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．総括 
 本会業務運営規程の定めるところにより、退職手当給付金等の給付、福利共済給付を行うとともに 
会員の福利厚生の充実を図ることを目的として、福利厚生センター各種事業を実施した。 

 
２．役員会等の開催 
（１）理事会 
第１回 平成２７年６月１６日 平成２６年度事業報告（案）について 

平成２６年度会計収支決算（案）について 
調査検討会の設置（案）について 

第２回 平成２７年６月２５日 理事長、副理事長の選任について 
第３回 平成２８年２月１５日 平成２７年度会計収支補正予算（案）について 

定款の一部変更（案）について 
業務運営規程（支給率）の見直しについて 

第４回 平成２８年３月１８日 平成２８年度事業計画（案）について 
 平成２８年度会計収支予算（案）について 
平成２８年度資産運用方針（案）について 

  
（２）評議員会 
第１回 平成２７年６月１６日 平成２６年度事業報告（案）について 

平成２６年度会計収支決算（案）について 
任期満了による理事・監事の選任について 
欠員評議員の選任について 
調査検討会の設置（案）について 

第２回 平成２８年２月１７日 平成２７年度会計収支補正予算（案）について 
定款の一部変更（案）について 
業務運営規程（支給率）の見直しについて 

第３回 平成２８年３月１８日 平成２８年度事業計画（案）について 
 平成２８年度会計収支予算（案）について 
平成２８年度資産運用方針（案）について 

 
（３）監事会 平成２７年６月３日  平成２６年度事業並びに収支決算に関する監査について 

 

（４）調査検討会  

 第１回 平成２７年１０月８日 委員長・副委員長の選任について 

                資産運用状況及び財政数理計算の結果について 

                退職手当金支給率の逓減について 

 

 第２回 平成２８年１月２８日 共済会財政シミュレーション結果について 

                業務運営規程（支給率）の見直しについて 
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３．独立行政法人福祉医療機構業務受託事業の実施について 
（１）退職手当金請求書・被共済職員退職届の取扱 １，１５８通 
 
（２）退職手当共済実務研修会の開催  平成２７年１２月２日・３日（２回開催） 

独立行政法人福祉医療機構     ・退職手当共済制度の概要について 
      ・マイナンバー法施行に伴う事務手続きの変更について 

一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会  ・退職手当共済実務等説明 
・福利厚生センター ソウェルクラブについて 

 
４．各種会議等への参加 
（１）全国民間社会福祉従事者共済連絡協議会関係 

①総会・セミナー                   平成２７年 ６月 ９日 大阪府 

②調査研究委員会                   平成２７年 ７月 ３日 大阪府 

③第２回セミナー                   平成２７年 ８月２５日 東京都 

④全国会議                      平成２７年１１月 ５日 熊本県 

⑤東海・近畿ブロック会議               平成２８年 ２月 ２日 和歌山県 

 

（２）独立行政法人福祉医療機構関係 

①社会福祉施設職員等退職手当共済事業事務打合会    平成２７年１０月２３日 東京都 

  
（３）福利厚生センター関係 

 ①福利厚生センター新任担当者研修会          平成２７年 ４月１７日 東京都 

 ②福利厚生センター全国会議              平成２７年 ６月２２日 東京都 
   
（４）その他 

 ①東海ブロック４県共済会情報交換会          平成２７年 ８月 ６日 愛知県 

 

５．給付金の支給について 

（１）退職給付金支給件数／金額 

 平成２７年度 平成２６年度 

普通退職 1,321 件 752,256,882 円 1,326 件 749,555,030 円 

死亡退職 7 件 3,987,486 円 3 件 7,281,891 円 

公務傷病・死亡退職 0 件 0 円 0 件 0 円 

会員掛金負担分返還 309 件 6,341,346 円 297 件 5,538,185 円 

合 計 1,636 件 762,585,714 円 1,626 件 762,375,106 円 
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（２）福利共済給付件数／金額 

 平成２７年度 平成２６年度 

死亡弔慰金 6 件 300,000 円 4 件 200,000 円 

災害見舞金 1 件 30,000 円 2 件 60,000 円 

合 計 7 件 330,000 円 6 件 260,000 円 

  
 
（３）退職給付金支給額調（平成２７年度実支給者） 

 退職金 

項 目 支給額（円） （前年度）支給額（円） 

一人当たり平均支給額 ５６９，４６１ ５６９，４７８ 

最高支給額（３３年４ヶ月） ９，９６４，０７４ ９，７４３，８７６ 

最低支給額（ １年０ヶ月） ２７，７２０ ２４，７１０ 

 

返還金（会員期間１年未満） 

項 目 支給額（円） （前年度）支給額（円） 

一人当たり平均支給額 ２０，５２２ １８，６４７ 

最高支給額（１１ヶ月） ５８，８０６ ９０，０００ 

最低支給額（ １ヶ月） ２，５７４ １，７３５ 

 
 
６．福利厚生事業等の実施について 

 ○福利厚生センター加入状況 平成２７年度 １３６法人 ６，８４５人 

（１０月１日現在） 平成２６年度 １３７法人 ６，４６５人 

平成２５年度 １４０法人 ６，２９８人 

 

（１）福利厚生企画情報会議の開催    平成２８年２月２９日 

 

（２）福利厚生センター未加入法人に対する加入勧奨活動 

  ◇未加入法人訪問 

   社会福祉法人サンフラワー名張   平成２８年１月７日 

社会福祉法人津市社会福祉事業団  平成２８年１月１３日 

 

  ◇加入法人訪問 

   社会福祉法人名張育成会      平成２８年１月７日 

社会福祉法人ぼだいじ福祉会    平成２８年１月１３日 
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（３）会員交流事業 

○宿泊・日帰りツアー等 

事業名 開催地 日程 募集数 参加数 

東京ディズニーリゾートと横浜散策ツアー 
千葉県 

神奈川県 
11/27～29 170 名 165 名 

姫路城・岡山観光ツアー 岡山県 10/24～25 70 名 70 名 

伊良湖メロン狩りとランチバイキングツアー 愛知県 8/22 90 名 78 名 

吉本新喜劇観劇ツアー 大阪府 1/16 120 名 118 名 

グルメランチ 

＊アクアイグニス（イタリアン） 菰野町 12/13,19 60 名 60 名 

＊ボン・ヴィヴァン（フレンチ） 伊勢市 9/19 28 名 28 名 

＊いちご狩りと松阪牛ランチ 松阪市 3/12 30 名 56 名 

夏の想い出「たてぼし」in 御殿場浜 津市 8/29 200 名 106 名 

ソウェルクラブ新春ボウリング大会 津市 1/9 120 名 23 名 

劇団四季 

ミュージカル観劇 

マンマ・ミーア 愛知県 7/18 30 名 30 名 

むかしむかしゾウがきた 桑名市 8/6 20 名 19 名 

ライオンキング 大阪府 8/22 30 名 30 名 

クレイジー・フォー・ユー 伊賀市 11/6 20 名 5 名 

【東海北陸ブロック合同事業】劇団四季「オペラ座の怪人」 愛知県 11/1 150 名 150 名 

ディズニー・オン・アイス「アメイジング アニバーサリー」 愛知県 7/25,31 100 名 99 名 

放浪記 愛知県 11/23 20 名 19 名 

コンサート 

松田聖子 愛知県 8/30 20 名 20 名 

財津和夫 津市 11/24 20 名 19 名 

山崎まさよし 四日市市 1/23 30 名 34 名 

Kiroro 伊勢市 3/13 20 名 20 名 

大相撲名古屋場所観戦 愛知県 7/21 20 名 20 名 

プロ野球観戦（中日ドラゴンズ／名古屋ドーム） 

8/9 ヤクルト戦  8/14～16 巨人戦 

9/5～6 阪神戦   9/19 広島戦 

愛知県 

8/9, 

8/14～16 

9/5～6 

9/19 

220 名 223 名 

サッカー観戦 

 8/12 横浜 F･マリノス戦（パロマ瑞穂スタジアム） 

 8/22 FC 東京戦（豊田スタジアム） 

愛知県 
8/12 

8/22 
40 名 21 名 

プロゴルフ観戦（TOTO ジャパンクラシック） 志摩市 11/6～8 8 名 8 名 
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 ○施設利用事業 

事業名 日程 利用数・配布数 

映画鑑賞券割引販売 

イオンシネマ 

7 月～12 月末 

2,750 枚 

１０９シネマズ 1,449 枚 

ジストシネマ 64 枚 

イオンシネマ 

1 月～6月末 

2,550 枚 

１０９シネマズ 1,391 枚 

ジストシネマ 33 枚 

映画「母と暮せば」鑑賞券 12 月公開 221 枚 

映画「家族はつらいよ」鑑賞券 3 月公開 143 枚 

ナガシマスパーランド施設利用割引補助券配付 夏期のみ 892 枚/6,902 枚 

鈴鹿サーキット施設利用割引補助券配付 通年 606 枚/4,736 枚 
鳥羽水族館施設利用割引補助券配付 通年 209 枚/3,519 枚 

リトルワールド施設利用割引補助券配付 通年  66 枚/2,121 枚 
 

 

〔提携施設〕 

種別 施設名 所在地 

宿泊 

合歓の里ホテル＆リゾート 志摩市 浜島町 

志摩観光ホテル（クラシック） 志摩市 阿児町 

賢島 宝生苑 志摩市 阿児町 

鳥羽シーサイドホテル 鳥羽市 安楽島町 

下呂温泉 湯本館 岐阜県 下呂市 

ホテル パストール 岐阜県 下呂市 

ホテル鳥羽小涌園 鳥羽市 安楽島町 

ベストウェスタンホテル高山 岐阜県 高山市 

奥伊勢フォレストピア 多気郡 大台町 

ホテルローザブランカ 伊賀市 寺脇 

サン浦島悠季の里 鳥羽市 浦村町 

ホテル 季の座 紀北町 紀伊長島区 

あじ蔵 ＣａｒｏＣａｒｏ 鳥羽市 浦村町 

心湯あそびねぼーや 志摩市 阿児町 

志摩別邸 ひろはま荘 志摩市 志摩町 

鳥羽国際ホテル 鳥羽市 鳥羽 

ホテル湯の本  菰野町 菰野 

旅館 壽亭 菰野町 菰野 

メナード青山リゾート 伊賀市 霧生 
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里創人（リゾート）熊野倶楽部 熊野市 久生屋町 

猪の倉温泉 ふよう荘 津市 白山町 

磨洞温泉 涼風荘 津市 半田 

サンピア伊賀 伊賀市 西明寺 

レジャー施設 

二見シーパラダイス 伊勢市 二見町 

志摩スペイン村パルケエスパーニャ 志摩市 磯部町 

アソビックスあさひ 朝日町 小向 

津グランドボウル 津 市 垂水 

伊勢温泉ゴルフクラブ 津 市 戸木町 

乗馬クラブ クレイン三重 伊賀市 伊勢路 

青蓮寺湖観光村 ぶどう・いちご狩り 名張市 青蓮寺 

金山パイロットファーム 熊野市 金山町 

もくもく手作りファーム 伊賀市 西湯舟 

シダックスグループ 全 店  

猪倉温泉しらさぎ苑 津市 白山町 

極楽湯 津店 津市 白塚町 

大山田温泉さるびの 伊賀市 上阿波 

心湯あそび ねぼーや 志摩市 阿児町 

大山玉宝美術館・志摩鈴ミュージアム 志摩市 志摩町 

サン浦島 悠季の里 鳥羽市 浦村町 

ホテル 季の座 紀北町 紀伊長島区 

奥伊勢宮川温泉 多気郡 大台町 

磨洞温泉 涼風荘 津市 半田 

サンピア伊賀 伊賀市 西明寺 

松阪温泉 熊野の郷 松阪市 中万町 

トーシンプリンスビルゴルフコース 津市 美里町 

トーシンゴルフクラブ セントラルコース 岐阜県 加茂郡 

トーシンさくらヒルズ ゴルフクラブ 岐阜県 関市 

その他 

貸衣裳 すぎしん 津 市 乙部 

三重データ通信 津 市 丸之内 

ビジョンメガネ 全 店  

 

（４）地方委託講習会の開催 

コミュニケーション力向上とリーダーシップ講座 平成２７年１１月１２日 受講者数 ４６名 

講 師 株式会社Ｗｉｌｌ Ｓｔａｆｆ 吉川由美氏 

 

（５）常備薬等の斡旋割引販売 

白石薬品・大日商事・丸大食品の商品割引販売 
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７．本会の会員及び財産状況について 

 

（１）会員異動状況（平成２７年度） 

入会者数   ２，０８７名 

退会者数   １，７０３名  ※１年未満退職者 ３０８名含む 

総会員数  １３，５６３名（平成２８年３月３１日現在）※平成２８年３月３１日退職者を除く 

 

 平成２８年３月末会員現況 

種 別 
会員数 合 計 

会員数 男性 女性 

保育所 １５７ ２，２０７ ２，３６４ 

老人福祉施設 ２，０６１ ４，５３７ ６，５９８ 

障害者福祉施設 ８７６ １，２５５ ２，１３１ 

児童養護施設・母子生活支援施設 ７０ １４１ ２１１ 

救護施設 ３２ ６６ ９８ 

社協・その他 ６９４ １，４６７ ２，１６１ 

合  計 ３，８９０ ９，６７３ １３，５６３ 

 

（２）財産状況（平成２８年３月現在） 

要退職給付総額  ９，４１２百万円（会員全員が退会すると仮定した場合） 

総資産額    １０，２４３百万円（前年度 ９，５７４百万円） 

充足率        １０８．８％（前年度 １０３．３％） 

 

 

８．広報啓発事業 

広報誌「福祉みえ」及びホームページを通じ、広く県民、社会福祉関係者に対し、本会事業並

びに事業実施に伴う収支、退職共済資産運用状況などの広報啓発を行い、民間社会福祉施設・団

体職員の勤労意欲を図ることにより、社会福祉施設利用者等不特定多数の者の利益増進に寄与し

た。 

 
（広報誌配布先） 
都道府県・指定都市社会福祉協議会、県内社会福祉協議会、県内市町、県内社会福祉施設・団体 
（約５００）など 約８２０カ所 

 


