
平成26年度事業報告書

1．事業概要

八尾市中小企業勤労者福祉サービスセンターは、中小企業と大企業の勤労者福祉にお

ける格差の是正を目指し、八尾市・八尾商工会議所が出資し、平成元年に設立致しました。

平成25年4月には、大阪府から公益財団法人の認定を受け、新たにスタートさせていただ

き、センターの安定運営と信用・信頼に努めてまいりました。また、平成26年9月30日には、

当センター創立25周年を迎えさせていただきました。会員の皆さま並びに役員の皆さまの

ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成26年度は、当センター会員組織の強化に向け、事業PRチラシの改訂を行い、

新たに未加入事業所へチラシの配布や八尾商工会議所と連携した商工会議所会員へのP

R並びにホームページの更なる充実をはかり、非会員事業所をはじめ会員事業所にも当セ

ンターのメリットをPR致しました。また、給付事業では、保険業法の改訂により、給付金の料

率等の見直しを行いましたが、大きな混乱もなく運用させていただくことが出来ました。更に、

創立25周年事業として、八尾商工会議所と連携した「婚活事業」や「日帰りバスツアー」を実

施させていただき、会員事業所へのサービアの向上を図りました。

このように、平成26年度は、会員組織の拡大と福利厚生事業の充実を推し進め、中小企

業勤労者の福祉の充実と地域経済の振興・発展に努めてまいりました。

2．理事会、評議員会の開催状況
（1）理事会
区分 丶ｨﾜ9?｢�案件 佇ｸ悗�

第1回 兌ﾙ�ﾃ#iD紿ﾈ�#�?｢�議案第1号定時評議員会招集の件 �:�8��,�.h.��ﾋH粂�(ﾈ��

第2回 兌ﾙ�ﾃ#YD綛ﾈ��Y?｢�議案第2号平成25年度事業報告の件 侏H粂�(ﾈ��
議案第3号平成25年度収支決算の件 侏H粂�(ﾈ��

第3回 兌ﾙ�ﾃ#YD���ﾈ繦?｢�議案第4号臨時理事会招集の件 �:�8��,�.h.��ﾋH粂�(ﾈ��

第4回 兌ﾙ�ﾃ#iD���ﾈ�#�?｢�　市職員の給与制度等改正に伴う嘱 議案第5号託・非常勤嘱託職員の報酬改定につ 　いて その他理事の職務執行状況甲報告 侏H粂�(ﾈ��

第5回 兌ﾙ�ﾃ#yD�8ﾈ�#9?｢�議案第6号平成27年度事業計画の件 侏H粂�(ﾈ��
議案第7号平成27年度収支予算の件 侏H粂�(ﾈ��

（2）評議員会 
区分 丶ｨﾜ9?｢�案件 佇ｸ悗�

第1回 兌ﾙ�ﾃ#iD綛ﾈ�#�?｢�議案第1号平成25年度事業報告の件 侏H粂�(ﾈ��
議案第2号平成25年度収支決算の件 侏H粂�(ﾈ��



3．会員拡大の取組み
（1）会員拡大の取り組み

公益財団法人の認定を受け、これまで以上に安定的・持続的に事業運営を行い信用・信頼を得る 

には会員の拡大が不可欠です。平成26年度は、事業PRチラシの改訂を行い、新たに同チラシを未 

加入事業所へポスティングによる配布（2・3月）を致しました。また、八尾商工会議所会報誌へ同チラ 

シを同封（10・11・2月）。更には、ホームペ」ジをよりタイムリーな情報の掲載を行うなどの充実をは 

かりました。それ以外にも、八尾市の発行する「市政だより」「労働事業やお」「FMちゃお」などの関 

係機関の媒体を利用し積極的にPRに努めた結果、平成25年度3月末日と比較し、11事業所、52人 

の増加につながりました。 

（2）26年度の会員数・会員事業所
26年度の月別会員数・事業所数は次のとおりです。

26年度末　　会員事業所数　　222事業所（前年差異11事業所）

会員数　　　1，669人（前年差異　　　52人）

月別 剋幕ﾆ所数 劔会員数 

入会 ��陞��合計 ���鞆r�入会 ��陞��合計 ���鞆r�

3 佇�� ��211 �� ��1，617 ��

4 佇��4 ���215 釘�70 �#��1，658 鼎��

5 佇��3 ���218 �2�33 ����1，672 ��B�

6 佇��0 ���218 ���4 迭�1，671 ��Xｷﾂ�

7 佇��3 ���220 �"�27 ����1，687 ��b�

8 佇��0 ���220 ���8 ����1，685 ��ｨ.��

9 佇��0 ���220 ���9 ����1，684 �ｨ�X�S��

10 佇��0 ���220 ���11 唐�1，687 �2�

11 佇��2 ���221 ���12 ��b�1，683 �ｨ�X������

12 佇��2 ���222 ���6 湯�1，680 �����

1 佇��0 ���222 ���3 途�1，676 ��ﾃB�

2 佇��1 ���223 ���11 湯�1，678 �"�

3 佇��0 ���222 �ｨ耳�8������8 ��r�1，669 ����H����*B��(�T｢�

合計 �15 釘�11 ��202 ��S��52 ��



4．福利厚生事業の実施状況
（1）給付金事業

平成25年6月の保険業法改正により、給付金について余儀なく料率の見直しが行われましたが、 
一部の給付金を除き、これまでと同様又は、これまで以上の給付を行うことが出来ました。また、平成 

26年度より、在会25年の給付が始まりました。 

①祝金、見舞金等（全国勤労者福祉・共済振興協会と復託契約）　　　　　　　　　単位：件・円 

給付事由 从ｹWI���ｲ�給付金額 佇��B�金額 

結婚祝金 ��Ygｹ�ﾂ�30，000 �3"�960，000 

結婚記念祝金 ��Ygｹ�ﾈ��#X�D��｢�10，000 迭�50，000 会員本人（35周年） ����3����4 鼎��3����

会員本人（50周年） �3��3����1 �3��3����

成人祝金 ��Ygｹ�ﾂ�5，000 迭�25，000 

還暦祝金 ��Ygｹ�ﾂ�5，000 �#B�120，000 

出産祝金 ��Ygｹ�ﾈｷ�-�GｨｿH�"�10，000 �32�330，000 

入学祝金 ��X,ﾈ��*ｨ抦ｧxﾕｩ?ﾈｧr�5，000 鼎��240，000 

会員の子が中学校入学 ����3����63 田3��3����

死亡弔慰金 ���3��1，296，000 

（50，000円～200，000円、50，000円、12，000円、10，000円） 

傷病見舞金 ��X,ﾈ�V�,�.h.亶鮎b��3��955，000 
（15，000円～50，000円／14日以上～120日未満） 

障害見舞金 ��X,ﾈ��･�ﾊ兀�ｾ�����105，000 

（保険査定による） 

災害見舞金 ��X,ﾈｸ�ｨ+x.�h夊*ｨﾝ�･�/��8*�+ﾘ,h*ｲ����0 
火災等・自然災害等（2，000円～100，000円） 

合計 剴#ッ�4，781，000 

②永年在会慰労金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：件・円 

給付事由 从ｹWHｾ�ｧ｢�件数 仞�ｧ｢�

在会5年（現金5，000円） 店�3����61 �3�X�3����

在会10年（現金10，000円） ����3����62 田#��3����

在会15年（記念品） 滴�3cCB�40 ��ス�3sc��

在会20年（現金50，000円） 鉄��3����22 ���3����3����

在会25年（記念品） 塗�3��"�13 塔��3ゴb�

合計 ��198 �(�33���3c�b�



（2）健康管理事業

会員の健康管理の向上に向け、人間ドック、脳ドックの受診や、生活習慣病予防健診に助成を行 

いました。 

①人間ドック・健診の助成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人・円 

内容 剳竢赴煌z 假9�i�ﾉ�B�助成金額 

人間ドック 半日コース 倡y.�9|8ｴ�ｭb�9，000 塔r�783，000 指定医療機関　国保 店�3����11 鉄X�3����

指定医療機関以外（本人負担2万円以上） 店�3����4 �#��3����

指定医療機関以外（本人負担2万円未満） �8�3����1 �8�3����

生活習慣病 予防健診 �ｩLｨﾉ)�b�2，000 ��S��300，000 

一般健診＋付加健診 店�3����8 鼎��3����

脳ドック 倡y.�9|8ｴ�ｭb�9，000 途�63，000 
指定医療機関　国保 店�3����0 ���

指定医療機関以外（本人負担2万円以上） 店�3����0 ���

指定医療機関以外（本人負担2万円未満） �8�3����0 ���

合計 � �#c��1，264，000 

②スポーツクラブの利用状況

運動を通じて健康の保持増進をはかるため、スポーツクラブの法人会員として加入し、利用券の発 

行や、その他施設利用補助などを行いました。 

単位：人・円 
内容 �Iy駅��ﾉ�B�補助金額 

生涯学習センターウェルネスかがやき ���1，000 

オージースポーツ �#��20，000 

単位：人・円 
内容 �Iy駅��ﾉ�B�法人会員金額 

パシオスポーツクラブ �#CR�324，000 

ビオス・クリエイティブスポーツクラブ �#���324，000 

合計 鼎SR�648，000 

（3）会員交流事業・イベント事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人 

事業名 們�郢?｢�参加人数 

大阪東急イン　ランチブッフェ 滴ﾈ��)?ｨ��hﾈ��?｢�47 

日帰りバスツアー（伊勢神宮とおかげ横丁） 店ﾈ�#Y?｢�17 

シェラトン都ホテルディナーバイキング（トップオブミヤコ・ゆう） 塗ﾈ綺?ｨ�ﾈ��hﾈ�3�?｢�12 

屋上ビアガーデン（近鉄上本町店） 度ﾈ��?ｨ��以�3�?｢�257 

日帰りバスツアー（琵琶湖クルーズとマーガレットステーション） 祷ﾈ�#�?｢�21 

シェラトン都ホテル・ディナーバイキング（トップオブミヤコ） ���ﾈ繪?ｨ���(ﾈ��I?｢�19 

日帰りバスツアー（かに料理と天橋立・観光船ツアー） ���ﾈ�3�?｢�40 

さんふらわあクリスマスミュージッククルーズ ��(ﾈ��I?｢�8 

日帰りハ○スツアー（なにわのこってりランドマークツアー）※25周年事業 ��ﾈ�#Y?｢�15 

日帰りバスツアー（なばなの里イルミネーション） �8ﾈ��I?｢�15 

合計 ��451 



（4）文化レジャー・事業

映画、観劇、野球観戦、美術等のチケットをスケールメリットを活かした価格・条件で斡旋し、会員 

の余暇の有効活用の支援に努めてまいりました。 

単立： 
斡旋内容 剿≒� 

映画鑑賞券 番�譜ﾉB�1，005 

東宝券 �#S"�

アポロ券 田R�

共通券 鼎R�

ラインシネマ小人券 唐�

その他（全福センター等） �3��

小計 ���3C�b�

演劇・コンサート �7h8ｨ5�8�7ｨ�ｸ8ｲ�63 

新歌舞伎座 鼎2�

宝塚劇場 ���

梅田芸術劇場 ���

小計 ���b�

チケットぴあ 俥9���ﾒ�118 コンサート・演劇 �#b�

小計 ��CB�

展覧会・美術展 �29 

アドベンチャーワールド �258 

海遊館 �85 

コーア・ゴルフプリベイトカード �38 

源気温泉・おゆば �77 

風の湯 �11 

ナガシマスパーランド入場引換券 �99 

みさき公国 �153 

天保山大観覧車 �25 

鈴鹿サーキット �57 

志摩スペイン村 �21 

びわ湖クルージング �0 

サンタマリアディクルーズ �4 

アクアライナー �14 

京都水族館 �50 

こども商品券（セット） �238 

カンボジア民族音楽舞踊 �5 

レジャー等小計 �1，135 

合計 �2，820 



（5）大阪労働協会取扱事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：枚 

斡旋内容 冑y�B�

テーマパーク（ユニバーサルスタジオジャパン利用割引券） ��s"�

テーマパーク（東京ディズニーランド利用割引券） ��S"�

合計 �3#B�

（6）共催事業

近隣サービスセンター及び八尾商工会議所とと共催で事業を実施しました。釣り大会は残念なが 

ら豪雨のため中止になりました。 

単位：人 

事業名 仄Hﾜ8ｴ�ｭb�申込者数 

夏休み共済釣り大会 ��H�8ﾘy:��10 

わくわくお友達探し＆恋活パーティ ��H�8ﾘy:��3 

第51回新入社員を励ます集い 價ｩOhⅸﾔ��8��ﾂ�73 

（7）割引入場券などの配布（無料）

（一財）大阪労働協会あるいは、各レジャー施設から当センターに届けられた各種入場割引券な 

どを適宜会員に配布しました。 

単位：人 

種別 冑y�B�種別 冑y�B�

レジャー施設割引利用券 �(�3����ジャンボカラオケ割引券 滴�3S���

京都太秦映画村特別優待券 釘�合計 度�3C�B�

（8）宿泊施設利用補助

（一財）大阪労働協会及び当センターが指定する宿泊施設の利用補助を行いました。 

単位：人・円 

宿泊施設名 凉駅��ﾉ�B����X�｢�補助金額 凉駅��ﾉ�B���i���｢�補助金額（円） 俘xﾇb�
利用人数 竸(�ｾ�ｧ｢�

（一財） 大阪労働協会 鉄"�79，500 �2�4，000 鉄R�83，500 

ときめきの宿 ���0 ���0 ���0 

合計 鉄"�79，500 �2�4，000 鉄R�83，500 

（9）購買、斡旋事業

家庭常備薬、中元・歳暮用に丸大ハムのギフト商品の斡旋を行いました。 

単位：件・人・円 

種別 刪ｴ旋事業所数 �I���ﾉ�B�事務手数料 

家庭常備薬 塗ﾈ韶h宜*)Z｢�43 ���"�45，723 
11月取扱い分 鼎R�101 鼎H�3s�"�

丸大ハム 塗ﾈ韶h宜*)Z｢�8 ����5，904 

11月取扱い分 ����13 嶋�3����

合計 �107 �##b�104，428 



（10）その他事務手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円 

種別 偃��I{��備考 

慶弔共済事務手数料 �#�X�3鼎��全福センター 

その他事務手数料 �#��3S���大山㈱他 

合計 �#3H�3CC�� 

（11）プレゼント事業

会報誌「ワーキング・オン」にクロスワードパズルクイズ掲載し、当選者には、新春お年玉プレゼント 

を実施しました。 

単立：人 

事業名 �饋Y�ﾉ�B�当選者数 

新春お年玉クロスワードパズルクイズ 田B�・選べるギフト1人 ・選べるギフト2人 ・選べるギフト3人 ・共済センター福袋1人 

（12）貸付事業

従業員のための様々な用途に対応した近畿労働金庫の「ろうきんフレックスローン」「カードローン 

（笑くぼ）」のあっせんに努めてまいりました。 

5，創立25周年事業

当センターは、本年9月30日に創立25周年を迎えさせていただきました。四半世紀にわたるご支 

援に感謝申し上げ、バスツアーや八尾商工会議所と連携した婚活事業や日帰りバスツアーを開催し 

ました。 

単立：名 

事業名 丶ｨﾜ9?｢�共催機関 ��ﾈﾙ竟)�B�

婚活事業（常光寺コン） 塗ﾈ��?｢�八尾商工会議所 鼎��

日帰りハナスツアー（伊勢神宮参拝とおかげ横丁でお買物 店ﾈ�#Y?ｨ�����－ ��r�


