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－１－

 協力事業
　埼玉県、狭山市が行う勤労者福祉事業、
地域のイベント等に協力する。

 ・七夕まつり（８月）

 ・商工祭（１０月）

 ・農業祭（１１月）

 ・市の広報紙へ会員募集の掲載

 ・カレンダー配布によるセンターPR

 ・情報紙及びホームページによる事業所等
　 の広告宣伝　

４． 埼玉県及び狭山市が行う勤労者福祉推進事業への協力事業（第４号事業）

事　業　名 事　業　内　容 実施事業（実施時期）

 広報紙発行事業 　定期的に情報紙を発行し、情報提供を行う。 ・情報紙「トライ夢」の発行

　  （４月、７月、１０月、１月）

 情報提供事業 　会員、地域住民に各種労働施策の紹介
を行う。ホームページによる情報提供を行
う。

 ・パンフレット等の配布（通年）

　  ・ホームページによる情報提供（通年）

 ・サークル活動補助（通年）

３． 勤労者、地域住民の福祉向上に関する情報提供事業（第３号事業）

事　業　名 事　業　内　容 実施事業（実施時期）

 勤労者福祉講座開
催事業

　中高年の会員、地域住民を対象とした、
財産形成、生活設計等ゆとりある勤労者生
活実現 のための講座を開催する。

 ・生活設計講座（１～３月）

　

 生涯学習補助事業 　会員を対象に、各種教養講座等の受講
料の一部を補助するとともに、文化サーク
ルの活動に対し補助する。

・NHK等通信教育講座受講料補助（通年）

 ・産業能率大学通信教育講座受講料補助
（通年）

２． 勤労者、地域住民の福祉向上に関する各種研究会、講習会等の開催事業（第２号事業）

事　業　名 事　業　内　容 実施事業（実施時期）

 教養講座開催事業 　会員、地域住民を対象とした、パソコン教
室、 体験教室等の各種教養講座を開催
する。

 ・体験教室（体操・手芸等を実施）

 ・料理教室（９～１０月）

 提携（契約）施設調
査・研究

　事業の充実に向けて、各種施設に対す
る調査研究を行う。

 ・契約（提携）施設への現地調査

  (随時)

 情報収集事業 　勤労者福祉に関する研究会等へ参加
し、情報を収集する。

 ・全国組織及び埼玉県連絡協議会 が主催する
総会、研修会等への出席（随時）　

　 　会員の意向を調査し事業計画の分析を行う。

次の事項を実施します。

１． 勤労者、地域住民の福祉向上に関する調査研究事業（第1号事業)

事　業　名 事　業　内　容 実施事業（実施時期）

一般財団法人狭山市勤労者福祉サービスセンター
平成31年度　事業計画書

（２０１９年４月１日　～　２０２０年３月３１日）

 

　当一般財団法人は、市内の中小企業勤務者と事業主の生活の安定、健康の維持増進、老後生活の安定、自己
啓発・余暇活動等にわたる総合的な福祉向上を図るとともに活気ある職場づくりと中小企業の振興に寄与するため

 



 

５． 中小企業勤労者の福利厚生事業（第５号事業）

　

７．勤労者福祉サービスセンター法人化２５周年記念事業

－2－

事　業　名 事　業　内　容 実施事業（実施時期）

 記念事業 ２５周年の冠をつけた事業の実施 年間を通じて行う。

事　業　名 事　業　内　容 実施事業（実施時期）

 生活の安定に関する
事業

　会員を対象として、給付事由に基づき給
付金を支給。退職金共済制度への加入者
に対して掛金の一部を補助する。

 ・慶弔給付金支給事業（通年）

 ・退職金掛金補助（通年）

 健康増進に関する
事業

　会員及びその家族を対象として、スポー
ツ大会、教室を開催すると共に、サークル
活動に対し助成する。

 ・ゴルフ大会(７月）

 ・ハイキング（９月）

 ・ゴルフ教室（10月～）

 ・健康づくり講演会（1～2月）

 ・サークル活動助成（通年）

 健康管理に関する
事業

　会員が人間ドック、定期健康診断及び遠
隔検診を受診した際の利用補助を行う。

 ・定期健康診断補助（通年）

 ・人間ドック補助（通年）

 ・インフルエンザ予防接種補助（10月～）

 ・家庭常備薬等の斡旋（7月・1月）

 余暇活動に関する
事業

　バスツアー・イベントの実施、宿泊施設利
用補助、推奨旅行補助、各施設との利用
提携契約による各種チケット等の斡旋販売
を行う。

・バスツアー
 　潮干狩り（５～６月）、ハイキング等
・イベント
　　合同お見合パーティー(年３回程度）
・宿泊施設利用及び推奨旅行補助
・市内公共施設利用等補助
・ローソンチケット利用補助券
・指定割引店利用補助券の発行
・チケットあっせん
　遊園地割引券（豊島園、西武園、東武動物公
園、富士急ﾊｲﾗﾝﾄﾞ、東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾘｿﾞｰﾄ、東京ｻ
ﾏｰﾗﾝﾄﾞ）、映画館（ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｼﾈﾏ・新所沢ﾚｯﾂｼ
ﾈﾊﾟｰｸ、ｲｵﾝｼﾈﾏ）、狭山環状有料道路、県営
水上公園、入浴施設(花鳥風月、川越湯遊ﾗﾝ
ﾄﾞ、きらりの湯)、商品券（ｼﾞｪﾌｸﾞﾙﾒｶｰﾄﾞ、 ｸｵｶｰ
ﾄﾞ、子ども商品券、JTBﾅｲｽｷﾞﾌﾄ）、宿泊割引斡
旋、観劇等割引券、その他（いもほり・ぶどう狩
り・いちご狩り、ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ）

　

　 　

　 　

　 　

 指定割引店事業 　会員及び家族が施設の利用並びに商品
等 の購入時、割引利用できる施設等を指
定し、 利便を図る。

サービスセンター指定割引店等の契約（通
年）・・写真、ゴルフ、ボーリング、茶、乗馬、飲
食店等

　

　

６． その他センターの目的を達成するために必要な事業(第６号事業）

実施事業（実施時期）

 総務企画事業 　センターの経営及び事業内容の充実を
図るため、企画、調査及び研究を行う。  ・総務企画委員会及び会員拡大委員会の開

催。また、両委員会合同での開催により、当セン
ターの課題について協議を行う。

　

 会員拡大事業 　会員拡大に向けて拡大策等を協議する
ため、会員拡大委員会等を開催すると共
に、拡大策を実施する。

　

事　業　名 事　業　内　容



 

　  （単位：千円）

科　　　　　　　　目 予　算　額 前年度予算額 比較増減 備　　　考

Ⅰ　事業活動収支の部

　１．事業活動収入　 　

　　①基本財産運用益 13 13 0 　

　　②特定資産運用益 20 19 1  県債等運用益

　　③会費等収入 9390 9390 0

　　　　 入会金収益 30 30 0 新規入会者６０人

　　　　 会費収益 9360 9360 0

　　④事業収益 27916 24657 3259

　　　　 研究会・講習会開催事業収益 103 139 -36  料理教室他

　　　 　勤労者の福利厚生事業収益 27660 24394 3266

　　　　　　 健康増進に関する事業収益 267 283 -16   ゴルフ大会、ハイキング他

　　　　　　 健康管理に関する事業収益 20 26 -6  家庭常備薬あっせん手数料

　　　　　　 余暇活動事業収益 23873 20585 3288  遊園地、映画、クオカード等

　　　　　　 共済給付金収益 3500 3500 0  共済保険給付金

　　　　 広告事業収益 153 124 29  広告宣伝料

    ⑥受取補助金収益 8000 8000 0

      　  運営費補助金収益 8000 8000 0  市補助金

       　 事業費補助金収益 0 0 0

　　⑦雑収益 1251 1250 1

　　　　 受取利息 1 1 0  受取利息

　　　 　雑収益 1250 1249 1  共済保険割戻金

　　　事業活動収入合計　　　　　  A     46590 43329 3261 　

　２．事業活動支出 　 　 　

　　①事業費支出 44979 40019 4960 　

　　　　　職員給与手当支出 5333 5033 300  派遣・嘱託職員等４ 名分

      　  福利厚生費支出 0 0 0  健康保険、共済負担金他

          勤労者福祉調査研究事業支出 35 35 0  研究会参加

    　    教養講座事業支出 65 45 20  料理教室他

          勤労者福祉講座開催事業支出 20 20 0  生活設計講座

         生涯学習補助事業支出 10 10 0  各種講座受講補助

         広報活動事業支出 1328 1880 -552  情報紙他

         作品展示事業支出 150 150 0  七夕まつり・商工祭参加

　　　　給付事業支出 9385 9385 0  共済保険掛金、保険金等

　　　　健康増進事業支出 357 381 -24  ハイキング他

　　　　健康管理事業支出 500 475 25  人間ドック、健康診断等補助

　　　　主催事業支出 450 450 0  ﾊﾞｽﾊｲｸ・婚活ﾊﾟｰﾃｨｰ等の実施

　　　　施設利用補助支出 25738 21522 4216  映画券、クオカード等

　　　　記念事業 1000 0 1000

　　　　退職金掛金補助事業支出 150 175 -25  中退共掛金補助

　　　　施設借上費支出 432 432 0  遊園地法人券購入

　　　　租税公課支出 26 26 0  県債等運用益所得税

平成31年度　収支予算書
（２０１９年４月１日～２０２０年3月31日） 

一般財団法人狭山市勤労者福祉サービスセンター

－３－



 

科　　　　　　　　目 予　算　額 前年度予算額 比較増減 備　　　考

　　②管理費支出 11202 11993 -791 　

　　　　職員給料手当支出 3316 4055 -739  嘱託職員 2名

　　　　福利厚生費支出 1564 2315 -751  健康保険他

　　　　旅費交通費支出 435 435 0  費用弁償、交通費

　　　　消耗品費支出 510 360 150  事務用消耗品等

　　　　燃料費支出 36 24 12  ガソリン代等

　　　　会議費支出 22 20 2  理事会、評議員会等

　　　　印刷製本費支出 110 100 10  封筒等

　　　　光熱費支出 156 156 0  電気料

　　　　修繕費支出 50 50 0  車両・備品等修繕

　　　　通信運搬費支出 406 402 4  切手、電話料

　　　　支払手数料支出 637 728 -91  振込手数料等

　　　　自動車損害保険料支出 97 97 0  車両保険、運送保険

　　　　業務委託費支出 1614 1296 318  警備業務、労務管理業務等

　　　　地代家賃支出 148 144 4  駐車場使用料

　　　　賃借料支出 1901 1638 263  パソコン、コピー機等

　　　　負担金及び交付金支出 122 87 35  全福センター等負担金　

　　　　租税公課支出 78 86 -8  自動車税・法人税　

　　　事業活動支出合計　　　　　  B     56181 52012 4169

　　　　事業活動収支差額　　　A-B -9591 -8683 -908

Ⅱ投資活動収支の部

　１．投資活動収益

　　①特定資産取崩収益 10091 9183 908

　　　　　事業拡充積立預金取崩収益 10091 9183 -908

　　　　投資活動収益合計　　　　C 10091 9183 908

　２．投資活動支出

　　①特定資産取得支出

　　　　　事業拡充積立預金取得支出

　　　投資活動支出合計             D 0 0 0

　　　　　投資活動収支差額　　　C-D　 10091 9183 908

Ⅲ財務活動収支の部

　１．財務活動収益

　　　　財務活動収益合計 0 0 0

　２．財務活動支出

　　　　財務活動支出合計　　　　      0 0 0

　　　　　財務活動収支差額　　　E 0 0 0

Ⅳ予備費支出　　　　　　　　　　　F 500 500 0

当期収支差額　　　　　A‐B+C‐D-E-F 0 0 0

前期繰越収支差額 0 0 0 前年度繰越金

次期繰越収支差額 0 0 0

－４－


