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平成３０年度 一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 
事 業 報 告 書（案） 

 
 
 本会は、平成３０年３月８日開催の理事会において最終決定をした「新退職給付金
制度」と合わせ導入した「電子申請システム」についての説明会を複数回行い、新制
度について周知し新年度開始に向けての準備を行った。 

退職共済資産運用については、厳しい運用環境の中、健全かつ安定的な資産運用を
行った結果、今年度は１.２１％を確保した。 

福利厚生事業については、会員のニーズに応えるため、会員の声を基に、地域バラ
ンスを含め、地元再発見イベントも行い、利用率や満足度を上げる事業を中心に展開
した。 

また、２０１９年度共済会５０年記念事業に向けて、実行委員会を設置し検討を始
めた。 

本年度の事業概要は次の通りである。 
 
 
 
１ 会務の運営 
 
 1) 理事会の開催（理事・監事による） 

 
（1） 第１回 平成３０年５月１７日（木） グランヴェール岐山 

     ＜協議事項＞ 
     1 平成２９年度岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会事業報告並びに収

入支出決算について 
     2 平成３０年度からの役員設置（常務理事）について 

3 事業促進委員の選任について 
4 次回評議員会の開催について 
5 平成３０年度岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会現況報告について 

 
（2） 第２回 平成３０年１１月３０日（金） グランヴェール岐山 

     ＜協議事項＞ 
1 平成３０年度退職共済資産の運用状況について 
2 退職給付金制度改正に伴う業務運営規程等の変更について 
3 共済資産運用の受託機関について 
4 次回評議員会の開催について 
5 平成３０年度岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会現況報告について 

 
（3） 第３回 平成３１年３月４日(月) 県福祉会館 ２階大会議室 
    ＜協議事項＞ 

     1 平成３０年度退職共済資産の運用状況について  
2 平成３０年度岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会補正予算について 
3 平成３１年（ 2019年）度岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会事業計

画並びに収入支出予算について 
4 共済会５０年記念事業について 
5 次回評議員会の開催について 
6 元号改正に伴う関連規程及び様式の改定について 
7 平成３０年度岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会現況報告について 

 
 

 2) 監事会の開催 
 

    平成３０年５月１７日（木） 県福祉会館 ５南会議室 
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3) 評議員会の開催 
 
（1） 第１回（定時） 平成３０年６月６日（水） 県福祉会館 ６階研修室 

     ＜協議事項＞ 
1 平成２９年度岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会事業報告並びに収

入支出決算について 
2 平成２９年度退職共済資産運用実績報告について 
3 平成３０年度退職共済資産運用状況について 
4 評議員の選任について 
5 平成３０年度岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会現況報告について 

 
（2） 第２回 平成３０年１１月３０日（金） グランヴェール岐山 

     ＜協議事項＞ 
     1 平成３０年度共済資産運用状況について 
     2 退職給付金制度改正に伴う業務運営規程等の変更ついて 
     3 共済資産運用の受託機関について 
     4 平成３０年度岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会現況報告について  

 
（3） 第３回 平成３１年３月４日(月)  県福祉会館 ２階大会議室 

      ＜協議事項＞ 
1  平成３０年度共済資産運用状況について 
2  平成３０年度岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会補正予算について 
3  平成３１年（2019年）度岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会事業計 

 画並びに収入支出予算について 
4  共済会５０年記念事業について 
5  元号改正に伴う関連規程及び様式の改定について 
6   平成３０年度岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会現況報告について 
 

 
4） 事業促進委員会の開催（企画・情報会議を兼ね開催） 
     
（1） 第１回 平成３０年５月１０日（木） 県福祉会館 ２南会議室 

     ＜協議事項＞ 
1  平成３０年度共済会福利厚生事業の具体的内容・進め方について 
2  共済会５０年記念事業について 
3  共済会福利厚生事業全般について 
4  会員が望む福利厚生センター事業について 

 
（2） 第２回 平成３０年７月５日（木） 県福祉会館 ２南会議室 

     ＜協議事項＞ 
1 平成３０年度共済会福利厚生事業の具体的内容・進め方について 
2 共済会５０年記念事業について 
3 共済会福利厚生事業全般について 
4 会員が望む福利厚生センター事業について 

 
（3） 第３回 平成３０年１１月８日（木） 県福祉会館 ５南会議室 

     ＜協議事項＞ 
1 平成３０年度共済会福利厚生事業の内容について 
2 平成３１年度福利厚生事業概要（案）及び内容（案）について 
3 岐阜県共済会５０年記念事業について 
4 会員が望む福利厚生センター事業について 

 
 
（4） 第４回 平成３１年２月７日（木）  県福祉会館 ２南会議室 

＜協議事項＞ 
1  平成３１年（2019年）度共済会福利厚生事業概要及び具体的内容(案) 

 について 
2  共済会福利厚生事業全般について 
3  会員が望む福利厚生センター事業について 
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 5) スポーツ大会実行委員会の開催  
 
（1） 第１回 平成３０年６月８日（金） 東美濃ふれあいセンター研修室１ 

     ＜協議事項＞ 
1  第２７回会員交流スポーツ大会について 
2  第２４回会員交流ソフトボール大会について 
3  第２２回会員交流ゴルフ大会について 

 
（2） 第２回 平成３０年１０月１２日（金）県福祉会館 ２南会議室 

     ＜協議事項＞ 
1   第２７回会員交流スポーツ大会の反省について 
2   第２４回会員交流ソフトボール大会について 

 
（3） 第３回 平成３１年１月２５日（金） じゅうろくプラザ ４階研修室２ 

     ＜協議事項＞ 
1   第２４回会員交流ソフトボール大会の反省について 
2  平成３０年度各種スポーツ大会開催結果・平成３１年（ 2019年）度開

催予定について 
3  第２８回会員交流スポーツ大会について 
4  軽スポーツ大会について 

 
 

6) 資産運用委員会の開催 
 

（1） 第１回 平成３０年４月２６日（木） 県福祉会館 ２南会議室 
     ＜協議事項＞ 

1   平成２９年度財政再計算の結果について 
2  平成２９年度退職共済制度資産運用結果について 
3  平成３０年度退職共済制度資産運用状況について 
4  平成３０年度退職共済制度資産運用見通しについて 
5  退職共済制度資産運用受託機関の評価について 
 

（2） 第２回 平成３０年７月２４日（火） 県福祉会館 ５南会議室 
     ＜協議事項＞ 

1  平成２９年度財政決算について 
2  平成３０年度退職共済制度資産運用状況について 
3  平成３０年度退職共済制度資産運用見通しについて 
4  退職共済制度資産運用受託機関の評価について 
 

（3） 第３回 平成３０年１１月６日（火） 県福祉会館 ２階県社協研修室 
＜協議事項＞ 
1  平成３０年度退職共済制度資産運用状況について 
2  平成３０年度退職共済制度資産運用の見通しについて 
3  退職共済制度資産運用受託機関の評価答申書（案）について 
 

（4） 第４回 平成３１年１月２３日（水） 県福祉会館 ６階研修室 
＜協議事項＞ 
1  平成３１年度からの退職共済制度資産運用について 
2  平成３０年度退職共済制度資産運用状況について 
3  平成３０年度退職共済制度資産運用見通しについて 

 
 
7) 制度研究委員会の開催 

 
（1） 第１回 平成３０年１０月４日（水） 県福祉会館 ５南会議室 

     ＜協議事項＞ 
 退職給付金制度改正について 
 
 



 
4 

8) ５０年記念事業実行委員会開催 
 

（1） 第１回 平成３１年２月７日（木） 県福祉会館 ２南会議室 
     ＜協議事項＞ 
       共済会５０年記念事業について 

 
（2） 第２回 平成３１年３月４日（月） 県福祉会館 ２南会議室 

     ＜協議事項＞ 
       共済会５０年記念事業の内容について 
 
 
 
２ 民間社会福祉事業に従事する職員の福利厚生事業 
 
 1) 退職給付金の支給 
   

 退職者数(支給)1,172人 支給額  929,232,290 円（一人平均 792,861円） 
     通常掛金 1,097人      884,258,702 円（一人平均 806,070円） 
     ２倍掛金   75人       44,973,588 円（一人平均 599,648円） 
 
 
 2) 互助給付金の支給 
 
  (1) 会員死亡弔慰金      3人    150,000円 
  (2) 家族死亡弔慰金     352人  3,520,000円      
  (3) 傷病見舞金       161人  3,220,000円  
  (4) 結婚給付金        264人  5,280,000円        
  (5) 出産給付金        312人  6,240,000円      ＜合計＞ 

(6)  会員災害見舞金      10人  320,000円        1,102人 
 (7) 施設災害見舞金       0件       0円     18,730,000円 

 
 
 3) 自助年金事業の実施 
 
  (1)  加入施設・団体          77施設団体 
  (2)  加 入 者 数         236人 
  (3)  自 助 年 金 残 高                    546,141,394円（詳細は別紙の通り）  
 
 
 4) がん保険・医療保険の実施 
 
  (1)  がん保険  加入者数  67件   
  (2)  医療保険  加入者数  27件 
 
 

5) 健康チェック助成  
 
    助成件数 495人   助成額 1,440,450円 
 
 

6) 宿泊利用補助等 
  

  (1)  海の家山の家 
助成件数 会員90人・家族58人 合計 148人 助成額 566,000 円 

      
  (2)  じゃらんコーポレートサービス利用者数  24組 54人   
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7) 会員割引・優待事業（スマイルカード）の実施 
 
    平成３０年度指定店 のべ１７４カ所 
 
  (1) レジャー施設利用助成 
      大人8,197人 子供4,027人  

合計利用者数 12,224人 助成額  6,048,200円  
(2)  日帰り温泉利用助成 
    大人17,080人 子供2,536人 

合計利用者数  19,616人 助成額  5,864,460円 
 
  (3） 映画館利用助成 

    大人13,317人 子供5,077人 
合計利用者数  18,394人 助成額  9,197,000円 

8) 医薬品の頒布 
 
    ３回実施 のべ937施設団体 6,967人 23,206,510円 
 
 
 
３ 福利厚生センター業務への協力 
 

1) 加入実績 （平成３１年３月末日） 
 

     加入施設・団体数  96法人 199施設・団体 加入者数 5,373人  
 
 
 2) 福利厚生センターとの共同事業の実施 
 

(1)  第２７回会員交流スポーツ大会の開催 
     平成３０年７月１日（日） 東美濃ふれあいセンター（中津川市） 

参加者404人 
  (2)  第２４回会員交流ソフトボール大会の開催 
     平成３０年１０月２８日（日） 揖斐川健康広場（揖斐川町）  
                                参加者282人 

(3)   第２２回会員交流ゴルフ大会の開催 
     平成３０年９月２９日（土） 東建塩河カントリー倶楽部（可児市） 

                           参加者41人 
(4)  会員親睦旅行の開催 

① 宿泊ツアー 
・国内ツアー（絶景・美食の旅 沖縄） 

        平成31年 1月17日（木）～19日（土） 参加者22人 
・国外ツアー（レイトサマー バンコク・アユタヤ） 

        平成30年9月7日（金）～10日（月）   参加者21人 
② バスツアー 

      ・和田金と伊勢神宮ツアー 平成31年 1月26日（土）  参加者38人 
 

③ 地元再発見イベント 
・長良川鵜飼       平成30年 8月31日（金） 参加者36人 
・観光列車「ながら」ｽｲｰﾂ 平成30年 8月24日（金） 参加者24人 
・地産地消グルメ（銀の森）平成30年11月18日（日）  参加者30人 
・飛騨の酒蔵めぐり    平成31年 2月 2日（土）  参加者36人 

（5） プロ野球・Jリーグ優待 
① プロ野球   ナゴヤドーム  6試合 305人 
② サッカーＪ１ ﾊﾟﾛﾏ瑞穂ｽﾀｼﾞｱﾑ 2試合  64人 
③ サッカーＪ２ 長良川競技場  3試合 226人（招待） 
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（6） 観劇・コンサートの会員優待 
① 劇団四季公演         のべ  400人 
② ディズニーオンアイス公演       322人 
③ 御園座            のべ  120人 
④ コンサート他         のべ   889人 

 
(7) 講習会の開催 

＜福利厚生センター受託講習会＞ 平成30年9月19日（水） 
  ・接遇講習会 長良川国際会議場       参加者41人 

  
４ 顕彰事業 
 

永年勤続顕彰式の開催 
 

    平成３０年１１月３０日（金） グランヴェール岐山 
     ４０年 (10人 )・３０年 (40人 )・２０年勤続者 (178人 )に感謝状と記念品を

贈呈 
  
 
 
５ 啓発事業 
 
 1） 共済制度事務説明会  
  (1)退職給付金制度改正に関する説明会の開催 
    ① 平成30年10月 9日（火） 岐阜県福祉会館 
    ② 平成30年10月11日（木） 岐阜県福祉会館（午前の部） 
    ③ 平成30年10月11日（木） 岐阜県福祉会館（午後の部） 
    ④  平成30年10月15日（月） 岐阜県福祉会館    

⑤  平成30年10月16日（火） 高山市総合福祉ｾﾝﾀｰ  
                     参加者合計 250人 

 
   (2) 退職給付金制度改正・電子申請システム事務担当者説明会の開催 
    ① 平成31年 2月21日（木） 長良川国際会議場   

② 平成31年 2月22日（金） 飛騨・世界生活文化ｾﾝﾀｰ 
③ 平成31年 2月26日（火） ｾﾗﾐｯｸパークＭＩＮＯ  
④  平成31年 2月27日（水） 長良川国際会議場 
                                       参加者合計 267人 

 
 

 2）「共済だより」の発行（年３回）  
 
 
 3） ホームページによる情報の開示と提供（適宜） 
      
 
 4) 福利厚生カレンダー・共済会のしおり発行（各年１回） 
 
 
 
６ 全国会議等職員派遣 
 
    福利厚生センター全国連絡協議会 

 
平成３０年７月９日（月）      東京都 １名出席    

 
 


