法定健診は除く）を受診した場合、検査項目に応じて

　２，８３０円～４，１２０円  を助成（乳・子宮がん検診のいずれかを受診した場合は８２０円を助成）

健康生活用品給付 ・健康に関わる４０品目の中から希望する1品を会員に給付

こころとからだの電話健康相談 　相談件数 　  ・無料健康相談 ：　４６７件（５６６）

・メンタルヘルス相談：４２２件（４７７）　

・携帯電話やネットでの相談も実施 　　うち、面接カウンセリング：　２３回（２２）

スポーツクラブ 　コナミ、ルネサンス２社の利用回数延べ　３１，０８１回 （３５，６９５）

・カーブス（１，８５０施設）は、女性だけの３０分フィットネス、入会金は無料

●クラブ・サークル活動支援※ ・スポーツや教養・文化活動、旅行、親睦などのクラブサークル活動へ助成、会員１人当り１，０００円を助成 　助成人数　　　　１１２，０８７人（１１０，３５２）

●指定保養所 同伴者は、下記の優待料金等が適用される。 　　　　　（施設数）　　　　　　　　　　　　(利用人数）

　　・ＫＫＲ宿泊施設 ・優待料金に加え、 会員１人１泊２，５００円の補助 　　３４か所 （３４） ８９８人 （９９２） 合計　　　　　１０２か所（１０１）

　　・休暇村 ・一般料金の１０％割引に加え、 会員１人１泊２，５００円の補助 　　３８か所 （３７） １，６０２人 （１，８１９） 利用人数　　２，６７６人（３，０２５）　　

　　・グリーンピア ・一般料金の ５％割引に加え、 会員１人１泊２，５００円の補助 　　３か所 （３） ２７人 （２８）

　　・ダイワロイヤルホテルズ ･特別優待料金に加え、 会員１人１泊２，５００円の補助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２７か所 （２７） １４９人 （１８６）

会員制リゾート施設 　　　　　（か所数）　　　　　　　　　　　　(利用人数）

　　・セラヴィリゾート泉郷 ・会員、家族等の同行者は法人会員料金で利用 ３６か所 （３７） １，５０４人 （１，８２９） 合計　　　　　　　　６９か所（７８）　　

　　・ラフォーレ倶楽部 ・会員、家族等の同行者は法人会員料金で利用 　３３か所 （４１） １，１６９人 （１，２３４） 　　利用人数　　２，６７３人（３，０６３）　　

テーマパーク ・ハウステンボス

国内･海外旅行（パッケージツアー） ・近畿日本ツーリスト、日本旅行、東武トップツアー、名鉄観光など３～10％割引

ホテル・旅館・ペンション ・提携宿泊施設の割引利用。１０～２０％割引または特別料金適用

レンタカー

　（２０１２年１０月から開始）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　クラブオフ会員登録者数 １６，１９８人〔全会員数の６．０％〕　　　＜２０２０年３月末現在＞

・全国２万軒以上の宿泊施設、７００か所以上のレジャー施設・日帰り温泉施設、グルメ、スポーツなど豊富

●共済事業給付金 （給付人数） （給付人数） （給付額） 　　

　　・会員の死亡 ・死亡　６０万円 　死亡　 １１９人 （１２２） 高度障害　　　２人 （１） ７１，４００千円 （７３，８００）

　　・　〃 （就業中、通勤時の事故の場合） ・死亡１８０万円　　・後遺障害は損害保険会社が認定した後遺障害等級に基づき最高１２０万円を給付 　死亡　　　　　　　　 　　１人 （３） 後遺障害　　１８人 （１４） ２，９３２千円 （３,９６０）

　　・会員の配偶者の死亡 ・死亡　１０万円 　死亡　 ２５３人 （２５３） ２５，３００千円 （２５，３００）

　　・入院見舞金 ・就業中、通勤時の事故による場合。１日につき１，０００円。手術を行った場合には損害保険会社の認定に基づく給付 　入院　　 １６５人 （１３８）  （うち手術　８３人（８６）） ６，３６６千円 （６，３００）

　　・災害見舞金（法人） ・災害救助法適用地域内で建物に一定規模以上の被害を受けた場合 １法人当り　２０万円 　２０法人 （１３） ４，０００千円 （２，６００）

　　・  〃            （会員） ・                                        〃                                            会員1人当り　１万円 １８３人 （１７８） １，８３０千円 （１，７８０）

任意加入の保険 任意に加入できる割安な保険 （加入人数） （保険金支払額）

　　●ソウェル団体生命・医療保障・積立 　　・死亡保障、医療保障、老齢保障の３つの保障を別々に選ぶことができる 　加入人数　　 １，７０６人 団体生命保険支払件数 ３件 （２） ４０，０００千円 （２０，０００）

　　　年金保険 医療保障支払件数 ９件 （５） ６３９千円 （８４９）

　　・ソウェル傷害保険 　　・ケガや賠償事故の補償

　　　　　　　　入院保険 　　・病気、ケガ、がんによる入院を補償 　加入人数　　 １，３６７人 （１，４１４） ２４４件 （２３０） ４２，７１４千円 （４３，８１３）

　　　　　　　　がん保険 　　・がんに限定した入院、手術、通院の補償

●永年勤続記念品贈呈※ 　贈呈人数　 ２９，２８６人 （２８，６４８） （うち、第２種会員の勤続５年贈呈は４１６人）

●長期勤続者退職慰労記念品贈呈※ ・同一法人に３５年以上勤続した会員の退職時に記念品を贈呈〔平成２８年度創設〕（６品目から選択） 　贈呈人数　 ３５７人 （３３４）

●結婚お祝品贈呈※ ・会員が結婚した場合に贈呈（1万円の全国百貨店共通商品券、UCギフトカード、Amazonギフト券から選択） 　贈呈人数　　 ４，０２２人 （３，８４１）

●出産お祝品贈呈※ ・会員または会員の配偶者が出産した場合に贈呈（１万円の共通商品券、UCギフトカード、Amazonギフト券から選択） 　贈呈人数　 ５，５５８人 （５，６２４）

●入学お祝品贈呈 　贈呈人数　　１４，２５８人 （１３，５７３）

ロ　ー　ン

　　・住宅ローン（銀行提携） ・融資額最高10，000万円（一般利用者より金利が割安）

　　・特別資金ローン（みずほ銀行） ・融資額最高３００万円（教育資金、結婚資金、車購入資金などが、一般利用者より金利が割安） 　会員証明書発行　３６枚（５３）

スポーツ、カルチャー ・ゴルフ、テニス、乗馬、スキー、カルチャースクール、通信教育など会員割引

ライフ ・住宅建築、カーライフ、美容、結婚式場、葬祭、引越サービス、車のリース、ホームセキュリティなどの割引

ショッピング 　

●海　外　研　修

　　　渡航費用、宿・食事代、福祉施設の視察経費等の総費用から１人当たり１０万円をセンターが負担

　　　研修日程は８日間、　募集人員は１コース２０名

　２２人受講

　１２人受講

　センター実施分：東京都、大阪市の計２回 　計５６人受講

　事務局実施分：北海道 　３０人受講

　センター実施分：東京都２回、大阪市の計３回 　計８５人受講

　事務局実施分：北海道(2)、山形県、沖縄県　　 　計１０５人受講

　センター実施分：東京都２回、大阪市の計３回 　計９６人受講

　事務局実施分：北海道(2)、青森県、山形県、福井県、岐阜県、

　　　愛知県、山口県、沖縄県　　

ＯＪＴスキルアップ講習会 　センター実施：東京都２回 　計５７人受講

　センター実施（浦安市） 計６６人受講

　センター実施（浦安市） 計６５人受講

e-ラーニング 　センター実施分：パソコン１９６人、コンプライアンス４２人、メンタルヘルス２４人　　　計２６２人受講

資格取得記念品贈呈※ ・働きながら社会福祉に関する専門資格を取得した場合に贈呈（１０品目の中から選択） 　贈呈人数　 ４，２６９人 （４，４６０）

会員交流事業等会員交流事業等会員交流事業等会員交流事業等

　　・会員交流事業

・交流事業とは別に、他県と合同事業として行われる広域交流事業への助成 　広域交流事業回数   　  　１回（２）　　　　　延べ参加人数  　　　  ２６８ 人（９７１）

　　・地域開発メニュー ・都道府県事務局が地域で身近に割安な料金で利用できるメニューを開発（レジャー施設、宿泊施設など） 　７事務局が宿泊料、飲食店、温泉入浴料、スキー場リフト券等の割引を新たに提携

広報事業広報事業広報事業広報事業

    ・ソウェルクラブハンドブック ・各事業の紹介や利用方法などを詳細に掲載 ２０１８・２０１９年度版を希望する全会員に配布した。

　 ・ソウェルクラブ事務マニュアル ・加入・退会等に必要な諸手続き、センター事業の実施要綱、申請方法を説明。 ２０１６年度～版を新規加入事業所に送付

    ・ソウェルクラブニュース ・各事業のタイムリーな情報を掲載し、情報誌発行月以外の月に発行 FAXニュースとして182号～188号及び号外を全事業所宛てにFAX送信をした。また、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載。

    ・会員情報誌「ソウェルクラブ」 ・会員同士の交流・仕事や生活に役立つ記事を掲載し、年４回発行（４・７・１０・１月発行） 年４回発行（１１５号～１１８号）し、希望する会員に配付した。また、ホームページに掲載

    ・ホームページ ・利用促進及び加入促進を目的とした最新情報の提供 ホームページのリニューアルを実施し、事業所等からの申請手続き等の利便性の向上を図った。

    ・オリジナルカレンダー ・大判カレンダー 全事業所に配付

    ・オリジナル手帳 希望する会員に配付

（注１）：事業実績欄の（　　　）内の数値は、前年度の実績である。

（注２）：事業名の●印は、第１種契約対象職員の会員のみが利用できるサービス。その他は全ての会員が利用できるサービス。ただし、※印の事業は会員番号“０１９”で始まる会員（北海道一括会員）は利用できない。

（注３）：指定保養所の利用助成（会員１人１泊２，５００円）は、第２種契約対象職員は助成の対象外であるが、優待料金及び割引での利用は可能である。

　給付人数　　　　２６６，３０４ 人（２６４，３０１）        

　Bコース（老人福祉）：ドイツ・オランダ８日間を１１月に実施　　１７名参加

  Aコース（児童・障害福祉） ：ドイツ・オランダ８日間を１０月に実施　　　　 １９名参加

２０１９ 年 度 福 利 厚 生 事 業 の 実 施 状 況 ( 概 要)２０１９ 年 度 福 利 厚 生 事 業 の 実 施 状 況 ( 概 要)２０１９ 年 度 福 利 厚 生 事 業 の 実 施 状 況 ( 概 要)２０１９ 年 度 福 利 厚 生 事 業 の 実 施 状 況 ( 概 要)

区分区分区分区分 事     　業　     名事     　業　     名事     　業　     名事     　業　     名 事      　　　業　　　      概　　　      要事      　　　業　　　      概　　　      要事      　　　業　　　      概　　　      要事      　　　業　　　      概　　　      要 事    　業     　実     　績事    　業     　実     　績事    　業     　実     　績事    　業     　実     　績

　助成人数　 　　１３２，６１５ 人 （１３６，６６２）

計　８８９件（１，０４３）

・簡潔にまとめた福利厚生事業案内入り手帳の配付（縦長サイズ、文庫本サイズの２種類を作成）

・人材育成の重要性とＯＪＴの基本知識や実際のケースを検討し、部下・後輩指導の効果的進め方を学ぶ

・都道府県事務局が企画・主催する会員の意見を取り入れた、会員同士の交流、家族のふれあいを通じて連
帯感の醸成、心身のリフレッシュを図る旅行、観劇、施設利用等の事業への助成

（支払件数）　

・ディズニーキャスト(従業員）の教育に用いている「企業理念の浸透方法」や「モチベーションを高める育成
術」について、福祉の職場に置き換えて紹介する

 　センター実施分：東京都１回

・ディズ二ー・テーマパークのビジネスを支え続ける「ホスピタリティマインド（おもてなしの心）」の考え方を紹
介し「真の顧客満足」を生むためのメソッドを福祉の職場に置き換えてお伝えする

・インターネットにより、パソコン・コンプライアンス・メンタルヘルスを自分のペースで学習する

・広報の役割、広報誌の作成方法について習得する

健健健健
康康康康
支支支支
援援援援
事事事事
業業業業

余余余余
    
    

暇暇暇暇
    
    

支支支支
    
    

援援援援
    
    

事事事事
    
    

業業業業

・２４時間３６５日、いつでも、どこからでも無料で、専門の医師やカウンセラーに健康に関する電話相談がで
きる

・メンタルヘルス相談は心理専門職が対応し、必要な場合は面接カウンセリングが年５回まで無料

・コナミスポーツ(４９４施設)､ルネサンス（１０９施設）の２社と提携 し、法人会員料金で利用できる

・デパート、メガネ・宝飾、図書・ビデオ、旅行用品・海外のおみやげなどの割引
・ネット通販のソウェルｗｅｂ書店５～１５％割引、ウイズカウネット１０％割引

・ニッポンレンタカー（最大５５％割引）、日産レンタカー（最大４７％割引）、タイムズカーレンタル（最大４７％
割引）、オリックスレンタカー（最大４０％割引）、トヨタレンタカー（５％割引）、Ｊネットレンターカー（最大５５％
割引）

生生生生
    
    
    
    

活活活活
    
    
    
    

支支支支
    
    
    
    

援援援援
    
    
    
    

事事事事
    
    
    
    

業業業業

ソウェルクラブ“クラブオフ”

啓啓啓啓
    

発発発発
    

支支支支
    

援援援援
    

事事事事
    

業業業業

・全国の宿泊施設、テーマパーク・日帰り湯・映画館などレジャー施設、レストランなどの飲食施設、店頭や
ネットでのショッピング、育児や介護サービスなど幅広い分野のサービスが優待料金で利用できる。

・海外の社会福祉事情の見聞を通じ、知識と見識を高めるとともに、会員のリフレッシュを図ることを目的

・服装・身だしなみ、電話応対、接客方法等職場で必要な接遇マナーやクレームの対応を習得する

・クラブオフの利用はソウェルクラブホームページからクラブオフの会員登録（スタンダード会員）が必要。

ディズニーアカデミー

キャストトレーニングスタ
イル(人材育成）

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ﾘｰﾀﾞｰ養成講習会

広報講習会

接遇講習会

主な事業として、①　観劇・コンサート　　②　国内旅行　　③　テーブルマナー講習会　　④　スポーツ観戦
⑤　テーマパーク　　⑥　スポーツ大会　　⑦　映画チケット　　⑧　美術館・博物館

　事務局実施分：三重県　

メンタルヘルス講習会 ･職場におけるメンタルヘルス対策について、事例検討や体験学習を通じて対応能力を習得する
　計２１８人受講

・勤続満５年から３０年まで５年刻みで記念品を贈呈。第２種会員の勤続満５年贈呈を創設（全６7品目）

・職場で活かせるレクリエーションについて、実践的に学習する

・会員の子が小・中学校に入学した場合に贈呈（５千円の共通商品券、ＵＣギフトカード、Amazonnギフト券から選択）

ゲストサービススタイル
（おもてなしの心）


