
Ⅲ　事業内容

　１ 勤労者等の生活の安定及び財産形成に係る事業【定款第4条第1号･第4号 (公益事業)】

(１) 講座の開催

          勤労者等の日常及び将来にわたっての生活設計、財産の運用計画など、生涯にわた

        る生活の安定に寄与する講座を行う。

(２) 生活資金融資斡旋事業

　　　　　安定した老後生活の実現のために、「中小企業退職金共済制度」の普及･啓発を行う。

　　　　利融資制度の紹介を行う。

　　　　小口資金融資制度」及び富山県勤労者生活資金融資(共に委託先：北陸労働金庫)の低

　　　　　勤労者等の臨時的な資金需要に応え、生活の安定を図るために、高岡市の「勤労者

(３) 財産形成支援事業

令和4年度 (公財)高岡市勤労者福祉サービスセンター事業計画

自  　令和４年４月　１日
至  　令和５年３月３１日

Ⅰ 基本方針

　  ンター版 Go To Eatキャンペーン」の展開を引き続き実施します。

Ⅱ 主要課題

　  する際に、購入代金から1,000円割引きとなるクーポン券)の発行など、状況に応じた事業

　  　また、市内飲食店においても苦戦が強いられていることから、コロナ収束時には、これ

　　器具(スミスマシーン)を導入するなど施設の充実を図り、更なるサービスの向上に努めます。

　　利厚生サービスに多大な影響が生じています。また、会員数についても減少傾向に転じて

　　の中小企業の支援と勤労者の福祉の向上に取り組んでまいります。

　  ス感染症拡大の影響により大幅に減少した利用者数が回復するよう、新たにトレーニング

　　　市内の事業所に勤務する皆様の福祉向上を図るとともに、地元企業の振興と地域社会の

　　発展に寄与することを目的として当財団が設立され、関係各位のご支援・ご協力のもと、

　　本年で28年目を迎えました。

　　　令和２年度からの新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、日帰りバスツアーの中

　　止や教室・講座の人数制限、各種チケットの利用低迷など、会員の皆様に提供していた福

　  感染症拡大の影響で各種サービスの利用が低迷している場合には、令和２年度に実施して

　　価で購入できる制限枚数を増やします。また、令和４年度においても新型コロナウイルス

    ティングや訪問を行い、制度の周知と普及を図りながら会員の拡大に努めてまいります。

　３ 制度の普及推進と会員拡大について

　    令和４年度も引き続き普及推進員により、新設事業所や未加入事業所への募集資料のポス

　２ 高岡市勤労者余暇活用センターの運営について

　  　令和４年度から更に５年間の施設管理を受託することが出来ました。新型コロナウイル

　  まで連携を図っていた店舗に加え、新たな店舗とも連携し、令和３年度好評であった「セ

　１ 状況に応じた機動的な事業の展開について

　  　会員の皆様が特に多く利用されている市内スーパー銭湯を更に利用し易くするため、安

　　おり大変厳しい状況が続いております。

　　　令和４年度も新型コロナウイルス感染症の感染状況に注視しながら、引き続き会員拡大

　　に努め、状況に応じたサービス内容の見直しを図るなど、機動的な事業運営を図り、地域

　  好評だった「センターニュース100号記念クーポン」と同様のクーポン券(チケットを購入

　  の展開をおこないます。



　　　　レクリエーション主催事業等の開催状況をはじめセンターの実施サービスについての

　　　　案内・周知を図る。

(１) 慶弔給付事業

        　正会員に対し、別表第１の給付事由について該当した場合、給付金を支給する。

　５ その他この法人の目的を達成するために必要な事業【定款第4条第6号】

(１) 高岡市勤労者余暇活用センターの管理運営に関する事業 (収益事業)

　　　　　勤労者等の家族や職場仲間等との交流を促すために、日帰りバスツアーなどの各種

　４ 勤労者等の給付に係る事業【定款第4条第5号 (共益事業)】

　　　　　勤労者等が購入する映画観賞券やスーパー銭湯の入場券、近隣のホテルのグルメチ

　　　　ケット、コンサート、演劇等のチケットの割引斡旋を行う。

(２) 情報提供に関する事業（公益事業）

　　　　　サービスセンターニュースを年４回発行するほか、ホームページの運営を通して、

(５) レクリエーション事業

　　　　　勤労者等の健康の維持増進を目的とした講座を行う。

        　指定管理者として、充実した事業の実施と適切かつ効率的な管理運営を行う。

　　　　　勤労者等の余暇活動の充実を図るため、テーマパーク、入浴施設、動物園、提携し

　　　　ている宿泊施設等の利用助成を行う。

(４) 各種チケットの割引斡旋事業

　　　　　勤労者等の自己啓発活動を奨励するため、文化施設の利用助成を行う。また、美術

　　　　　勤労者等の自己啓発活動促進のために、知識の習得やスキルの向上を目指すための

(２) 文化施設利用助成事業

　　　　館で開催される企画展チケットの割引斡旋を行う。

(３) 余暇施設利用助成事業

　　　　レクリエーション等を行う。

　　　　　疾患の早期発見･早期治療に欠かせない人間ドックの受検を奨励するために、会員の

　　　　　勤労者等の健康の維持増進を奨励するために、スポーツ施設の利用助成を行う。ま

　　　　受検費用の一部助成を行う。

(３) 健康維持増進事業

　　　　た、疾病予防及び健康管理の一環として、健康管理用品等の割引斡旋や一部助成を行う。

(２) 健康診断支援事業

　２ 勤労者等の健康の維持増進に係る事業【定款第4条第2号 (公益事業)】

(１) 講座の開催

　３ 勤労者等の自己啓発及び余暇活動に係る事業【定款第4条第3号 (公益事業)】

(１) 講習会等の開催

　　　　講習会を行う。



     40名

     24名

     80名

     80名

○ 定款第４条第６号（収益事業・高岡市勤労者余暇活用センターの管理運営に関する事業)

 バドミントン教室(木曜)     10回×2講座 各20名

 ラージボール卓球教室(水曜)     10回×1講座

各40名

 いろいろ楽しいレッスン教室(土曜) 3ヶ月×4講座 [通年] 各20名

 効果的トレーニング教室(土曜) 　3回×4講座 [通年]

各40名

 ひざ・腰ストレッチ体操教室(金曜) 3ヶ月×4講座 [通年] 各20名

 からだ改善ヨガ教室(金曜) 3ヶ月×4講座 [通年] 各20名

 ストレッチ･健康リズム体操教室(金曜） 3ヶ月×4講座 [通年]

各20名

 マットピラティス教室(木曜) 3ヶ月×4講座 [通年]

 姿勢改善ストレッチ教室(水曜) 3ヶ月×4講座 [通年] 各20名

各20名

 ウォーキング･健康リズム体操教室(金曜） 3ヶ月×4講座 [通年] 各40名

 セルフ整体教室(金曜)

 スポーツフラダンス教室(木曜) 3ヶ月×4講座 [通年] 各17名

3ヶ月×4講座 [通年]

各20名 【新規】筋膜リリースストレッチ教室(木曜) 3ヶ月×4講座 [通年]

令和４年度　主催事業

 かぶら寿し教室(4回)  パワーストーン教室

 クリスマスケーキ作り教室(2回)    各24名  キムチ作り教室(2回)    各24名

会報誌（秋号）掲載 会報誌（冬号）掲載

 飛騨桃狩りと牧歌の里

     24名

 漆器体験教室(2回)

 親子創作教室      24名

 フランス料理教室 ライフプランセミナー

     24名

     24名

講座・教室名

○ 定款第４条第１号･２号･３号･４号（公益事業）

 神戸ルミナリエの旅      80名

 ガーデニング教室    各30名

 上高地の旅

 アロマテラピー教室

会報誌（春号）掲載 会報誌（夏号）掲載

講座・教室名 募集 講座・教室名 募集

    120名

 しめ飾り作り教室      40名  吹きガラス体験教室(2回)

     24名  おはぎ･おこわ作り教室(2回)

 かんたんエアロビ教室(金曜)

3ヶ月×4講座 [通年] 各17名

各17名

 パンチエクササイズ教室(火曜)

募集 講座・教室名 募集

 キャセロールの料理教室

   各24名

各40名 健康リズム体操教室(水曜） 3ヶ月×4講座 [通年]

 ひざ・腰ストレッチ体操教室/午前の部(木曜) 3ヶ月×4講座 [通年]

 健康ヨガ教室(木曜) 3ヶ月×4講座 [通年] 各20名

各17名

 ひざ・腰ストレッチ体操教室/午後の部(木曜) 3ヶ月×4講座 [通年] 各20名

 機能改善体操教室(水曜) 3ヶ月×4講座 [通年] 各20名

     80名

 京都 秋の旅

3ヶ月×4講座 [通年]

   各24名

 おはぎ･おこわ作り教室(2回)    各24名  手作りパン教室

     80名

 ゆったりエアロ教室(木曜)     10回×1講座

3ヶ月×4講座 [通年]

20名

各20名

募集

 リフレッシュヨガ教室(火曜) 3ヶ月×4講座 [通年] 各20名

各20名

各17名

 太極拳教室(土曜) 3ヶ月×4講座 [通年]

※上記、教室・講座・旅行の内容や回数は、会報誌作成や広報掲載の際に変更する場合はあります。

     24名

   各25名

 能登かきツアー

 なばなの里　イルミネーション

 簡単ハンドメイド教室(木曜)      2回×2講座 各20名

20名

講座・教室名　( )は開催曜日 実施期間

各17名

 マットピラティス教室(水曜） 3ヶ月×4講座 [通年] 各20名

 簡単ストレッチ＆フットマッサージ教室(火曜)

3ヶ月×4講座 [通年]

 美温活リンパストレッチ教室(火曜) 3ヶ月×4講座 [通年]

 自彊術教室(火曜）



共済保険金 独自給付

 １０年 　会員の同一事業所に10年勤務したとき 　 8,000円 　 8,000円 

 １５年 　会員の同一事業所に15年勤務したとき   10,000円   10,000円

 ２０年 　会員の同一事業所に20年勤務したとき   10,000円   10,000円

 ２５年 　会員の同一事業所に25年勤務したとき   10,000円   10,000円

 ３０年 　会員の同一事業所に30年勤務したとき   10,000円   10,000円

 ３５年 　会員の同一事業所に35年勤務したとき   10,000円   10,000円

 ４０年 　会員の同一事業所に40年勤務したとき   10,000円   10,000円

　会員が結婚したとき   10,000円   10,000円

 銀婚祝 　会員が結婚満25年目に達したとき 　 5,000円 　 5,000円 

 金婚祝 　会員が結婚満50年目に達したとき   10,000円   10,000円

　会員又は会員の配偶者が出産したとき   10,000円   10,000円

 小学校 　会員の子供が小学校に入学したとき   10,000円   10,000円

 中学校 　会員の子供が中学校に入学したとき   10,000円   10,000円

　会員が満60歳に達したとき   10,000円   10,000円

 会　員(65歳未満・疾病死亡)   50,000円   50,000円

 会　員(65歳以上・疾病死亡)   50,000円   25,000円   25,000円

 会　員(不慮の事故死亡) 　会員が不慮の事故で死亡した場合   50,000円   50,000円

 会　員(自殺による死亡) 　会員が自殺により死亡した場合   50,000円   50,000円

 配偶者 　会員の配偶者が死亡した場合   20,000円   20,000円

 子  供 　会員の子供が死亡した場合   10,000円   10,000円

 親 　会員の親（義父母も含む）が死亡した場合   10,000円   10,000円

 住宅災害による同居親族の死亡 　住宅災害により、会員と同居する会員の配偶者、

　又は6親等内の血族、もしくは3親等内の姻族が

　死亡したとき

　会員が14日以上の休業をした場合   10,000円   10,000円

　会員が「後遺障害等級表」に規定する

  後遺障害の症状に固定したとき

 住宅火災等　 　 　損害の程度が

 (火災、落雷、 　　50％以上のとき   100,000円 20,000～ 20,000～

　 破裂･爆発等） 　　30％以上50％未満　70,000円   100,000円   100,000円

　　20％以上30％未満　50,000円

　　20％未満　　　　　20,000円

 住宅自然災害 　損害の程度が 共済保険金額が

 (台風、洪水、 　　70％以上  　　　  30,000円 5,000～ 3,000～ 5,000円未満の

　　降雪、地震等） 　　20％以上70％未満　15,000円    30,000円    30,000円 場合に5,000円

　　20％未満　　　　　 5,000円 までの差額を

  　床上浸水　　　     6,000円 独自給付

場合に5,000円  後遺障害の症状に固定したとき
5,000～
  50,000円

  第1級～第14級のいずれかの

 不慮の事故による

 重度障害・後遺障害

　会員が「後遺障害等級表」に規定する 共済保険金額が

5,000円未満の

 還暦祝金

給　付　項　目 給　付　条　件 給付金額

お
悔
や
み

 死亡弔慰金
　会員が死亡した場合

  10,000円   10,000円

お
見
舞
い

 傷病休業保険金

 65歳未満(疾病による重度障害)   50,000円   50,000円
  第1級、第2級、第3級の2･3･4のいずれかの

までの差額を

独自給付

2,000～
  50,000円

○ 定款第４条第５号（共益事業）

別表第１ 公益財団法人高岡市勤労者福祉サービスセンター慶弔給付明細表

 重度障害

 後遺障害保険金

 住宅災害保険金

 65歳以上(疾病による重度障害)   25,000円   25,000円

給付金額の内訳

お
祝
い

 勤続祝金

 結婚祝金

 結婚記念祝金

 出生祝金

 入学祝金


