
令和２年度事業報告書

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
　　（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

1回（9/17)
※書面開催

  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
　　 ※東京都下の自治体のサービスセンターの共同事業の実施等の
　　　　検討

４回
（10/29,2/15,
  3/12,3/25）

  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
　　 ※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）
※書面開催

（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

　
　※新型コロナウィルス感染症拡大のため中止となった事業
　　 ・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）
　　   毎年４月上旬に開催
　　　 相談員　１０士業及び公証人

受講者１１人
受講者６人

受講者２人

  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

メール等で協議

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）

3,094 11,474
入会 23 入会 752
退会 254 退会 1,378
増減 -231 増減 -626

2,863 10,848

3.7人 53歳

○事業所退会理由
42
19
24

169
254

事業名 事業内容 実績

（１）会員制度の周知
 
 

（２）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」、
　　 ・ケーブルTVに職員が出演しPR実施(としま情報スクウェア)
　
  ②区、商工団体のイベント、情報誌等での周知
　　 ・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」（４月号）

  ④地域インターネットメディアでの入会案内（2月実施）
　　 ・荒川区内の情報提供を行う「荒川１０２」で利用方法等を紹介

  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
　

2か月間で12人が
入会

合計

１事業所あたりの会員数

廃業
死亡

区外転出

○令和２年度入退会状況

R2.3.31

会　員

R3.3.31

その他（経済事情等）

R2.3.31

事業所

R3.3.31

会員平均年齢
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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

93 4

46 -18

71 -18

9 -3

138 5

217 -45

255 -58

1 -1

830 -134

前年度件数 増減

44 -3

25 -5

10 -4

14 -4

93 -16

前年度件数 増減

1 6

1 -1

0 1

2 -1

4 5

前年度件数 増減

2 -1

2 -1

前年度件数 増減

10 12

36 -2

27 -1

185 -18

4 -2

262 -11

1,191 -157

70歳未満　４級 ６万円 1

70歳以上１～３級 ３万円 1

0

①祝金（在会1年未満は半額）

種類 支給額 件数

結婚 ２万円 97

成人 １万円 6

出生 １万円 143

金婚 １万円 28

銀婚 １万円 53

70歳未満　１級

合　　　計 696

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 41

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

3万円 10

合　　　計 77

１万５千円 20

入院　60日以上 ２万円 6

（１）給付金

70歳未満　３級 ７万円 0

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 172

入学（中学校） １万円 197

義務教育終了

入院　90日以上

５千円

　　　　総件数 1,034

死亡（親） １万円 167

死亡（子） １万円 2

死亡（配偶者） ２万円 26

合　　　計 251

死亡６９歳以下

死亡７０歳以上 ５万円 34

１０万円 22

１０万円 7

1

種類 支給額 件数

⑤弔慰金（在会1年未満は半額）

合　　　計 9

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 1

合　　　計
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［２］健康管理等に関わる事業

［３］余暇活動支援に係わる事業

　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

２，３８５枚
２，６２１枚

９８４枚

４泊

１１１泊
６３８泊

　　　・杉並区内共通商品券

　　　・都内共通入浴券（杉並区限定）

　　  ・北区（１泊２千円：１会員最大６泊）

　　  ・レジャー施設利用券（３８施設） ８８９枚
　　  ・日帰り温泉利用券（３９施設） ２，４０４枚

　　②東京ディズニーリゾート

  （１）遊園施設・宿泊施設等の割引
　　①遊園施設（１枚３００円補助）

３６５枚
　　③旅行宿泊補助

３９７セット

（２）補助・割引

１０４泊

　　　・北区内入浴券 ４２３セット
　　　・荒川区内入浴券 ３４６セット

　　③豊島・北区内そば店共通割引（9.14～10.5）,（1.18～2.8） １，８８０枚
２２９セット

　　  ・夏季プール施設利用券（１７施設）

　　④「げんきスマイル券」（１枚４００円補助）
　　⑤和菓子購入割引（１００～２００円割引券）

　　  ・豊島区（１泊２千円：１会員最大２泊）

９６９セット
　　　・荒川区内共通お買い物券 １,０７８セット

　　　・豊島区内共通商品券

　　②公衆浴場入浴券

８９４セット

１,２９８セット

（１）地域との連携
　　①区内共通買い物券

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5千円～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）
　　・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
　　※ｺﾅﾐﾂﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ､ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞNAS､ﾃｨｯﾌﾟﾈｽ､ﾙﾈｻﾝｽ等10施設以上
      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共通チャージ引換券
　  ・十条台小学校温水プール回数券
    ・荒川総合スポーツセンター利用回数券
　　・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）
　　・杉並区温水プール回数券（ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞｶｰﾄﾞ）

１，７３２人

１，１１８人

２２６人

※登録者４０人
※登録者１４人

５１枚
１４セット
１４３セット
９８枚
６４枚

事業名 事業内容 実績

　　  ・杉並区（１泊３千円：１会員最大６泊）
　　  ・荒川区（１泊２千円：１会員最大６泊）

　　  ・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）

事業名 事業内容

　　　・北区内共通商品券

　　　・豊島区内入浴券
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２組

 　  

６０枚

２００人分

２，０１１セット
１，８１７セット

　　　・箱根小涌園ユネッサンパスポート １０枚

　　　 劇団四季「キャッツ」（１８枚）、「まるごとベートーベン」（９枚）

４４セット

　　　・当センターが会員の「ライフサポート倶楽部」の各種割引

３枚

　　④遊園地等割引

１，８７３件

　　　・秩父市内農園いちご狩り

　　⑥その他施設の割引等の利用
　　　・東京ドームシティパートナーメンバーズ券（東京ドーム得１０チケット）

　　　・高井戸天然温泉「美しの湯」入場券（杉並区限定） ４０４枚

　　　・松の木ゴルフセンター回数券
　　　・コミュニティバス「すぎ丸」回数券（杉並区限定） ３４セット

　　　・はとバス日帰りツアー補助券 

　　⑤スポーツ観戦への補助
　　　・東京ドーム巨人戦Ｂ席

４３７枚
　　　・東武動物公園フリーパス

　　　・潮干狩り券（木更津市江川海岸） ８０枚

　　①スポーツ関係
　　　・プロ野球(東京ドーム巨人戦Ａ席、神宮球場ヤクルト戦年間シート)
　　　・Ｊリーグ（ＦＣ東京戦）
　　　・大相撲(九月場所：３月号募集後に斡旋中止、一月場所：７月号募

　　②展覧会（２事業）
　　  ・「和食～日本の自然、人々の知恵」(国立科学博物館3/14～6/14)

　　　　集を中止)

　　　・全国百貨店共通商品券 
　　　・Amazonギフト券 

　　⑤ディズニー・ファン・パーティー（202１/1/24）

　　　・一休レストランクーポン券 

　　  　ミュージカル落語まつり」、奥田弦ジャズコンサート、赤坂大歌舞伎、

　　④食事券斡旋

　　  　ーコンサート、宝塚歌劇花組公演、日本フィル杉並区公会堂シリ
　　  　ーズ、彩の国シェイクスピアシリーズ、座・高円寺「世界を見よう」、
        松竹大歌舞伎、ARAKAWAクラッシックBOX特別公演、

　　  　町屋ＪＡＺＺ歳時記、ＷＡＨＡＨＡ本舗全体公演、ケロポンズファミリ
　　  　歌芝居2020石川さゆり、林家木久扇芸能生活60年記念公演、

        ウォルトディズニーアニメーションスタジオ"ザ・コンサート"

　　  ・ボストン美術館展「芸術×力」(東京都美術館 4/16～7/5)
　　③コンサート、演劇等（１７事業）
　　  　スターズオンアイス、ミュージカル「ボディガード」、三遊亭究斗「

１，０９２枚

　　③コンサート、演劇等（２事業） ２７枚

（３）その他

　　　・スパリゾートハワイアンズ

５０枚

　　　・図書カードNEXT等 ７６６枚
　　　・こども商品券 ４２３セット

３６３冊

　　　・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） ３１６枚  
　　　・ハイランドセンター回数券 ２セット

１，７３３枚
　　　・ジェフグルメカード 

※新型コロナウィルスの影響により斡旋中止となった事業

　　　・クオカード 
　　⑨その他割引券
　　⑧新年お年玉プレゼント企画

１，１０２セット

　　⑦東京近郊でのイベント等への補助

事業名 事業内容 実績

　　　・としまえんのりもの１日券等 ７１９枚
　　　・西武園遊園地フリーパス ５１枚

　　　・映画鑑賞券（TOHO、ユナイテッド、松竹等） ２，１５４枚
　　　・池袋演芸場

  （２）各種チケットの割引

　　①映画鑑賞券等
　　　・チケットぴあ映画補助券（１枚４００円補助） ８９３枚

１０６枚
　　②展覧会（４事業） ５４枚
　　  　「ロンドン・ナショナル・ギャラリー展」(４２枚)、「美を結ぶ、美をひらく」(６枚）

　　  　「写真家ドアノー」」(５枚)、「法隆寺金堂壁画と百済観音」（１枚）
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1 監　　査

令和２年５月７日 監事による令和元年度決算に関わる監査

2 理　事　会

回  開催年月日・開催決議日

第１号議案 ・令和元年度事業報告 可　決

第２号議案 ・令和元年度収支決算報告 可　決

第３号議案 ・令和２年度定時評議員会の招集（書面決議） 可　決

2
令和２年６月１５日

（書面決議）
議案

　代表理事（理事長及び副理事長）及び常務理
　事選定の件

可　決

第１号議案 ・令和２年度上半期事業報告 可　決

第２号議案 ・令和２年度上半期予算執行状況報告 可　決

第３号議案 ・令和２年度第２回評議員会の招集 可　決

報告事項 ・第５期役員候補者（欠員）の選任 承　認

第１号議案 ・令和３年度事業計画 可　決

第２号議案 ・令和３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(書面決議) 可　決

3 評　議　員　会

回 開催年月日・書面決議日

第１号議案 ・令和元年度事業報告 承　認

第２号議案 ・令和元年度収支決算報告 承　認

第３号議案 ・第５期理事及び監事の選任 承　認

第４号議案 ・第３期評議員の選任(杉並区選出評議員を除く) 承　認

第１号議案 ・第５期役員（欠員）の選任 承　認

報告事項第１ ・令和２年度上半期事業報告 承　認

報告事項第２ ・令和２年度上半期予算執行状況報告 承　認

第１号議案 ・令和３年度事業計画 承　認

第２号議案 ・令和３年度収支予算 承　認

4 サービス向上懇談会

回 実施方法

2 令和２年１２月１４日

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

1
令和２年５月２９日

（書面決議）

3 令和２年１２月４日

4
令和３年３月１８日

（書面決議）

議　　案　　等

1
令和２年６月１５日

（書面決議）

議　　　題　　　

1
令和２年６月３０日通知

（書面開催）
・令和元年度事業報告・収支決算報告
　（書面により質問・意見聴取を実施）

3
令和３年３月２６日

（書面決議）

6



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

鈴 　 木　 　　久 荒川法人会

滝     口     　学 荒川中央工業会

恵 　良 　伸　介 連合荒川地区協議会

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

菅　  　   耕　治 会員代表（豊島区）

石　 井 　啓　子 会員代表（豊島区）

会員代表（北区）

松   坂　 典　良 会員代表（北区）

齋 　藤   敬  子 会員代表（杉並区）

藤 　 田　　　 力 豊島区

関　 根 　和　孝 北区

筒   井   久  子 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  豊島区副区長

令和３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  株式会社内国社印刷所

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

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  株式会社滝口製作所

理　　事  連合荒川地区協議会

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  株式会社エフ・エム

理　　事  杉並産業協会事務局

理　　事  税理士法人アイアセット

理　　事  株式会社杏林舍

理　　事  北区地域振興部長

理　　事  有限会社サン商會

理　　事  豊島区文化商工部長

理　　事  ビューティーショップまつざかや

理　　事  北区地域振興部参事

理　　事  荒川区産業経済部産業振興課長 

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（22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

 豊島産業協会

 豊島産業協会

 豊島区労働組合協議会

 東京都印刷工業組合荒川支部

 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）

 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

春  日   裕  介  一般社団法人王子青色申告会

令和３年３月３１日現在（敬称略）

氏　    名 所　　　　属　　　　等

山  村   富  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

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

遠    藤       寛  株式会社和香

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

原  田   昌  紀  株式会社千代田機械製作所

佐  野      　功  社会福祉法人豊島区社会福祉事業団

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

吉   川　    　裕  志幸技研工業株式会社

新 　 井  　　茂  有限会社新井商会

森　    　千　秋  森商事株式会社

石    原 　  　久  荒川区産業経済部長

岡　  田　　　茂  岡田事務所

武  田          護  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３年３月３１日現在（敬称略）

氏　　   名 所　　　　　　属　 推　薦　母　体

　磯　　　  一　昭 　自由民主党豊島区議団   豊島区議会

　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

　さくま　　一　生 　立憲民主党としま   豊島区議会

　松　沢　　よしはる   自由民主党議員団   北区議会

　すどう　　あきお 　公明党議員団   北区議会

　せいの　　恵　子 　日本共産党北区議員団   北区議会

　赤　江　　な　つ 　立憲クラブ   北区議会

　鎌　田　　理　光 　自由民主党荒川区議会議員団   荒川区議会

　山　口　　幸一郎 　公明党荒川区議会議員団   荒川区議会

　小　林　　行　男 　日本共産党荒川区議会議員団   荒川区議会

　久　家　　　　繁 　立憲民主党荒川区議団   荒川区議会

　今　井　　ひろし 　杉並区議会自由民主党   杉並区議会

　関　口　　健太郎 　立憲民主党杉並区議団   杉並区議会

　木　梨　　もりよし 　共に生きる杉並   杉並区議会

　堀　部　　やすし 　無所属   杉並区議会

　渡　邊　　裕　之 　東京商工会議所豊島支部   豊島区経済団体等

　高　埜　　秀　典 　豊島区商店街連合会   豊島区経済団体等

　南　山　  幸　弘 　公益社団法人豊島法人会   豊島区経済団体等

　吉　永　　晋　治 　東京都社会保険労務士会城北統括支部豊島支部   豊島区経済団体等

　尾　花　　秀　雄 　北区商店街連合会   北区経済団体等

　田　村　　純　郎 　公益社団法人王子法人会   北区経済団体等

　大　室　　洋　昭 　一般社団法人王子青色申告会   北区経済団体等

　狩　野　　智　雄 　東京税理士会王子支部   北区経済団体等

　内　野　　国　営 　荒川区商店街連合会   荒川区経済団体等

　富　永　  新三郎 　東京商工会議所荒川支部   荒川区経済団体等

　栗　原　  正　雄 　荒川間税会   荒川区経済団体等

　遠　藤　　　　寛 　東京都印刷工業組合荒川支部   荒川区経済団体等

　坂　井　　　　潤 　東京商工会議所杉並支部   杉並区経済団体等

　氏　橋　  治　信 　東京商工会議所杉並支部   杉並区経済団体等

　大　場　  淳　一 　東京商工会議所杉並支部   杉並区経済団体等

　渡　辺　　健　司 　東京商工会議所杉並支部   杉並区経済団体等
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８　組 織 （令和３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 （22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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