
令和３年度 事業計画について 
 

昨年１月に発生した新型コロナウイルスの感染症により、日常生活は大きな変革が求め

られ、現在も多くの活動が中止・延期を余儀なくされています。本サービスセンタ―も当

初計画した事業を大きく変更し、新しい生活様式に沿った事業を提供してきました。一刻

も早い感染症の収束により、諸活動の再開と景気の回復が強く望まれます。 

本年度も、今後のコロナ禍の状況を注視し、サービス低下とならぬよう工夫し「会員の

皆さんの豊かな生活と事業所の発展」に貢献できるよう、以下の 6 項目を重点項目として、

諸事業を実施します。 

 

１．福利厚生事業内容の充実   
「健康増進事業」・「文化厚生事業」及び「助成事業」、「応募事業」に区分し福利厚生

事業を実施します。さらに、昨年 7 月からの民間福利厚生サービス会社（株）ベネフィ

ット・ワンとの委託提携を継続し、会員の皆さんの多様なニーズにお応えし、事業内容

の充実に努めます。 

 

２．会員生活に密着した共済給付事業の実施 
慶弔等会員の生活に密着した現行共済制度は、本サービスセンターの重要な事業 

です。昨年７月から、より多くの皆さんに給付できるよう給付内容を一部変更しました。 

 申請書類の簡素化を図り、引き続き、申請から給付までの事務を円滑に実施し、会員の

生活をサポートします。 

 

３．チケット購入・割引券受取方法の変更 

昨年 7 月から、窓口が本部及び湖南支部の２か所に減少したことにより、チケット・

割引券の郵送、代金の振込方式を取り入れました。さらに、振込方式を統一し、会員の皆

さんの利便性の向上に努めます。   

 

４．新規会員の加入推進による組織基盤の強化 
引き続き、安定したサービスが提供できるよう「会員拡大強調月間・仲間をふやそうキ

ャンペーン」を実施し、組織強化に取り組みます。 

本年も、皆さんのなお一層の会員拡大のご支援、ご協力をお願いします。 

 

５．情報発信活動の強化 
会報誌「ＫＯＫＯワーク」は会員の皆様へ情報発信する重要なツールです。引き続き、

分かりやすく、親しみをある紙面づくりに取組んでまいります。 

また、ホームページも工夫し、各種事業のご案内等をより迅速に情報発信します。 

 
６. 滋賀県勤労者互助会連合会等の関係機関との連携 

連合会は、県下すべての地域で設置されています１０互助会、サービスセンターで構

成しています。本年度も構成団体相互の結束を強め、総会員数 32,000 人余のスケール

メリットを活かし、県内外の人気施設で優遇サービスが受けられるよう、提携施設の拡

大に努めます。 

さらに、（一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター（略称 全福センター）をは

じめ、近畿ブロック等の県外の互助会、サービスセンターと活発に情報交換をし、コロ

ナ禍にも対応できる事業等の有効な情報取集に努め、本サービスセンターの運営に活か

します。 

 



（１）健康増進事業                 

実施時期 事業名等 計画人数 事業費 参加費等 

７～９月 ゴルフ教室 （2 回） 
２回 

60 人 
200 千円 

１回 2,300 円 

140 千円 

11 月 
KOKO ワーク 

ゴルフコンペ 
44 人 

2,300 円×44 人 

100 千円 
― 

7 月 

1 月 
健康診断奨励事業 300 人 提携価格で実施 ― 

1 月 出張人間ドック奨励事業 50 人 提携価格で実施 ― 

年間 日帰り人間ドック紹介事業 50 人 提携価格で斡旋 ― 

年間 

（２回） 
家庭常備薬斡旋事業 ― 提携価格で斡旋 ― 

年間 健康教室 30 人 30 千円 21 千円 

年間 
インフルエンザ予防接種 

奨励事業 
300 人 提携価格で実施 ― 

年間 
ゴルフ・ボウリング 

スコアランキング 
80 人 100 千円 ― 

11 月 
滋賀県勤労者互助会連合会 

合同事業 
10 人 

県連事業 

35 千円 

1 人 3,500 円 

35 千円 

年間 マスクの斡旋 200 人 在庫品 100 千円 

年間 

健康増進提携施設 

利用補助 

・グリーンシガゴルフセンター 

・甲賀Ｂ＆Ｇ海洋センター 

・県立アイスアリーナ 

200 人 655 千円 440 千円 

合計 1,324 人 1,120 千円 736 千円 

 



（２）文化厚生事業  

① KOKO ワーク講座 

実施時期 講座名 計画人数 事業費 参加費等 

年間 会員提案講座 100 人 277 千円 186 千円 

12 月 迎春寄せ植え教室 100 人 250 千円 184 千円 

1～3 月 味噌づくり教室 20 人 73 千円 50 千円 

合計 220 人 600 千円 420 千円 

   

 

 

②ＫＯＫＯワークおでかけ講座 

実施時期 講座名 計画人数 事業費 参加費等 

年間 

おでかけ講座 

・文化教室・料理教室 

・健康教室・セミナー 

240 人 

240 千円 

受講料補助 

― 

（講師に支払う） 

合計 240 人 240 千円 ― 

 

 

 

（３）ＫＯＫＯワーク推奨ツアー 

 

  

実施時期 事業名 計画人数 事業費 事業内容 

年間 推奨ツアー 年間 30 人 50 千円 

会員旅行事業所ツア―を選定 

（3％額の割引協力） 

合計 30 人 50 千円 ― 



（４）応募事業   

実施時期 事業名 計画人数 事業費 事業内容 

年間 

お誕生日プレゼント 

（誕プレギフト) 
120 人 120 千円 

月 10 人×12 回 

商品券 1,000 円 

ＫＯＫＯワーク 

グルメカード 

5 枚セット券 

800 人 
450 千円 契約飲食店割引助成 

ホテル de グルメ 
2 枚セット券 

400 人 
300 千円 

提携ホテルのランチ・ 

ディナー割引券プレゼント 

提携ホテル 

都ホテル 京都八条 

琵琶湖ホテル 

びわ湖大津プリンスホテル 

クサツエストピアホテル 

新型コロナに負けるな 

ステイホーム応援事業 
250 人 862 千円 

・TOY 
・グルメ宅配便 
・産直かに 
・産直りんご 

ベネフィット・ワン 

利用促進事業 
80 人 102 千円 Amazon ギフト券 

映画鑑賞券 100 人 72 千円 ・ベネフィット・ワン共同企画 

ギフト券ちょっぴり 

価格販売事業 

8 種類 

720 人 
2,809 千円 

・ＫＦＣカード 

・吉野家プリカ 

・図書カード 

・ジェフグルメカード 

・ミスタードーナツ商品券 

・こども商品券 

・サーティワンギフト券 

・ユニクロギフトカード等 

ギフト券びっくり 

価格販売事業 

8 種類 

570 人 
1,368 千円 

・ＫＦＣカード 

・吉野家プリカ 

・図書カード 

・ジェフグルメカード 

・ミスタードーナツ商品券 

・こども商品券 

・サーティワンギフト 

・ユニクロギフトカード 

合計 3,040 人 6,083 千円 ― 



 （５）福利厚生 委託事業 

 

 

（6）助成事業 

実施時期 事業名 計画人数 事業費 事業内容 

年間 

ドック健診補助 100 人 200 千円 

2,000 円/年１回 

出張人間ドックを含む 

ドック健診料 10,000 円以上 

特別ドック健診補助 10 人 30 千円 

3,000 円/年１回 

在会１０年以上 

満年齢 50 歳会員対象 

宿泊費補助 500 人 500 千円 宿泊費 1,000 円/年 1 回 

ＵＳＪ入場料補助 60 人 60 千円 1,000 円/年 1 回 

予防接種補助 1,200 人 600 千円 500 円/年 1 回 

ゴルフプレー費補助 300 人 300 千円 1,000 円/年 1 回 

レゴランド・ジャパン 

入場料補助（名古屋） 
50 人 50 千円 1,000 円/年 1 回 

資格取得講座受講料補助 30 人 60 千円 

取得講座受講料が 

20,000 円以上 

2,000 円/年 1 回 

提携施設利用助成 1,425 人 487 千円 各提携施設の割引 

文化・芸術鑑賞助成 2,000 人 1,900 千円 文化芸術鑑賞の割引 

合計 5,675 人 4,187 千円 ― 

  

実施期間 事業名 事業費 事業内容 

年間 福利厚生委託事業 
1 人 46 円 

5,650 人×12 カ月 

（株）ベネフィット・ワンへ委託 

   ①旅行 ➁レジャー・エンタメ 

   ➂リラクゼーション・ビューティー 

   ④ハウジング ⑤介護 

   ⑥グルメ ⑦育児 

   ⑧ショッピング ⑨カー 

★上記 9 部門を会員割引額で利用 

合計 3,119 千円 ― 



 
（7）広報・普及事業 

 

実施時期 事業名 事業費 事業内容 

４月 

「利用ガイド」の発行 120 千円 
事業所宛配布 

各種手続き等についてご案内 

「ＫＯＫＯナビ」の発行 380 千円 
全会員に配布 

令和 3 年度事業案内 

会報誌「ＫＯＫＯワーク」発行 230 千円 
4・5 月の合併号  

全会員に配布 

年間 

会報誌「ＫＯＫＯワーク」発行 630 千円 

事業所配布 10 回分 

会報誌折込料 110 千円 

10 月 

～2 月 

仲間をふやそうキャンペーン 

新規会員加入推進 

会議、奨励金他 

170 千円 

役員推進会議 

推進グッズ 

奨励金 

合計 1,640 千円 － 


