平成３０年度
（平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日）
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公益社団法人 渋谷区勤労者福祉公社

平成３０年度

公益社団法人

渋谷区勤労者福祉公社事業計画

１ 中小企業勤労者の福利厚生に関する事業

（定款第４条第１号）

（１）健康維持・増進事業
事業の目的

事業名

勤労者及び事業主の健康管 （１）健康管理事業

内容等
１）①定期健康診断の利用補助

理・健康増進のため、施設を

4 施設

利用する者に対して、あっ旋

②人間ドックの利用補助

及び補助を行う他情報提供を

6 施設

行う。

③心の相談室の利用補助
１施設 6 箇所
④インフルエンザ予防接種の補助
⑤法定定期健康診断の利用補助
（4 名以上事業所対象）

（２）健康増進事業

２）
①サウナ・温泉施設等の利用補助
11 施設
②都内公衆浴場 共通回数券割引
あっ旋 （渋谷区内 11 箇所）
③フィットネスクラブの施設利用
補助および割引あっ旋 3 施設
④ﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ利用の割引あっ旋
⑤ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ施設利用の施設利用
補助および割引あっ旋 3 施設

（３）情報提供

３）健康に関する小冊子の配布及び
閲覧

（２）老後生活の安定事業
事業の目的

事業名

退職後の充実した生活設計支 （１）ライフプラン事業
援事業及び情報提供を行う。

内容等
１）講習会･講演会等を実施する
（29 年度：お葬儀セミナー
：相続対策セミナー）

（２）中小企業退職金共済制 ２）制度の紹介と案内
度の紹介
（３）各種共済事業の紹介

３）全労済と提携し、生命保障、損
害保障等の案内と紹介を行う

（３）自己啓発・余暇活動支援事業
事業の目的

事業名

内容等

カルチャー講座・レジャー施 （１）自己啓発活動事業

１）事業者と割引利用契約を締結

設の割引利用、各種チケット

し、学習及び技能習得の機会を提供

のあっ旋、レクリエーション

する
朝日ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ・ﾎｰﾑﾒｲﾄﾞｸｯｷﾝｸﾞ 他
資格の大原(簿記講座受講には 補助金)

事業等の実施を通じ、勤労者
の自己啓発活動の援助及び余
暇活動の充実を図る。

（２）契約施設等割引事業

２）宿泊施設、遊園施設等と割引契
約を締結し、利用者に提供する
①遊園施設等利用券

20 施設

②映画前売券(8 窓口)映画券あっ旋販売
③食事券（ﾎﾃﾙ・飲食店）夏季・冬季
④宿泊施設
・通年指定宿泊施設一覧 49 施設
(休暇村･四季倶楽部･ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ･東急ﾎﾃﾙ)

・協定宿泊施設

（二の平渋谷荘･
河津さくらの里･文化北竜館･文化軽井
沢山荘･一の湯ｸﾞﾙｰﾌﾟ･あてま高原ﾘｿﾞｰﾄ）

・宿泊補助利用取扱店 8 業者
⑤夏季限定特別宿泊補助
⑥社員旅行宿泊補助
(4 名以上事業所対象)

⑦夏季ﾌﾟｰﾙ

7 施設

⑧ゴルフ場利用券

4 施設

３）スポーツ観戦・観劇・ｺﾝｻｰﾄ・
各カード等を割引で販売する
（３）各種チケット等の割引 ①東京ドーム（巨人 63 試合･日本ハム
あっ旋事業

7 試合）神宮球場(ヤクルト 68 試合)

の年間契約シート

各2席

②観劇・コンサート・美術展
延 1,610 枚
③図書ｶｰﾄﾞ・グルメｶｰﾄﾞ・クオｶｰﾄﾞ･
子ども商品券他

延 10,600 枚

④東京湾周遊納涼船

115 人

⑤ｽｷ-場ﾘﾌﾄ券

4 箇所

⑥大相撲観戦 １場所 桝席･椅子席
⑦J リーグ観戦・潮干狩り 他
⑧プロバスケット(B ﾘｰｸﾞ)

事業の目的

事業名
（４）法人会員権利用事業

内容等
４）施設の法人会員権を取得し、低
廉な料金で利用に供する
①東京ディズニーリゾート
②東京ドームシティ ﾊﾟｰﾄﾅｰﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ
(会員証提示)

施設窓口で直接購入

③全福ｾﾝﾀｰ他 入場券等買取契約
期間限定あっ旋販売
（東武動物園・ジョイポリス・マダム
タッソー・レゴランド他）

（５）レクリエーション事業

５）パッケージツアー補助や、他区
との共催でディズニーリゾートに
おいて、ファンパーティーを実施す
る
①旅行業者の募集型企画旅行
(はとバスツアー等)の参加費を
補助
年3回
②パーク・ファン・パーティー
年１回

（６）地域活力の活用事業

６）会員事業所等と提携し、商品の
あっ旋、施設の利用助成等を行う

（７）その他事業

７）会員の生活にうるおいを提供す
る事業を行う
①特産品等のあっ旋販売
②花とみどりのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 180 名
（29 年度：ﾍﾞｺﾞﾆｱ・ｻｸﾗｿｳ
・ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ）

（４）財産形成事業
事業の目的

事業名

内容等

勤労者の財産形成に資するた （１）財産形成に関するセミ １）財産形成制度の普及、啓発のた
め、制度に関する普及・啓発 ナーの実施及び情報の提供

めのセミナー及び情報提供を金融

を行う。

機関等と協力して実施する

２ 中小企業勤労者の給付に関する事業
事業の目的

（定款第４条第２号）
事業名

内容等

各種給付金の支給、各種融資 （１）給付事業

１）給付事由に基づき、祝金、見舞

の紹介、各種共済事業との提

金、弔慰金等を支給する

携等を行い在職中の生活支援

①祝金

7 種類

を行う。

②見舞金

4 種類

③弔慰金

1 種類

④せん別金

1 種類

（２）各種融資あっ旋・紹介

２）
①中央労働金庫と提携し、生活資金
融資あっ旋を行う
②中央労働金庫の各種資金融資を
紹介する

（３）共済事業の案内

３）①全労済と提携し、共済事業の
案内を行う

３ 中小企業勤労者の福祉に関する各種セミナー等の事業
事業の目的

（定款第４条第３号）

事業名

内容等

勤労者及び従業員の資質向上 （１）各種講習会

１）勤労者の知識、教養、技能向上

等に資することを目的とした

を図るための講習会を実施する

各種講習会等を実施する。

①知識・技能・教養・趣味 等講座
の実施および参加費補助
（29 年度実施ｾﾐﾅｰ：ﾊﾟｿｺﾝ講座･健
康･医療･美容･ 体操･ 相続対策セミ
ナー他）

（２）事業主及び勤労者セミ
ナー

２）事業主及び勤労者が福利厚生に
理解を深めるためのセミナー等の
情報提供、紹介を行う
29 年度: 経営承継ｾﾐﾅｰ

（３）労働安全衛生の情報提
供

３）労働安全衛生の啓発を図るため
に、パンフレット・資料等の配布及
び閲覧を行う

４ 中小企業勤労者の福祉事業に関する普及啓発事業及び調査研究事業

（定款第４条第４号）

（１）普及啓発事業
事業の目的

事業名

内容等

勤労者福祉に関する事業紹介 （１）公社の事業内容につい １）
及び公社で実施する各事業等 て、公社広報紙及びガイドブ ①エンジョイライフニュース
の必要な情報を適宜適切な時 ックを発行する
期に提供する。

年６回発行
②ガイドブックの発行 ３年毎
（次回 2020 年度作成予定）
:広告掲載や折込チラシによる会員
事業所等の PR (有料)

（２）中小企業関連情報の掲 ２）事務所掲示板及び掲示台に関連
示

情報を掲示し、来所された中小企業
者に周知を図る

（３）ホームページによる公 ３）最新のエンジョイライフニュー
社情報の提供

ス・契約事業等の情報を公社ホーム
ページに掲載する

（４）公社事業の普及・会員 ４)会員獲得新規入会キャンペーン
春夏・秋冬キャンペーン
獲得の推進
29 年度入会者 229 名

（２）調査研究事業
事業の目的

事業名

内容等

勤労者福祉の総合的な事業の （１）公社福利厚生事業に関 １）区内中小企業の事業主及び勤労
展開を図るため、労働環境、 するアンケート

者のニーズを把握し、事業に反映す

福利厚生等の調査研究を継続

る

的に行う。
（２）２３区サービスセンタ ２）総合的な情報交換及び収集を行
ー協議会・第３ブロック協議 うための検討会等への参加
会等への参加

電話・メール等による情報収集

（３）他区サービスセンター ３)他区との共同事業を実施する
との共同事業の研究と実施

５ 区が行う勤労者福祉推進事業への協力事業
事業の目的

（定款第４条第５号）

事業名

内容等

区が行う勤労者福祉推進事業 （１）区が行う勤労者福祉推 １）
への協力事業

進事業への協力事業

①区が行う勤労者福祉事業の情報
提供
②労働統計資料等の配布
③中小企業対策の情報提供及び資
料の配布
④くみんの広場への参加

６ 区から受託する勤労福祉会館の管理運営業務
事業の目的

（定款第４条第６号）

事業名

内容等

区から受託する勤労福祉会館 （１）勤労福祉会館の維持・ １）
の管理運営業務

管理業務

①会館施設の維持・管理業務

（２）会館の施設利用受付業 ２）
務

①会館施設の利用、承認業務
②会館施設の使用料の徴収業務

７ その他この公社の目的を達成するための必要な事業

（定款第４条第７号）

