
Ⅰ センターの事業運営 

2020年度の事業運営にあたっては、新型コロナウイルス感染防止対策の取り組み

を行うとともに、福利厚生センター運営中期目標〔第Ⅲ期〕（2020年３月策定）及び

2020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．新型コロナウイルス感染防止対策の取り組み 

（１）講習会、研修会    

東京都及び大阪府で開催していた集合型各種講習会について、ZOOM機能を 

活用したオンライン形式に変更して行うこととした。 

    講習会には多数の応募があったため、20人定員を30人定員に変更し実施する 

こととした。 

なお、海外研修及びディズニーアカデミー等については中止とした。 

 

（２）会員交流事業 

    各都道府県事務局では、外出自粛や3密回避の影響を受け、例年同様の会員 

交流事業（宿泊交流事業、日帰り交流事業、施設利用事業）の実施が困難なこと 

から、今年度に限り、施設利用事業の助成割合（基準額の1/3以内）を撤廃する 

とともに、一人当たりの助成限度額（大人1,000円、子供500円）を適用しな 

いこととした。 

また、各都道府県事務局で実施済や検討中の新たな取り組み事例をまとめ情報 

提供した。 

なお、上記の緩和措置を行っても、地域の実情により実施が困難な都道府県事務 

局も見込まれたことから、今年度の残額を来年度改めて執行できるようにするた 

め、2020年度補正予算を理事会に諮り、承認を得た。 

 

（３）会員施設へのマスク等の斡旋 

    全国的なマスク不足を受け、（株）小田急百貨店からの申し出を受け、会員事業 

所に対し、５月、６月、８月とマスクの特別販売を斡旋した。 

・申し込み数５月：831事業所、６月：180事業所、８月：284事業所 

   また、１月からはマスクに加え、ポリエチレン手袋の販売も斡旋した。 

 

（４）センターの取組 

    福利厚生センターでは、職員に対し、出勤時に各自体温の計測及びマスク着用を 

義務付け、事務所内にアルコール消毒液の設置、来客の制限を行った。 

 

 



 

（５）理事会・評議員会 

    6月5日の理事会及び6月19日の評議員会について、書面による決議とし、 

理事、監事、評議員全員から、議案に対する同意の意思表示を受け、理事会及び 

評議員会の議決があったものとみなした。 

   また、11月13日及び３月19日の理事会及び11月26日の評議員会につい 

ては、新型コロナウイルス感染防止対策の観点から、ZOOMを活用したテレビ 

会議システムにより開催した。 

 

２．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 

2020年度のハンドブックから、クラブオフ部分を別冊にし、サービス内容や利

用方法をわかりやすくしたハンドブックを全会員に配布した。 

また、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」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：18,183人（2021年３月末現在） 

【登録率：6.7％】 

 

（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。 

 

（３）福利厚生事業の充実等 

  ア 講習会の充実等 

（ア） 2020年度においては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、 

従来の集合型の講習会はZOOM機能を使用したオンライン形式に変更して 

行った。 

・ オンライン講習会（１回：３０人定員） 

メンタルヘルス（４回）、接遇（４回）、ハラスメント防止（４回） 

        

また、全国の会員が受講しやすいインターネットを利用したｅラーニング 

講習として、パソコン講習及びコンプライアンス講習並びにメンタルヘルス 

講習を引き続き行い、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、講習会の中でも会員から特に好評を 

得ていたディズニーアカデミーは、実施者側から2020年度の開催を見送 

る連絡があり、中止とした。 



 

（イ） 都道府県事務局が開催する地方講習会については、昨今のコロナ過の 

影響を受け、オンラインによる講習会を開催した都道府県事務局もあるな 

ど、2020年度は幅広に対応した。 

 

イ 健康生活用品給付事業等の給付等 

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は、新型コロナウイルスの感染状況を反映したのか、 

電子体温計に人気が集まり、24千人以上の会員から申し込みがあった。 

なお、今年度品目を入れ替えたゲルクッションに14千人以上、コンパクト 

バッグに10千人以上の会員から申し込みがあった。 

また、アスベストを含む珪藻土バスマットの回収報道をうけ、当センターの 

配布している珪藻土バスマットは、製造時における検査でアスベストは検出され 

ていなかったが、再度第三者機関に依頼して成分分析してもらった結果、安全基 

準を満たしていることが確認されたので、その旨会員に周知した。 

 

ウ 海外研修の実施 

     新型コロナウイルス感染の収束が当分見込めないため中止とした。 

 

エ 新規提携サービスの開発 

2020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）財形住宅金融株式会社（固定金利型住宅ローン・フラット35） 

    ・ 借入額100万円以上8,000万円以下 

    ・ 返済期間15年以上35年以内 

・ 耐震性など一定の基準を満たす住宅は、当初5年間又は当初10年間 

 の金利が△0.25％ 

 

また、都道府県事務局においても、次のとおり飲食や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）北海道事務局 

   ◇ ＪＴＢベネフィット ＜観光業＞ 

    ・ ＪＴＢの対象旅行商品を利用した会員への一部助成 

 

（イ）富山県事務局 

   ◇ 西部トラベル 

    ・ 宿泊を伴う記念日旅行申込者にフルーツバスケット進呈 



 

   ◇ ツルカメO＆E＜入浴施設＞ 

   ・ 大人入浴料（中学生以上）630円→450円 

 

（ウ）三重県事務局 

   ◇ ポラリス＜入浴施設＞ 

    ・ 入館料700円→645円 

   ◇ おやつタウン＜テーマパーク＞ 

    ・ 入場料（13歳～）700円→600円 

 

（エ）山口県事務局 

   ◇ ホテル西長門リゾート 

    ・ 1泊２食（規定料金）１０％引き 

 

（オ）愛媛県事務局 

  ◇ 植西運送＜入浴施設＞ 

   ・ 入浴料 規定料金より50円引き 

  ◇ 三島之湯＜入浴施設＞ 

   ・ 入浴料50円引（大人・シニア料金のみ） 

  ◇ シンコースポーツ四国＜入浴施設＞ 

   ・ 椿温泉オリジナルタオルプレゼント 

  ◇ 今治市教育委員会 ＜レジャー施設＞ 

   ・ 入館料 一般：310円→250円他 

 

オ 事務処理体制の改善 

（ア）リモートワーク及びリモート会議実施のために新規システムの導入及び環境 

の構築を行った。 

 

（イ）健診費用助成申請のＷＥＢ入力の機能追加を行った。これにより、法人（事 

業所）からの名簿入力の利便性が向上し、申請書類の会員システムへの手入力 

作業が大幅に短縮された。また、2020年度より健診助成制度の改定によりシ 

ステムの一部の改訂を行った。 

 

   （ウ）近年、災害救助法の適用となった災害が増加したため、会員管理システムに 

災害見舞金申請を追加し、手作業で作成していた決定通知書や申請状況をシス 

テム化することで一元管理できるようになり、作業の効率化が図られた。 

 

    



 

（エ）以上のように、結婚、出産、永年勤続の贈呈事業など各種給付の申請や会員 

更新手続きをWEB化するとともに、センター内の決裁も一部の例外を除いて 

WEB決裁に移行した。 

   これらのWEB化を踏まえて、在宅用のパソコンを全職員に配布することに 

より、全職員が多くの業務をテレワークで行えるようになった。 

 

３．各種会議等の開催状況 

（１）評議員会の開催 

2019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 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面による決議とし、６月19日に 

全評議員から同意の意思表示があり、評議委員会の決議があったものとみなされ 

た。 

≪議 案≫ ①2019年度決算、②監事体制について 

≪報 告≫ 2019年度事業報告 

 

イ 第２回 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ZOOMを用いたテレビ会議システ 

ムにより開催した。 

≪日 時≫ 2020年11月26日（木）14：00～15：00 

≪場 所≫ 福利厚生センター他 

≪議 案≫ ①理事の選任について、②定款細則の一部改正について 

≪報 告≫ ①2020年度運営状況（上半期） 

 

（2）理事会の開催 

2019年度事業報告及び決算等を審議するため、次のとおり開催した。 

ア 第１回 

   新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面による決議とし、６月5日に 

全理事から同意の意思表示があり、理事会の決議があったものとみなされた。 

≪議 案≫ ①2019年度事業報告、②2019年度決算 

③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 

（2019年度決算、監事の監査体制について） 

≪報 告≫ 理事長及び常務理事の職務の執行状況 

 

イ 第２回 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ZOOMを用いたテレビ会議システ 

ムにより開催した。 



≪日 時≫ 2020年11月13日（金）14：00～15：00 

≪場 所≫ 福利厚生センター他 

≪議 案≫ ①テレワーク導入に向けた各種規程の整備について 

       ・定款細則の一部改正について 

       ・職員就業規則の一部改正について 

       ・テレワーク規程について 

       ②2020年度補正予算について（会員交流事業積立資産科目設定） 

③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）、（報告：2020年度運営状況（上半期）） 

≪報 告≫ ①理事長及び常務理事の職務の執行状況 

②2020年度運営状況（上半期） 

 

ウ 第３回 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ZOOMを用いたテレビ会議システ 

ムにより開催した。 

≪日 時≫ 2021年3月19日（金）14：00～15：00 

≪場 所≫ 福利厚生センター他 

≪議 案≫ ①評議員選任解任委員の選任及び運営規定の一部改正について 

②2021年度事業計画について、③2021年度予算について 

≪報 告≫ ①理事長及び常務理事の職務の執行状況 

②2020年度運営状況（暫定版） 

 

（３）監事監査及び明神監査法人による監査の実施 

20２０年5月29日（金）に、2019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（2020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中止 

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、 

2020年４月17日（金）に新任担当者研修会を、2020年9月18日（金）に 

全国連絡会議を開催することとしていたが、いずれも新型コロナウイルス感染拡大 

防止のため中止とした。 

 

４．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規定に基づき、 

財務諸表等の計算書類を閲覧できるよう事務所に備置き、管理を行うとともに、 

ホームページで公表を行った。 

 



Ⅱ 会員の拡大 

2020年度の会員数は、（暫定会員を含む。）は、退会会員数が新規加入会員数を

上回ったものの、既加入法人内での増員があり、全体としては、2,818人の前年増

となった。2020年３月末における会員数は、目標会員数（277千人）の98.6％

となる273,580人となっている。 

≪会員数 273,580人（2020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） 218,135人 

・ 第２種契約対象職員（非常勤職員のみ）          9,891人 

・ 特例契約対象職員（北海道共済会加入の一括会員）    45,358人 

・ 暫定契約職員                     196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。 

 

1．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 

毎年、福祉関係団体及び都道府県事務局の協力を得て、大会や研修会等におい 

てパンフレットを配布・周知し、福利厚生センターの認知度の向上に努めていた 

が、今年度はオンライン配信や中止となり多くの大会等で配布できなかった。 

◇ 大会・研修会等 

・ 経営セミナー（福祉医療機構）    【オンライン配信のため未配布】 

・ 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） 

【オンライン配信のため未配布】 

     ・ 福祉人材センター全国会議（全国社会福祉協議会） 

【WEB会議変更のため資料のみ送付】 

・ 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） 

【オンライン配信のため未配布】 

     ・ 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） 

【WEB開催変更のため不参加】 

・ 全国社会福祉軟式野球大会（全国社会福祉軟式野球連盟）【中止】 

・ 初任保育所長等研修会（日本保育協会）【中止】 

 

（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、次の法人等に対し、加入案内等を 

11月中旬から下旬にかけて送付し、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（341法人） 

◇ 過去3年以内に資料請求のあった法人（110法人）（10月中旬発送） 



 

（３）チラシの配布 

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、次のチラシを配布した。。 

◇ 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 

 

（４）福祉関係機関誌への広告の掲載 

2020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25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、保育の友、地域ケアリング、ホームヘルパー 

 

２．福利厚生センターによる加入等促進活動の取組状況 

（１）未加入法人に対する個別訪問 

加入勧奨のための個別訪問として、センター単独訪問及び都道府県事務局との 

合同訪問を計画的に行うこととしていたが、新型コロナウイルス感染の収束が 

当分見込めないため、各都道府県への移動を自粛することとした。 

今年度合同訪問の実施予定であった事務局へは来年度の訪問を予定している。 

◇ ２０２０年度に予定していた事務局との合同訪問 

青森県、宮城県、秋田県、茨城県、群馬県、神奈川県、山梨県、福井県、 

愛知県、大阪府、奈良県、島根県、岡山県、徳島県、福岡県、佐賀県、 

鹿児島県、沖縄県 

     なお、未加入法人より訪問による説明の要望があった際は、対応した。 

 

（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）を対象

として、福利厚生サービスや“クラブオフ”の活用方策などの説明を行う個別訪問

を計画的に行うこととしていたが、新型コロナウイルス感染の収束が当分見込めな

いため、各都道府県への移動を自粛することとした。 

 



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）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（78.2%）

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、2020年度末現在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

102.7%

年　度 2020年度2015年度

78.2%

受診率 74.0% 76.6% 76.7% 77.6% 80.2%

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

2020年度実績 前年度比

134,155

102.5%

98.2%

100.5%

100.6%

うち、乳・子宮がん受診者数

101.2%

3,620

506,166

76.5%

3,525

（30歳以上女性に対する助成率）

218,135

男女内訳
52,879

515,354

217,067

30歳以上第1
種会員の割合

(73.2%)

(24.3%)

31,190

102.6%

102.7%

166,124人（76.5％）

51,534

114,590

30,442

170,564

　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

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

73.7% 75.1% 75.9%

132,615

前年度実績

（30歳以上会員に対する助成率） 78.7%

26.5%

117,685

73.9%



（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 　オムロン 電子体温計 けんおんくん （ 9.1% ）

2 ＊コンフォートハニカムゲルクッション （ 5.2% ）

3 　細切り讃岐うどん（２人前×10袋セット) （ 4.5% ）

4 ＊シュパット コンパクトバッグ （ 3.9% ）

5 　雪平鍋＆フライパン18cm （ 3.6% ）

6 　CAPTAIN STAGシュラフ （ 3.6% ）

7 　２WAY高輝度 COB ランタン （ 3.6% ）

8 　珪藻土バスマット６０×４０cm （ 3.3% ）

9 　レストラン用ビーフカレー（10袋セット） （ 3.0% ）

10 　ホットサンドメーカー （ 2.9% ）

11 　真空断熱ステンレスタンブラー2個セット （ 2.8% ）

12 （ 2.8% ）

13 　ガラス蓋付フライパン 26cm （ 2.7% ）

14    ご当地ラーメン味比べ（9袋セット） （ 2.5% ）

15 　CAPTEIN　STAG　折りたためるステップ （ 2.5% ）

16 　タニタデジタルクッキングスケール （ 2.3% ）

17 　スヌーピー 電波めざまし時計 （ 2.3% ）

18 　紀州南高梅 梅干しセット（蜂蜜・しそ漬け） （ 2.2% ）

19 　SUS・ga 包丁２点セット （ 2.2% ）

20 　ハンドチョッパー （ 2.2% ）

21 ＊兼用蒸し鍋 ２２cm （ 2.2% ）

22    電気ケトル 1.０リットル （ 2.1% ）

23 　温度計付フライドパン２２cm （ 2.1% ）

24 ＊ポータブルファン （ 2.1% ）

25 ＊折りたたみレジかご用バッグ＆エコトートぺアセット （ 2.1% ）

26 　グリル活用角型パン１７×２２cm （ 2.0% ）

27 　煮込みハンバーグ（7袋セット） （ 2.0% ）

28 　ステンレスボール＆パンチングザル５個セット　 （ 1.8% ）

29 　竹炭入り低反発ウレタン枕 （ 1.7% ）

30 　寿司屋の焼海苔(全形5枚入 ８袋) （ 1.7% ）

31 　ピーコック ワンタッチマグボトル ５００ml （ 1.7% ）

32 ＊トング付きキッチンはさみ （ 1.6% ）

33 　ガラス体重計 （ 1.6% ）

34 　ステンレス片手鍋 18cmザル付き （ 1.4% ）

35 　オムロン 音波式電動歯ブラシ （ 1.3% ）

36 ＊USBデスクトップ加湿器 （ 1.3% ）

37 　3WAY センサーライト （ 1.3% ）

38 　陳健一 北京鍋 ２８cm （ 1.3% ）

39 　コンパクトランチポット３００ml （ 1.2% ）

40 　シェイプストレッチャー （ 0.9% ）

（ 100% ）

＊印は、2020年度に新規採用した給付品である。

　2020年度は、2019年度の品目のうち人気が低い等の理由で8品目を入れかえた。

6,759

4,261

3,858

7,216

6,309

5,286

5,711

4,500

7,468

4,666

5,648

4,808

5,524

9,645

5,843

＊ヨーグルトメーカー５００ml

9,664

9,652

5,952

6,033

10,455

給　　　　付　　　　品

5,883

8,009

7,605

24,585

12,318

6,139

6,824

270,884

4,698

4,322

5,596

合　　　　　　　計

　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、オムロン電子体温計
けんおんくん、コンフォートハニカムゲルクッション、細切り讃岐うどん、シュパットコ
ンパクトバッグ、行平鍋＆フライパンなど40品目の中から希望する１品を会員に給付し
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。

3,421

3,165

14,112

3,416

7,837

3,469

3,409

5,576

給 付 人 員

8,888

2,354



（３）電話健康相談事業（利用対象者：全会員）

　　　

　　

　　

　　　

　　

　　　　2020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365件

　　・メンタルヘルスの相談件数は、延べ300件

　　　（うち、面接カウンセリングの利用は、延べ37回）

（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

（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

（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）

　　　

　　

　　　

　　

　　

　　　　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。

（ボウリング・バレーボール・野球等）

  （華道・茶道・音楽等）

合　　　　　計

2015年度

ク ラ ブ 数

2018年度

合計件数  665件

65.2% 58,478

78,684

17.5%

1,476

活　動　区　分

文化系クラブ

その他

　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。

13.4%

51.3%

助　成　人　数

10,529

（旅行・ハイキング・ボランティア等）

2016年度

2,264

　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。

スポーツ系クラブ

　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、2020年度は全国で延べ20,319回の利用があった。

51.6%

396

392 17.3% 12.3%

74.3%

　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35か所）・ラフォーレ倶楽部（施設数34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。

49.9%

9,677

年　度 2020年度2019年度

49.2%

2017年度

36.1%助成率 50.4%



（指定保養所）

（会員制リゾート施設）

３．生活支援事業

（１）共済事業給付金（利用対象者：第１種会員・特例会員（災害見舞金を除く））

　　　

　　

　　　

　　

　　　　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　137人、高度障害　3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　230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　　214人（うち手術　92人）

　　　⑤災害見舞金（利用対象者：第１種会員・第２種会員・特例会員）

　　〔給付金額は、１法人20万円、第１種会員１人２万円、第２種会員１人１万円〕

　・法人    4法人

　・会員個人 

81.602千円

1,366

ラフォーレ倶楽部

69

　3,145千円

950千円  52人（第１種会員４５人、第２種会員７人）

1,130

　　　800千円

890 65

合計

区　　分

34

6

施設数（か所） 37

セラヴィリゾート泉郷

利用人数（人） 896 470

休暇村 グリーンピア

　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。

3

利用人数（人）

ＫＫＲ

区　　分

23,000千円

　5,590千円

施設数（か所） 35

169

34

　  ダイワロイヤル
ホテルズ

合計

10127



　　　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（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、実際に贈呈した法人数と一致しない。

（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

（ 35.0% ）

（ 65.0% ）

（ 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（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。

１，367人１，３８１人

２０１9年度

1,369

965

579

11,841

227

５，８００万円 4，０００万円

（２件） （3件）

贈　　呈　　人　　数

2,462

197

2,069

1,652

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、2020年度は１2品目を入替え、合計70品目を揃えた。

20

15

区　　　　　分 2020年度

ソウェル団体生命・医療保険
１，６６８人

     　・がん保険

558

7,114

4,691

3,357

1,884

1,019

　　生命保険支払額等

区　分

１，706人

1.8%

勤続年数

349

11.0%

     　・積立年金保険

10

25 6.2%

5（1種）

５（2種）

女性会員

３０以上

男性会員

合　計

269

3.3%

100.0%30,4649,293

贈　呈　人　員（構成比）

100

169

122

38.9%

23.4%

15.4%

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）



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

( 28.5% ) ( 71.5% ) （助成法人数1,494法人）

（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

( 35.9% ) ( 64.1% ) （助成法人数1,878法人）

（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

( 47.8% ) ( 52.2% ) （助成法人数3,129法人）

（７）住宅ローン（利用対象者：全会員）

　　　

  　

（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31枚発行した。

995

2,535

5,469

1,011

247

1,491

4,046

28.1%

912

女性会員

1,303

23.7%

（100.0%）

20.2%

合　　計　　（構成比）

1,639

男性会員

男性会員

区　　分

区　　分

46.2%

14,665

合　　　計

（100.0%）

453

311

748

1,186

601

2,960

合　　　計

　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。

女性会員

8,660

7,661

合　　　計

3,045

合　　計　　（構成比）

23.8%

7,004

2,871

3,546

52.5%

59.1%

1467

1,554

4,614

1,493

426

985

551

877

1,886

744

中学校入学小学校入学

（100.0%）

20.8%

25.7%

合　　計　　（構成比）

　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。

1,295

区　　分

1,962 3,507

　また、２０２０年度に在宅金融株式会社と提携を行い、借入額１００万円以上８，００
０万円以下、返済期間１５年以上３５年以内、耐震性など一定の基準を満たす住宅は、当
初５年間又は当初１０年間の金利が０．２５％低くなる「固定金利型住宅ローン・フラッ
ト３５」を扱った。





（９）ショッピング等の支援（利用対象者：全会員）

　　　

　　

　　

４．啓発支援事業

（１）海外研修事業（利用対象者：第１種会員・特例会員）

　　　

　　

　　　

　　

（２）各種講習会（利用対象者：全会員）

　　　

　　

　　　

　　　　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

回数

回 人

メンタルヘルス リモート 4

接遇 リモート 4

ハラスメント防止 リモート 4

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 中止 ー

計

　イ　都道府県事務局実施分

回数

回 人

広報（オンデマンド） 北海道 1

メンタルヘルス 北海道 2

新人フォローアップ 1

接遇リーダー 1

計

（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。

講　　習　　会

0

開　催　方　法

北海道

37

北海道

352

48

　例年、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ていたが、２０２０年度は
全政界で新型コロナウィルスが蔓延していたことから４月の時点で中止を決定し、会員に
はソウェルクラブニュースにより通知を行った。

　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う予定であったが、新型コロナウィルスの蔓延によ
り、集合型講習会の実施が困難となったため、急遽、Zoomを使ったリモート講習会を行
うこととし、メンタルヘルス、接遇及びハラスメント防止の講習会に変更し実施した。

　また、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。

開　催　事　務　局

　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。

参加人数

参加人数

30

635

114

113

講　　習　　会

189

113

　さらに、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も実施が困難とな
り、北海道事務局のみでwebを使った講習会が実施された。

255

58

　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。

30



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
（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　映画チケットの割引 ②　グルメカードの割引 ③　飲食店の割引チケット

④　国内旅行　 ⑤　健康・衛生用品の配布 ⑥　特産品等の割引チケット　

　　　

　　

・合同ｸﾘｽﾏｽ宿泊企画（千葉県、神奈川県、山梨県、静岡県：２３４人参加）

（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

　　　

　　

1

2

0

0

0

1

1

0

1,210

296

229

46

142

117

86

141

18

87

31

31

0

1

3

3

　あん摩マッサージ指圧師

1,378

1.8%

合　　計

32

0.0%

0.0%

2.6%

2.1%

34

100%

1

0

3,815

　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を実施する
予定であったが、新型コロナウィルスの蔓延により、旅行やイベントの実施が困難になっ
たため、より利用しやすい施設利用事業の要件を緩和し、都道府県事務局が臨機応変に対
応できるようにした。また、会員交流事業の実施が困難となった事務局は予算を翌年度に
繰り越して実施できるように対応した。

2,437

1 0.0%

79

0.8%

0

0

91

8

　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５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１８都府県に助成した。

69

資　　格 男　性 女　性

5.3%

99

33

61

12

692

244

146

23

59

14.2%

208

1,902

201

540

375

0.0%

0.1%

0.1%3

合　計 割　合

49.9%

9.8%

5.5%

2.5%94

174

0.9%

4.6%

1

2



６．ソウェルクラブ“クラブオフ”（利用対象者：全会員）

      　

   　

　　

　　

      　2020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：18,183人（2021年3月末）〔会員数の6.7％〕〉

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

　　　

　　

　イ．ソウェルクラブニュースの発行

　　　

　　　

　　　

　　

　ウ．会員情報誌の発行

　　　

　   

　エ．ホームページのリニュ―アル

　　　

　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

　　　

　　

　また、４月に号外を発行し、不織布マスクの特別販売の案内や海外研修の中止について
お知らせし、１２月にも号外を発行し、健康生活用品として配布した珪藻土バスマットの
安全性をお知らせするとともに、クラブサークル活動助成事業の申請要件の緩和等につい
てもお知らせをした。

　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をクラブオフだけの別冊とし、より詳細にラブオフの
サービス内容、利用方法、登録方法について掲載し、周知を図るとともにパンフレッ
トにより周知を図った。
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。

　2020年度からクラブオフに関する部分を別冊として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2020～2022」を作成し、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。

　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

　２，８００円～４，０００円  を助成（乳・子宮がん検診のいずれかを受診した場合は８００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 ：　３６５件（４６７）

・メンタルヘルス相談：３００件（４２２）　

・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：　３７回（２３）

スポーツクラブ 　コナミ、ルネサンス２社の利用回数延べ　２０，３１９回 （３１，０８１）

・カーブス（２，００８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　　　　７８，６８４人（１１２，０８７）

●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） １６９人 （８９８） 合計　　　　　１０１か所（１０２）

　　・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 　　３７か所 （３８） ８９０人 （１，６０２） 利用人数　　１，１３０人（２，６７６）　　

　　・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） ６人 （２７）

　　・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） ６５人 （１４９）

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 ３５か所 （３６） ８９６人 （１，５０４） 合計　　　　　　　　６９か所（６９）　　

　　・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 　３４か所 （３３） ４７０人 （１，１６９） 　　利用人数　　１，３６６人（２，６７６）　　

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 １８，１８３人〔全会員数の６．７％〕　　　＜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(災害見舞金を除く) （給付人数） （給付人数） （給付額） 　　

　　・会員の死亡 ・死亡　６０万円 　死亡　 １３７人 （１１９） 高度障害　　　３人 （２） ８１，６０２千円 （７１，４００）

　　・　〃 （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 （１） 後遺障害　　１８人 （１８） ３，１４５千円 （２，９３２）

　　・会員の配偶者の死亡 ・死亡　１０万円 　死亡　 ２３０人 （２５３） ２３，０００千円 （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　　 ２１４人 （１６５）  （うち手術　９２人（８３）） ５，５９０千円 （６，３６６）

　　・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 　４法人 （２０） ８００千円 （４，０００）

　　・  〃            （会員） ５２人 （１８３） ９５０千円 （１，８３０）

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　　 １，６６８人 団体生命保険支払件数 ２件 （３） ５８，０００千円 （４０，０００）

　　　年金保険 医療保障支払件数 ９件 （９） ６２１千円 （６３９）

　　・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　　 １，３８１人 （１，３６７） ２１７件 （２４４） ２６，９４９千円 （４２，７１４）

　　　　　　　　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　 ３０，４６４人 （２９，２８５） （うち、第２種会員の勤続５年贈呈は５５８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　 ３４９人 （３５７）

●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　　 ３，５４６人 （４，０２２）

●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　 ５，４６９人 （５，５５８）

●入学お祝品贈呈 　贈呈人数　　１４，６６５人 （１４，２５８）

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）

  　・財住金フラット３５ ・全期間固定金利、借入金額１００万円以上８，０００万円以下、保証人・保証料不用

　　・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　３１枚（３６）

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

　センター実施分：新型コロナウィルスの影響により中止

　事務局実施分：北海道（オンデマンド） 　２５５人受講

　センター実施分：リモート４回 　計１１３人受講

　事務局実施分：北海道(リモート１回)　　 　計３０人受講

　センター実施分：リモート４回 　計１１４人受講

　事務局実施分：北海道(リモート２回)　　 　計３７人受講

　センター実施分：リモート４回 　計１１３人受講

新人フォローアップ講習会 　事務局実施分：北海道(リモート１回)

ＯＪＴスキルアップ講習会

　センター実施分：新型コロナウィルスの影響により中止

　センター実施分：新型コロナウィルスの影響により中止

e-ラーニング 　センター実施分：パソコン１８９人、コンプライアンス５８人、メンタルヘルス４８人　　　計２９５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　 ３，８１５人 （４,２６９）

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（１）　　　　　延べ参加人数  　　　  ２３４ 人（２６８）

　　・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） 　５事務局が宿泊、飲食店、温泉入浴料等の割引を新たに提携

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 ２０２０～２０２２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した。

    ・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189号～196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（１１９号～１２２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。

･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。

・ハラスメント防止の基礎知識と多様化するハラスメントについてその防止対策を習得する。ハラスメント防止講習会

・                                        〃          　　　　　　　 第１種会員1人当り２万円　　第２種会員１人当たり１万円                                  

コロナの影響により、従来の主な事業である観劇・コンサート、国内旅行、スポーツ観戦当の実施が困難に
なり、映画チケットの割引、グルメカードの割引、健康・生活用品の配布等の事業が多く実施された。

　事務局実施分：該当なし　

・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）

新型コロナウィルスの影響により中止

　センター実施分：新型コロナウィルスの影響により中止

　センター実施分：新型コロナウィルスの影響により中止

メンタルヘルス講習会

啓
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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
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・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(１６７施設)､ルネサンス（１１６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
 
 
 
 

活
 
 
 
 

支
 
 
 
 

援
 
 
 
 

事
 
 
 
 

業

ソウェルクラブ“クラブオフ”

計　６６５件（８８９）

・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

・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。

　給付人数　　　　２７０，８８４ 人（２６６，３０４）

２０２０ 年 度 福 利 厚 生 事 業 の 実 施 状 況 ( 概 要)

区分 事     　業　     名 事      　　　業　　　      概　　　      要 事    　業     　実     　績

　助成人数　 　　１３４，１５５ 人 （１３２，６１５）

健
康
支
援
事
業



（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。


