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Ⅰ 普及に関する事業   

１ 広報誌の発行等                   （決算額：５，０９３，５３８円）

（１）「ゆとりちよだ」の発行

バスツアー、催し物、美術展、観劇・コンサートチケットのあっせん等魅力的な

事業の案内を行った。また、健康管理や生涯学習についてお知らせし、会員の事業参

加の機会の拡大とゆとりちよだについての理解向上を図った。

         ○ 発行回数  １２回（毎月発行）

         ○ 発行部数  ６，２００部/回

（２）「ガイドブック」の発行（隔年）

   隔年発行のため、２４年度は発行なし。

（３）ホームページの運営

   開設から約１０年が経過したホームページを、全面的にリニューアルし、事業

申込方法等、会員の利便性を大幅に向上させるとともに、運営を外部委託から、

事務局が担うことで、経費の削減を図った。

   

２ 会員の普及拡大                 （決算額：６９,３００円）

「ホームページ」「区広報紙」等で、ゆとりちよだの目的や事業内容を紹介するとと

もに、区内各種業界団体等と協力し、様々な機会を活用して「ゆとりちよだ」の紹介及

び会員の普及拡大に努めた。

結果、微増ではあるが、平成１８年度以来の前年比増となった。

過去５年間の会員数等の推移

21.3.31 22.3.31 23.3.31 24.3.31 25.3.31

会員数（人） 6,188 6,059 5,802 5,731 5,836

対前年度 △37 △129 △257 △71 105

事業所（所） 850 812 792 774 777

対前年度 △22 △38 △20 △18 3
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Ⅱ  生活安定事業

１ 給付事業                   （決算額：９,７１０,０００円）

会員や家族の慶弔時や入院等があったとき、祝い金、見舞金、弔慰金を給付した。

祝    金 見舞金等

結婚祝金 １１４件 入院見舞金 ４８件

金婚祝金    ８件 障害見舞金    ４件

銀婚祝金 １８件 住宅災害見舞金 ２件

出産祝金 １３５件 死亡弔慰金 １０９件

入学祝金   ９１件     

計 ５２９件

２ 各種セミナー事業                                   （決算額：０円）

  勤労者の健康生活向上、ゆとりや活力ある生活に資するためのセミナー。

   平成２４年度は実施なし。
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Ⅲ  健康・余暇事業

１ 健康管理事業                 （決算額：１,９７３,０００円）

割安な料金で健康診断や人間ドック、脳MRI(A)検査等の受診ができるよう、医療機関

と契約し、割引料金によるあっせん及び補助を行い、勤労者の受診機会の拡大と健康管

理意識の普及を図った。

また、満４０、５０、６０歳の節目年齢の会員を対象に日帰り人間ドックを格安料金

で受診できる「節目人間ドック」実施している。

○ 健康診断契約医療機関  ３施設   受診件数 １１６件(家族１)

○ 人間ドック契約医療機関  ７施設   受診件数 １００件(家族１２)

       内訳  

区 分 コース 受診者数

会員

日帰り ８１人

１泊２日     ０人

節目ドック ７人

家族
日帰り １０人

１泊２日 ２人

計 １００人

○MRI(A)・ＣＴ検査契約医療機関 １５施設 受診件数 ４件

  区   分 受診者数

  会   員       ３人

  家   族       １人

    計       ４人
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２ 健康増進事業                   （決算額：９５９,３５０円）

クアハウス等の入浴施設、アスレチッククラブやプール、ゴルフ場等のスポーツ施設

を割引料金で利用できるようあっせん・補助を行い、会員の健康維持・増進を図った。

○ スパラクーア等の入浴施設入場券のあっせん

  施設数 あっせん枚数

２施設 ４０９枚

○ 入浴施設共通利用券の配布（年２回、全会員に６枚綴りを配布）

施設数 発行枚数 利用枚数

４１施設 約１０３，０００枚 １，９６６枚

○ 区立プール等健康施設入場券のあっせん

  施設数 あっせん枚数

２施設 ４５９枚

○ ライフサポート倶楽部加盟のスポーツ施設の割引利用

２４１名 ７１７件

３ 自己啓発事業                （決算額：８,９５０,５００円）

美術展・博覧会などのチケットや図書カードの割引あっせんを行い、また、カル

チャーセンター受講の割引利用を紹介し、会員の自己啓発を促進した。

○ 各種展覧会、催し物等チケットの割引あっせん

  件 数 あっせん枚数

   ２７件    ２，８４６枚

※他に招待券 ３０枚

○ 国立演芸場チケットの割引あっせん

国立演芸場 ８４枚
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○ 割引契約美術館

契約数 ２施設

○ 割引契約カルチャーセンター

契約数 ５施設

○ 図書カードのあっせん・補助

あっせん回数 あっせん枚数

    ２回 (５，０００円カードを)９６２枚

４ 余暇活動                           （決算額：３９,８９３,０３１円）

宿泊施設や遊園施設の割引利用、観劇などのさまざまなレクリエーション事業を割

安な会員料金であっせん・補助を行うことにより会員の余暇活動をサポートした。

○ 宿泊施設の補助

   ライフサポート倶楽部に加盟している全国４，０００カ所以上の旅館やホテル

及び千代田区立保養施設を、会員が利用した場合１会員年度内６泊まで、一泊に

付き３，０００円を補助した。

・ライフサポート倶楽部宿泊施設利用実績

  利用件数 利用者数 補助金利用泊数

３７５件 ８９９名 ９４６泊

                    ※延宿泊数1,139

・千代田区保養施設利用実績

  施設数 利用件数 補助金利用泊数

  ４施設 １００件    ２５６泊

○ 日帰り及び宿泊ツアー等の企画及びあっせん・補助

  事業数 参加者数

４件     ２１０名
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○ レジャー施設の指定・割引あっせん

・東京ドーム得１０チケット、としまえん、西武園ゆうえんち、東武動物公園等

のチケットの割引あっせんを行った、

  施設数 あっせん枚数

６施設     １，９６０枚

・東京湾納涼船、潮干狩り券等季節・期間限定チケットのあっせん・補助

   事業数 あっせん枚数

    ７件 ９３１枚    

・レジャー施設利用補助券の配布

（全会員に年１回６枚綴りを配布、希望者に２回目を配布）

施設数 配布枚数 利用枚数

  ３７施設 約４１，４００枚 １，３２２枚

・夏季プール等利用補助券の配布（全会員に年１回６枚綴りを配布）

施設数 配布枚数 利用枚数

２７施設 約４０，４４０枚        ６３７枚

・東京ディズニーリゾート特別利用券の配布

（希望者に年間２枚配布）

配布枚数 利用枚数

５，５９４枚 ２，０７３枚

○ 観劇、コンサート、映画鑑賞、スポーツ観戦の割引あっせん

・歌舞伎・観劇・コンサートチケットのあっせん・補助

  実施件数 あっせん枚数

   １０２回    １，４９８枚
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・映画チケット前売利用補助券の配布（全会員に年２回５枚綴りを配布）

取扱店舗 配布枚数 利用枚数

１８店舗 約６３，０００枚  ６，４９５枚

・東京ドーム巨人戦、Jリーグのスポーツ観戦のあっせん・補助

  実施件数 あっせん枚数

   ２種類     ３９５枚

    ※WBC招待券１組２枚

※巨人戦は2枚1組を１枚で表示している。

○ 食事券、ジェフグルメカードの割引あっせん

・食事券のあっせん・補助（夏季・冬季）

  施設数 あっせん枚数

２４施設 ２，５０６枚

・ジェフグルメカードのあっせん・補助

あっせん回数 あっせん枚数

２回 ８００セット

○ スポーツ大会、イベントの実施

・ボウリング大会等の実施

  開催事業数 参加者数

０回   ０人

※参加申込が少なく中止

・ディズニーファンパーティー３区合同開催

  開催数 参加者数

１回 ５０人
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・スキー場リフト券のあっせん・補助割引利用

施設数 あっせん枚数

２施設     ９９枚

※招待券３施設６枚

※契約割引スキー場    １７施設

○ カルチャー・健康セミナーの開催

                              

※区民等８名

テ ー マ 実 施 日 参加者数

夏に役立つアロマセラピー ８月３日（土） ３５名
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  管 理 ・ 運 営 実 績

１ 社員総会の開催

第１回社員総会

開催日   平成２４年５月２１日（月）

    １ 議決事項

   議案第１号 平成２３年度公益社団法人ゆとりちよだ事業報告及び決算の承認

議案第２号 公益社団法人ゆとりちよだ役員の選任

議案第３号 公益社団法人ゆとりちよだの役員の報酬及び費用に関する規程の

一部改正について

第２回社員総会

開催日   平成２５年３月１４日（木）

   １ 議決事項

議案第４号 公益社団法人ゆとりちよだ平成２５年度事業計画

議案第４号 公益社団法人ゆとりちよだ平成２５年度予算

２ 報告事項

        理事会及び事業運営協議会での論議について

    ３  その他

２ 理事会の開催

第１回理事会

開催日   平成２４年５月７日（月）

１ 議決事項

議案第１号 平成２４年度 第１回社員総会の招集

（社員総会の議題）

（１）平成２３年度公益社団法人ゆとりちよだ事業報告及び決算の承認

  （２）役員の選任について

  （３）その他
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第２回理事会

開催日   平成２４年５月２１日（月）

１  議決事項

  議案第２号 理事長、副理事長、常務理事の選任

  

第３回理事会

開催日   平成２５年２月２８日（木）

１  議決事項

    議案第３号 平成２４年度 第２回社員総会の招集

（社員総会の議題）

（１）公益社団法人ゆとりちよだ 平成２５年度事業計画

（２）公益社団法人ゆとりちよだ 平成２５年度予算

      議案第４号 事務局長の選任について

    ２  報告事項

（１）会員数について

（２）事業運営協議会での論議について

       

３ 事業運営協議会の開催

第１回事業運営協議会

開催日  平成２４年７月２２日（金）

   議 題  （１）平成23年度事業報告及び平成24年度事業計画について

（２）ホームページのリニューアルについて

（３）会員の現況・拡大策について

.

第２回事業運営協議会

    開催日  平成２５年２月２６日（火）

     議 題  （１）インターネット申込のセキュリティー対策について

（２）チケットの受け取り方法について

（３）事業運営のアンケート結果について

          （４）会員の現況について

          （５）補助額・対象者について


