
令和元年度事業報告

１　中小企業勤労者福祉に関する調査研究事業（定款第４条第１号関係）

２　中小企業勤労者福祉に関する各種講習会等の事業　（定款第４条第２号関係）及び

　　東京都及び区が行う中小企業勤労者福祉事業への協力事業　（定款第４条第５号関係）

事業名 事業内容 実績

（１）他自治体サー
　　 ビスセンターと
     の情報交換

　①全国中小企業勤労者福祉サービスセンター協議会参加
　　（全国２０２サービスセンター加入の厚生労働省所管の組織）
　　　※先進事例等の紹介や各サービスセンターが抱える課題等の情報
         交換を実施

２回
（6/11、9/13)

　②東京都中小企業勤労者福祉サービスセンター協議会参加
　　 ※特別区と市のサービスセンターとの共同研修等を実施

１回
（8/29）

  ③特別区勤労者福祉サービスセンター事務担当者連絡協議会参加
　　 ※特別区サービスセンターとの事業実施に関する情報交換を実施

１回（8/28）

（１）資格取得・自己
　　 啓発講座

（２）生活相談

　
　①カルチャー講座利用補助
　 　・池袋コミュニティカレッジ
　 　・町屋文化センター

　②東京都が実施する自己啓発事業への補助
　 　・東京都職業能力開発センターキャリアアップ講習会

　
　①相続セミナー＆個別相談会（無料）※会員事業所との共催事業
　　　 開催日　10/24
　　   内   容   相続問題
　　　 講 　師　 城北法律事務所、税理士法人第一経理
　
　②事業と暮らしの無料相談会(１０士業と豊島区の共済事業の周知）
　　　 開催日　4/13
　　　 相談員　１０士業及び公証人

受講者１２人
受講者１１人

受講者７人

参加者８人
（うち会員３人）

参加　５３組

  遊園地利用補助券の共同作成に関わる協議
　　　・レジャー施設利用補助券、夏季プール利用補助券、日帰り温泉
　　　　施設等利用補助券、エンジョイドリーム割引券等の共同作成の
　　　　ための検討会を開催
　　　※参加：８サービスセンター
　　　　 千代田区、文京区、台東区、墨田区、大田区、中野区、板橋区、
　　　　 東京広域勤労者サービスセンター

１回（9/18）

事業名 事業内容 実績

（２）他区サービス
　　 センターとの事
     業の共同実施
     に向けた協議
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３　中小企業勤労者福祉に関する情報提供事業（定款第４条第３号関係）

3,254 11,335
入会 48 入会 1,450
退会 207 退会 1,307
増減 -159 増減 143

3,095 11,478

3.7人 52歳

○事業所入会の主な理由

○事業所退会理由
49
10
13

135
207

事業名 事業内容 実績

（１）会員制度の周知
 
 

（２）加入促進策

（３）会報誌とホーム
　　 ページによる情
　　 報提供

　
　①区の広報媒体を通しての周知
   　・「北区くらしのガイド」、「わたしの便利帳（荒川区）」「くらしの便利帳
　　　（杉並区）」
　　 ・「広報としま」、「北区ニュース」、「あらかわ区報」、「広報すぎなみ」
　 　・「豊島ビジサポ通信」、「北区産業支援ガイド」、「荒川産業Navi」、
　　　 「川の手荒川まつり」、 「荒川ライフサポートニュース」
　 　・区施設、区掲示板への加入促進ポスター掲示
  ②区、商工団体のイベント、情報誌等での周知
　　 ・すぎなみフェスタでの入会案内パンフレット配付（11月２～３日）
　　 ・豊島産業協会会報誌への入会案内パンフレット折込
　　 ・会員事業所傘下の組合員への入会案内パンフレット配付
  ③地域情報誌への入会案内広告
　　 ・地域文化・芸術情報誌「IKEBUKUROびぃーゆ」（月刊）

　①新規入会事業所紹介キャンペーンの実施
　　　 H31.3.1～R1.5.31及び R1.９.1～R1.１１.２９
　　　・特典１：入会金（２百円）無料
　　　・特典2：入会者と紹介者に３千円分のクオカードを入会人数分進呈
　
　①会報誌「フレンドリーげんきタイム」の発行（年６回：奇数月）
　 　・５月号（5/1発行）、７月号（7/1発行）、９月号（9/1発行）
　　 ・１１月号（11/1発行）、１月号（1/1発行）、３月号（3/1発行）
　
　②ホームページによる情報提供
　　 ・残券情報やサービス内容の最新情報を提供
　

うち紹介による加入
１６事業所９１人

合計

１事業所あたりの会員数

廃業
死亡

区外転出

○令和元年度入退会状況

H31.3.31

会　員

R2.3.31

その他（経済事情等）

H31.3.31

事業所

R2.3.31

会員平均年齢

・会員の紹介、会員が所属する産業団体を通しての紹介での加入。
・福利厚生の充実を検討する中で、ホームページを見て加入。
・当財団が広告を載せたタウン誌を見たことがきっかけで加入。
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４　中小企業勤労者福祉事業（定款第４条第４号関係）

［１］在職中の生活安定に係る事業

前年度件数 増減

96 -3

33 13

83 -12

1 8

156 -18

178 39

229 26

81 -80

857 -27

前年度件数 増減

41 3

21 4

11 -1

8 6

81 12

前年度件数 増減

1 0

2 -2

0 1

2 -2

1 -1

2 0

8 -4

前年度件数 増減

2 -2

4 -2

6 -4

前年度件数 増減

10 0

25 11

25 2

180 5

3 1

243 19

1195 -4

70歳未満　１級 １０万円 1

70歳未満　５級 ５万円 0

70歳未満　４級 ６万円 0

70歳未満　２級

1

①祝金（在会1年未満は半額）

種類 支給額 件数

結婚 2万円 93

成人 １万円 9

出生 １万円 138

金婚 １万円 46

銀婚 １万円 71

合　　　計 830

②入院見舞金（在会1年未満は半額）

種類 支給額 件数

入院　14日以上 7千円 44

25

入院　60日以上 ２万円 10

入院　90日以上 3万円 14

合　　　計 93

１０万円 0

270歳以上　１～３級 ３万円

（１）給付金

70歳未満　３級 ７万円 1

種類 支給額 件数

※義務教育終了祝金は廃止済（経過措置として平成30年3月卒業までを支給対象）

入学（小学校） １万円 217

入学（中学校） １万円 255

義務教育終了 ５千円

③障がいの認定を受けた方（在会１年未満は半額）

入院　30日以上 １万5千円

　　　　総件数 1191

死亡（親） １万円 185

死亡（子） １万円 4

死亡（配偶者） ２万円 27

合　　　計 262

死亡６９歳以下

死亡７０歳以上 ５万円 36

１０万円 10

８万円 0

種類 支給額 件数

⑤弔慰金（在会1年未満は半額）

合　　　計 4

④災害見舞金（在会1年未満は半額）

種類 支給額 件数

一部損・焼等 ３万円 2

合　　　計 2

全損・全焼
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［２］健康管理・健康増進

［３］余暇活動支援に係わる事業

　（１）日々の暮らしに関連する補助・割引を地元の商工団体等と実施

１２枚

　　　・杉並区内共通商品券

　　　・都内共通入浴券（杉並区限定）

　　④杉並区芸術文化施設での公演

　　  ・第３２回としま能の会（東京芸術劇場 7/15） ７枚
　　②北区文化振興財団
　  　・松竹大歌舞伎（北とぴあ 7/2） ３２枚

　　⑤和菓子購入割引（杉並区限定） ２,１３７個

  （２）各区文化財団等との連携（チケット案内）※主なもの
　　①としま未来文化財団

　　　・荒川区内入浴券

　　  ・『座・高円寺　大衆演劇まつり』（杉並区立杉並芸術会館6/19）

　　③荒川区芸術文化振興財団
　 　 ・南こうせつコンサートツアー2019（サンパール荒川 9/8) ２２枚

４２７セット

　　③豊島・北区内そば店共通割引（9.25～10.15 , 1.17～2.7） １,６７４枚
　　④中華料理店割引（豊島区限定 5.17～5.31) ２３７枚

２３８セット

　　②公衆浴場入浴券
　　　・豊島区内入浴券 ４８９セット
　　　・北区内入浴券 ４３２セット

８６３セット
　　　・荒川区内共通お買い物券 １,３３７セット

　　　・豊島区内共通商品券 １７６セット

７８６セット

事業名 事業内容 実績

（１）健康管理事業

（２）健康増進事業

　
  ①インフルエンザ予防接種補助（補助額：千円）

　②健康診断利用補助（補助額：千五百円）
　　 実施機関：豊島健康診査センター※豊島区限定

　③人間ドック利用補助(補助額：日帰り６千円～一泊二日１万８千円）
　　 ※北区、荒川区、杉並区限定
　
  ①スポーツクラブ割引利用
　　・ピーウォッシュ（豊島区南長崎） ※当センターが会員
　　・ライフサポート倶楽部（当センターが会員）のスポーツクラブ会員割引
　　※ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ､ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞNAS､ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ､ﾙﾈｻﾝｽ等１１施設利用可
 
　②運動施設回数券等のあっせん
　  ・豊島区公営スポーツ施設利用カード（ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞｶｰﾄﾞ）
    ・あらかわ遊園スポーツハウス個人使用回数券（ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞｶｰﾄﾞ）
　　・十条台小学校温水プール回数券
　　・杉並区温水プール回数券（ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞｶｰﾄﾞ）

２,２３７人

４２０人

２１０人

※登録者４３人
※１０施設利用
　 登録者５２名

４１枚
１２５枚
４４セット
１０５枚

事業名 事業内容 実績

（１）地域との連携
　　①区内共通買い物券

　　　・北区内共通商品券
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３１８泊

５６席
６０席
３３６席

３セット
１９セット
４６セット
８７６枚
１２０枚

７３９冊
　　　・当センターが会員の「ライフサポート倶楽部」の各種割引

　　  ・荒川区（１泊２千円：１会員最大６泊） １,０６３泊

　　⑥Jリーグ
　　　・浦和レッズ（埼玉スタジアム）
　　　・FC東京（味の素スタジアム）
　　⑦大相撲（両国国技館）

　　　・サンシャイン水族館入館券 ２８６枚
　　⑤プロ野球
　　　・神宮球場シーズンシート（ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ裏等）　 ４０２席

　　　・スパリゾートハワイアンズ １，４１８枚
　　　・東武動物公園フリーパス １，８２８枚

　　　・演芸場（池袋演芸場238枚、新宿末廣亭49枚） ２８７枚

　　  ・杉並区（１泊３千円：１会員最大６泊）

１，１３７冊

　　　・杉並区交流自治体物産品の購入補助（名寄市等） １３１個

　　　・ホテルメトロポリタン、赤坂エクセルホテル、京王プラザ等　　　　　

　　　・図書カード １，０７１枚
　　⑫その他割引券（杉並区限定）

　　　・潮干狩り券（木更津市江川海岸） ２９１枚
　　　・秩父市内農園いちご狩り ２８９枚
　　⑪その他割引券

　　⑩東京近郊でのイベント等への補助
　　　・はとバス日帰りツアー補助券 ２９８枚

　　　・東京ドームホテルランチ券 

　　　・タイムズスパレスタ

８００枚

　　　・コミュニティバス「すぎ丸」回数券（杉並区限定）
　　　・高井戸天然温泉「美しの湯」入場券（杉並区限定）

　　　・東京ドームシティメンバーズ券（東京ドーム得１０チケット）

　　④遊園地等割引
　　　・としまえんのりもの１日券等 ２，１０８枚
　　　・西武園遊園地フリーパス １，１０３枚

２，８１９件
　　　・サンスクエアゴルフ練習場ポイントチャージ券（王子駅前） ３８７枚  

　　　・東京ドームB席　 ３７８席  
　　　・東京ドームＡ席　 ３２席

　　⑧その他施設等の割引

　　　・ジェフグルメカード 

１，９０８枚

　　  ・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ券（１会員：千円券２枚補助） ２，１４４枚
　　③旅行宿泊補助

　　  ・北区（１泊２千円：１会員最大６泊）

９２１枚

　　　・箱根小涌園ユネッサンパスポート

　　②展覧会等（２２事業） ４，５７４枚
　　   「ゴッホ展」（510枚)　「クリムト展」（407枚）、「国宝　東寺」（359枚））
　　③コンサート、演劇等（７２公演） ９９４枚

　　　・ハイランドセンター回数券
　　　・松の木ゴルフセンター回数券

　　　 宝塚歌劇（200枚）、劇団四季「アラジン」（40枚）、
　　　 「東京芸術劇場ナイトタイム・パイプオルガン」（36枚）他

　　　・サンスクエアボウル・ボウリング回数券（同上） ４４セット

　　⑨ホテルレストランの割引

　　  ・豊島区（１泊２千円：１会員最大２泊：下半期開始） ７泊

２８４枚

１９２泊

　　　・チケットぴあ映画補助券（１枚４百円補助） ２，８９１枚
　　　・映画鑑賞券（TOHO、ユナイテッド、松竹等） ５，２７３枚

事業名 事業内容 実績

  （２）各種チケットの割引

　　①映画鑑賞券等

　　  ・日帰り温泉利用券（４１施設） ５，１６０枚
　　②東京ディズニーリゾート

（２）補助・割引   （１）遊園施設・宿泊施設等の割引

　　①遊園施設（１枚３百円補助）
　　  ・レジャー施設利用券（３７施設）
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１  監　　査

令和元年５月９日 監事による監査実施

２　理 事 会

回  開催年月日

第１号議案 ・平成３０年度事業報告 可　決

第２号議案 ・平成３０年度収支決算報告 可　決

第３号議案 ・令和元年度定時評議員会の招集 可　決

報告事項 ・第４期役員候補者（後任者）の選任 承　認

第１号議案 ・令和元年度上半期事業報告 可　決

第２号議案 ・令和元年度上半期予算執行状況報告 可　決

第３号議案 ・令和元年度第２回評議員会の招集 可　決

第１号議案 ・令和２年度事業計画（可決）

第２号議案 ・令和２年度収支予算（可決）

第３号議案 ・令和２年度第３回評議員会の招集（可決）

３  評 議 員 会

回 開催年月日

第１号議案 ・平成３０年度事業報告 承　認

第２号議案 ・平成３０年度収支決算報告 承　認

第３号議案 ・第４期役員（後任者）の選任 承　認

報告事項１ ・令和元年度上半期事業報告 承　認

報告事項２ ・令和元年度上半期予算執行状況報告 承　認

第１号議案 ・令和２年度事業計画（承認）

第２号議案 ・令和２年度収支予算（承認）

４  サービス向上懇談会

回 開催年月日

・令和２年３月１６日　書面決議

・令和２年３月２５日　書面決議

監査・理事会・評議員会等の実施結果・役員等名簿・組織図

議　　案　　等

2 令和元年１２月４日

1 令和元年５月２０日

1 令和元年８月２０日 ・平成３０年度事業報告・収支決算報告

議　　案　　等

2 令和元年１２月１３日

議　　　題　　　

1 令和元年６月１７日
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５  理事（25名）・監事（2名)

氏　  名 　　　推　薦　母　体　等

北　川　嘉　昭 荒川区

齊　藤　雅　人 豊島区

齊  藤  正　美 北産業連合会

宇賀神 　雅彦 杉並区

高　瀬　西　帆 東京商工会議所豊島支部

服　部　洋　司 豊島区商店街連合会

尾　花　秀　雄 北区商店街連合会

 富　永  新三郎 東京商工会議所荒川支部

伊　澤　英　敏 荒川法人会

安  田　幸　雄 荒川中央工業会

山　下   哲　也 連合荒川地区協議会

菅　 　   耕　治 会員代表（豊島区）

石　井 　啓　子 会員代表（豊島区）

渡   邊　一  正 会員代表（北区）

松   坂　典　良 会員代表（北区）

佐 　藤　慎　祐 杉並産業協会

加 　藤  孝　一 杉並産業協会

加 　藤  尚　志 杉並産業協会

齋 　藤  敬  子 会員代表（杉並区）

藤　　田　　　 力 豊島区

関　根 　和　孝 北区

馬  場    秀  和 北区

秦  野    泰  嘉 荒川区

髙　橋　 俊　康 杉並区

正  木   良  一 荒川区

田　口　 絢　子 東京商工会議所北支部

木　下　 盛　弘 東京税理士会豊島支部

副理事長  株式会社内国社印刷所

令和２年３月３１日現在（敬称略）

役  職 所　　属　　等

理 事 長  荒川区副区長   

副理事長  豊島区副区長

副理事長  杉並区副区長

理　　事  サンライズ社

理　　事  池袋東口美観商店会会長

理　　事  冨士物産株式会社

理　　事  株式会社新吉

理　　事  公益社団法人荒川法人会

理　　事  ＢＥＳＴＯ株式会社

理　　事  連合荒川地区協議会

理　　事  株式会社エフ・エム

理　　事  税理士法人アイアセット

理　　事  株式会社杏林舎

理　　事  ビューティーショップまつざかや

理　　事  株式会社エス・ティ

理　　事  有限会社エン設備システム

理　　事  杉並産業協会事務局長

理　　事  有限会社サン商會

理　　事  豊島区文化商工部長

理　　事  北区地域振興部長

理　　事  荒川区産業経済部産業振興課長 

理　　事  北区地域振興部産業振興課長

監　　事 木下盛弘税理士事務所

理　　事  杉並区産業振興センター事業担当課長

常務理事  東京広域勤労者ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事務局長

監　　事  株式会社ワン・ステップ
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６　評議員（24名）

推　薦  母  体　等

 王子法人会

 王子青色申告会

 連合東京北地区協議会

 東京商工会議所豊島支部

 東京商工会議所豊島支部

 豊島区商店街連合会

 豊島産業協会

 豊島産業協会

 豊島区労働組合協議会

 会員代表（豊島区）

 会員代表（豊島区）

 会員代表（豊島区）

 有識者（北区）

 会員代表（北区）

 会員代表（荒川区）

 会員代表（荒川区）

 会員代表（荒川区）

 会員代表（荒川区）

 荒川区

 杉並産業協会

 会員代表（杉並区）

 会員代表（杉並区）

 東京商工会議所杉並支部

 杉並区

小　林　国　雄  一般社団法人王子青色申告会副会長

令和２年３月３１日現在（敬称略）

氏　    名 所　　　　属　　　　等

岡　﨑　祥　子  公益社団法人王子法人会女性部会

西　村　博　匡  連合東京北地区協議会議長

寺　 澤　     司  寺澤司税理士事務所

吉　井　直　樹  冨士製袋機工業株式会社

五十嵐　公　昭  大洋産業株式会社

大　南　弘　巳  大南経営労務アドバイザリーオフィス

貝    和      博  株式会社ウイング企画

作　田　信　義  豊島区労働組合協議会議長

原  田   昌  紀  株式会社千代田機械製作所

桐  生   建　樹  社会福祉法人豊島区社会福祉事業団

成　井　 淳  司  豊島ケーブルネットワーク株式会社

政　所 　利　子  株式会社玄

森　    　千　秋  森商事株式会社

新 　 井  　　茂  有限会社新井商会

冨　澤 　敏　江  株式会社ホクソー

髙　橋 　淳　一  株式会社オフィス・サニー

吉   川　    　裕  志幸技研工業株式会社

石    原 　  　久  荒川区産業経済部長

岡　  田　　　茂  岡田事務所

齋　木 　雅　之  杉並区産業振興センター所長

泉　田　貢三郎  株式会社佼成出版社

嶋　　　　信　介  八欧産業株式会社

志　村    正　之  株式会社志村運送
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７　サービス向上懇談会委員名簿（32名） 令和２年３月３１日現在（敬称略）

氏　　　名 所　　属　　等 推　薦　母　体

　磯　　　　 一　昭
　
　自由民主党豊島区議団 　豊島区議会

　さ く ま   一  生 　立憲民主党としま 　豊島区議会

　坂  場    まさたけ 　自由民主党議員団 　北区議会

　根　岸　　光　洋 　公明党豊島区議団 　豊島区議会

　中  澤    まさゆき 　都民ファーストの会豊島区議団・民主の会 　豊島区議会

　河  内　　ひとみ 　あらかわ元気クラブ 　荒川区議会

　く ま き　 貞  一 　公明党議員団 　北区議会

　福  島　  宏  紀 　日本共産党北区議員団 　北区議会

　小  林　  行  男 　日本共産党荒川区議会議員団 　荒川区議会

　明　戸　 真弓美 　自由民主党荒川区議会議員団 　荒川区議会

　森  本    達  夫 　公明党荒川区議会議員団 　荒川区議会

　う す い  愛  子 　立憲クラブ 　北区議会

　そ　ね　  文　子 　いのち・平和クラブ 　杉並区議会

　鈴　木　　正　美 　東京商工会議所豊島支部会長 　豊島区内経済団体等

　田  中　ゆうたろう 　美しい杉並 　杉並区議会

　木  梨　 もりよし 　共に生きる杉並 　杉並区議会

　金  子　けんたろう 　日本共産党杉並区議団 　杉並区議会

　小　西　　康　夫 　東京都社会保険労務士会城北統括支部豊島支部長 　豊島区内経済団体等

　尾　花　　秀　雄 　北区商店街連合会会長 　北区内経済団体等

　足　立　　　　 勲 　豊島区商店街連合会会長 　豊島区内経済団体等

　南　山　　幸　弘 　公益社団法人豊島法人会会長 　豊島区内経済団体等

　狩　野　  智　雄 　東京税理士会王子支部長 　北区内経済団体等

　内  野    国  営 　荒川区商店街連合会会長 　荒川区内経済団体等

　水　越　　乙　彦 　公益社団法人王子法人会会長 　北区内経済団体等

　大　室　　洋　昭 　一般社団法人王子青色申告会会長 　北区内経済団体等

　髙　橋　　淳　一 　東京都印刷工業組合荒川支部長 　荒川区内経済団体等

　坂　井　　　   潤 　東京商工会議所杉並支部副会長 　杉並区経済団体等

　富　永　　新三郎 　東京商工会議所荒川支部会長 　荒川区内経済団体等

　栗　原　　正　雄 　荒川間税会会長 　荒川区内経済団体等

　渡　辺　　健　司 　東京商工会議所杉並支部副会長 　杉並区経済団体等

　氏　橋　　治　信 　東京商工会議所杉並支部サービス・情報産業分科会長 　杉並区経済団体等

　大　場　　淳　一 　東京商工会議所杉並支部ブロック長 　杉並区経済団体等
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８　組 織 （令和２年３月３１日）

　　　　

※サービス向上懇談会
  は定款で定める機関
  ではなく、理事長の
　求めに応じ、意見を
　述べる会
 （区議16名、区内経
　 済団体16名）

評 議 員 会 （24名）

【議決機関】

監 事（2名）
【監査機関】

理 事 会 （25名）
【執行機関】

理事長 ・ 副理事長 ・ 常務理事 ・ 理事

事 務 局 （21）
【事務局長・事務局次長・営業所長・職員】
（正規職員3名、区OB職員5名、契約常勤職員13名）

荒川区営業所 （4名）
《営業所長・職員》
（区OB職員1名、契約常勤職員3名）

豊島本部 （9名）
《事務局長・事務局次長・職員》
（区OB職員2名、正規3名、契約常勤職員4名）

北区営業所 （4名）
《営業所長・職員》
（区OB職員1名、契約常勤職員3名）

サービス
向上懇談会
（32名）

杉並区営業所（4名）

《営業所長・職員》

（区OB職員１名、契約常勤職員3名）
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