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１．総括

 会員の相互扶助の精神に基づき、退職手当金の給付、見舞金の給付を行うとともに、独立行政法人

福祉医療機構並びに社会福祉法人福利厚生センターの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２８年６月１３日 平成２７年度事業報告（案）について

       平成２７年度会計収支決算（案）について

その他・資産運用状況報告について

・全国民間社会福祉従事者共済連絡協議会関係について

第２回 平成２９年２月１３日 退職者管理システムの一部改修等について

               平成２８年度会計収支補正予算（案）について

        その他・資産運用状況について

第３回 平成２９年３月１３日 平成２９年度事業計画（案）について

               平成２９年度会計収支予算（案）について

          平成２９年度資産運用方針（案）について

（２）評議員会

第１回 平成２８年６月１３日 平成２７年度事業報告（案）について

               平成２７年度会計収支決算（案）について

      欠員評議員の選任について

その他・資産運用状況報告について

・全国民間社会福祉従事者共済連絡協議会関係について

第２回 平成２９年２月１３日 退職者管理システムの一部改修等について

           平成２８年度会計収支補正予算（案）について

        その他・平成２８年度における資産運用状況について

第３回 平成２９年３月１３日 平成２９年度事業計画（案）について

               平成２９年度会計収支予算（案）について

               平成２９年度資産運用方針（案）について

（３）監事会

平成２８年６月 １日 平成２７年度事業並びに収支決算に関する監査について 

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 １，１９９通

（２）退職手当共済実務研修会の開催  平成２９年２月２１日・２２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

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
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三井住友信託銀行               ・個人型確定拠出年金制度について

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２８年 ６月 ８日 大阪府 

②調査研究委員会                   平成２８年 ７月 ４日 

～ ５日 三重県 

③全国会議                      平成２８年１０月１３日 

～１４日 三重県 

④東海・近畿ブロック会議               平成２９年 ２月 ２日 和歌山県 

⑤理事会                       平成２９年 ２月２０日 大阪府 

⑥総会                        平成２９年 ３月２２日 大阪府 

（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２９年 ２月 ３日 東京都 

（３）福利厚生センター関係 

①福利厚生センター全国連絡会議            平成２８年 ６月２０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２８年 ８月１０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２８年度 平成２７年度 

普通退職 １，３７０件 ７３０，７６６，１４８円 １，３２１件 ７５２，２５６，８８２円

死亡退職 ８件 ８，６８５，５４０円 ７件 ３，９８７，４８６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 ３１２件 ６，２９８，９１９円 ３０９件 ６，３４１，３４６円

合 計 １，６９０件 ７４５，７５０，６０７円 １，６３６件 ７６２，５８５，７１４円

（２）福利共済給付件数／金額 

 平成２８年度 平成２７年度 

死亡弔慰金 ９件 ４５０，０００円 ６件 ３００，０００円

災害見舞金 ０件 ０円 １件 ３０，０００円

合 計 ９件 ４５０，０００円 ７件 ３３０，０００円
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（３）退職給付金支給額調（平成２８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 ５３３，４０６ ５６９，４６１

最高支給額（３５年０ヶ月） ９，１４３，７４９ ９，９６４，０７４

最低支給額（ １年２ヶ月） ２６，３１０ ２７，７２０

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 １８，８６３ ２０，５２２

最高支給額（ ９ヶ月） ８１，０００ ５８，８０６

最低支給額（ １ヶ月） ２，６９２ ２，５７４

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２８年度 １３６法人 ６，９７１人 

（１０月１日現在） 平成２７年度 １３６法人 ６，８４５人 

 平成２６年度 １３７法人 ６，４６５人 

（１）福利厚生企画情報会議の開催     平成２９年３月 ２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 

   社会福祉法人秀嶺福祉会       平成２９年１月 ６日 

社会福祉法人清潮会         平成２９年１月 ６日 

社会福祉法人津市社会福祉事業団   平成２９年１月 ６日 

社会福祉法人けやき福祉会      平成２９年１月２０日 

  ◇加入法人訪問 

   社会福祉法人木曽岬町社会福祉協議会 平成２９年１月２０日 

社会福祉法人朝日町社会福祉協議会  平成２９年１月２０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まかいの牧場ツアー 
千葉県 

静岡県 
9/2～4 160 名 155 名

戸倉上山田温泉に泊る信州満喫の旅 長野県 10/29～30 70 名 58 名 

吉本新喜劇観劇ツアー 大阪府 1/14 160 名 155 名

まぐろの昼食と大井川鐡道の旅 静岡県 9/24 90 名 89 名 

グルメランチ 

＊エクシブ鳥羽（中華料理） 鳥羽市 1/29 30 名 30 名 

＊シャトーラ・パルム・ドール（フレンチ） 津市 1/29 30 名 30 名 

＊いちご狩りと松阪牛ランチ 松阪市 2/25 50 名 50 名 

夏の想い出「たてぼし」in 御殿場浜 津市 8/20 120 名 98 名 

ソウェルクラブ ボウリング大会 津市 1/22 50 名 48 名 

劇団四季 

ミュージカル観劇

エルコスの祈り 桑名市 8/1 20 名 7 名 

キャッツ 大阪府 9/17 30 名 30 名 

リトルマーメイド 
愛知県 1/8 50 名 50 名 

愛知県 2/11 30 名 30 名 

【東海北陸ブロック合同事業】 

シルク・ドゥ・ソレイユ「ダイハツトーテム」 
愛知県 11/19 180 名 180 名

ディズニー・オン・アイス「アナと雪の女王」 愛知県 7/23,27 140 名 82 名 

コンサート 

にっぽんの演歌の夢まつり 2017 愛知県 2/25 20 名 10 名 

BIGBANG 愛知県 12/2 30 名 30 名 

藤井フミヤ 津市 1/23 30 名 30 名 

松田聖子 愛知県 8/21 30 名 28 名 

中島美嘉 津市 6/10 20 名 20 名 

吉本新喜劇＆バラエティーin 三重 津市 7/17 50 名 50 名 

プロ野球観戦（中日ドラゴンズ／名古屋ドーム） 

7/2～3  阪神戦   8/11 ヤクルト戦 

8/16～18 巨人戦   8/27 広島戦 

愛知県 

7/2～3 

8/11 

8/16～16 

8/27 

220 名 194 名

サッカー観戦（名古屋グランパス） 

 7/9  川崎フロンターレ戦（パロマ瑞穂スタジアム） 

 7/23 ヴァンファーレ甲府戦（パロマ瑞穂スタジアム） 

愛知県 
7/9 

7/23 
40 名 1 名 

ラグビー観戦 

 6/18 リポビタン D チャレンジカップ 2016 

    日本代表 対 スコットランド代表 

愛知県 6/18 30 名 24 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

2,646 枚 

１０９シネマズ 1,535 枚 

ジストシネマ 43 枚 

イオンシネマ 

1 月～6月末 

2,645 枚 

１０９シネマズ 1,403 枚 

ジストシネマ 44 枚 

チームラボアイランド入場チケット 11/12～2/12 68 名 

映画「秘密 THE TOP SCECRET」インナー券 8/6～ 178 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 901 枚/6,459 枚

鈴鹿サーキット施設利用割引補助券配付 通年 515 枚/4,293 枚

鳥羽水族館施設利用割引補助券配付 通年 121 枚/3,203 枚

リトルワールド施設利用割引補助券配付 通年  83 枚/2,099 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 

里創人（リゾート）熊野倶楽部 熊野市 久生屋町 
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宿泊 

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 

飲食店 

海鮮酒蔵 炉庵（ろあん） 津市 羽所町 

食彩空間 風の蔵人 津市 栄町 

酒房 舞の華 津市 栄町 

Dining 麻布十番 津市 栄町 

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  
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（４）地方委託講習会の開催 

レクリエーション講座 平成２９年２月１日 受講者数 ２８名 

講 師 三重県レクリエーション協会 落合 夏代 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 

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２８年度） 

入会者数   １，９７２名 

退会者数   １，６５３名  ※１年未満退職者 ３１７名含む 

総会員数  １３，８８２名（平成２９年３月３１日現在）※平成２９年３月３１日退職者を除く 

 平成２９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 １６１ ２，２５９ ２，４２０

老人福祉施設 ２，０８３ ４，６６９ ６，７５２

障害者福祉施設 ９１５ １，２９１ ２，２０６

児童養護施設・母子生活支援施設 ７７ １５２ ２２９

救護施設 ３６ ６７ １０３

社協・その他 ６９２ １，４８０ ２，１７２

合  計 ３，９６４ ９、９１８ １３，８８２

（２）財産状況（平成２９年３月現在） 

要退職給付総額 １０，０１０百万円（会員全員が退会すると仮定した場合） 

総資産額    １０，７６１百万円 

充足率        １０７．５％ 

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
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９．その他 

（１）（一社）全国民間社会福祉従事者共済連絡協議会 平成２８年熊本地震福祉従事者支援金の拠出。

 支援金額  ５０，０００円

（２）金融機関の送金システムを活用した退職共済業務に係る事務処理への移行を目的として、（一財）

岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会への視察研修を行った。

（３）退職共済システムの改修

事務の効率化を図るため、退職手当金の送金方法を変更するとともに、退職手当金決定兼支払通

知書等の一部変更を行った。
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