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Ⅰ公益目的事業 

１普及活動事業           （決算額：２，９４４，２４５円） 

（１）福利厚生情報の提供                  

①会報誌「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１日に発行） 

          ○ 発行部数  ６，３００部／回  

②「ガイドブック」の発行（隔年）／経費は前年度 

ガイドブック２０１６～２０１７年を発行した。 

         ○ 発行部数  ８，０００部 

③ホームページの運営 

ホームページから事業の周知だけでなく一部の事業の申し込みを可能にしたことで、

ホームページを利用する回数も増え会員の利便性が飛躍的に向上した。また、運営の

一部を外部委託から事務局が担うことで経費の削減を図っている。 

（２）広告宣伝関係                    

   「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ことと 

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。（会員勧誘用チラシ印刷 ２，５００枚） 

会員数は、平成２４年度から増加しはじめたが、２６年度末に大規模の事業所退会があり、

６，０００人を下回った。しかし翌年から年々増加し今年度末で６，１２３人になった。 

過去５年間の会員数等の推移 

 25.3.31 26.3.31 27.3.31 28.3.31 29.3.31   

会員数（人）  5,836 6,033 5,841  5,993 6,123  

年度内増減 109 197 △192 152 130  

事業所（所） 777 778 765 757 751  

年度内増減 4 1 △13 △8 △6  
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２自己啓発事業               （決算額：６，９４１，６９１円） 

自己啓発及び文化教養を高めるため各種セミナーの実施や展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、芸術、文化、教養、趣味等の活動を通じ、ゆとりある生涯学習の機

会の拡大を図った。 

（１） 各種セミナー事業の実施                     

①ＪＡＬ工場見学（4/23）      参加者３７人（内区民０人） 

②神田川クルーズ（11/3）      参加者３８人（内区民０人） 

③ＪＡＬ工場見学（12/3）      参加者３９人（内区民０人） 

（２）あっせん事業等                   

①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 

  ２３件 １，６０４枚 

②割引契約美術館 

契約数 ２施設 

③ぐるっとパス割引あっせん（美術館・博物館・動物園） 

都内７８箇所利用可能 ４２冊 

④図書カード（５，０００円）のあっせん・補助 

あっせん回数 あっせん枚数 

   ２回 ９１８枚 

⑤割引契約カルチャーセンター 

契約数 ４施設 

 

 

３健康増進事業              （決算額：１，７５４，０７５円） 

健康増進の機会を提供し、健康セミナー及び各種健康施設のチケットの割引あっせん 

を行った。 

（１）各種セミナー事業                 

① 歌声喫茶教室（10/1）          参加者１３人（内区民４人） 
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（２）健康施設利用補助及びあっせん事業        

② 日帰り温泉施設等利用補助券の配布（全会員に年２回６枚綴りを配布） 

  施設数 発行枚数 利用枚数 

４６施設  ７４，４００枚 ２，０６３枚 

② スパラクーアの入場券のあっせん 

  施設数 あっせん枚数 

１施設 ２８９枚 

③ スパリゾートハワイアンズの入場券のあっせん 

  施設数 あっせん枚数 

１施設 ２７３枚 

④ 区立プール＆ラフィネの健康施設入場券のあっせん 

  施設数 あっせん枚数 

２施設 ６８１枚 

⑤ ライフサポート倶楽部加盟のスポーツクラブの割引利用 

９クラブ ８２４件 

 

４余暇活動事業               （決算額：３５，５７０，０５４円） 

宿泊施設の割引利用や遊園地、観劇・音楽鑑賞・スポーツ観戦等チケットの割引あっせん、

バスツアーの実施などさまざまなレクリエーション事業を低料金で提供し、会員及び区民の余

暇活動をサポートした。 

（１）利用補助事業                  

① バスツアー 

実施回数 参加者数 内区民 

４回 ２５９名 ５７名 

② 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・かんぽの宿を、会員が利用した場合１会員年度内各４泊まで 

一泊に付き３，０００円を補助した。 
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・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 

１９８件 ３８１名 ３００泊 

・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 

  ２施設 ７５件     ７５泊 

・かんぽの宿利用実績 

  施設数 利用件数  補助金利用泊数 

  ５０施設 ２１件     ２１泊 

③ 通年・夏季レジャー施設の利用補助 

・通年レジャー施設利用補助券の配布（全会員に年２回４枚綴りを配布） 

 施設数 配布枚数 利用枚数 

３６施設 ７４，４００枚 １，８９３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 

２６施設 ３７，２００枚 ５０１枚 

・映画チケット前売補助券の配布（全会員に年２回４枚綴りを配布） 

 施設数 配布枚数 利用枚数 

１３店舗 ４９，６００枚 ４，２６０枚 

（２）遊園施設フリーパス                 

①としまえん、西武園、東京ドームシティの法人券を購入し、フリーパス券等を廉価な価格

であっせん販売した。 

  施設数 あっせん枚数 

３施設 ２，２７１枚 
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（３）各種チケットのあっせん販売            

①観劇・コンサート券のあっせん 

・歌舞伎・観劇・コンサートチケットの割引あっせん 

演目数 あっせん枚数 

１１４件 ９６１枚 

②食事券、ジェフグルメカードのあっせん 

・食事券のあっせん・補助  

 あっせん回数 あっせん枚数 

３回 ２，４１３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 

１回  ４９２セット 

・子ども商品券のあっせん・補助  

 あっせん回数 あっせん枚数 

１回  １４６セット 

③ サッカー／Jリーグ観戦のあっせん 

  チーム数 あっせん枚数 

   ３チーム     １６０枚 

④季節にあったチケットの斡旋 

・納涼船チケットのあっせん 

あっせん枚数 

２３５枚 

・潮干狩りの入場券及び船のあっせん 

あっせん枚数 

１９５枚 

・サンリオピューロランドのあっせん 

あっせん枚数 

１４０枚 
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・ボリショイサーカスのあっせん 

あっせん枚数 

１３枚 

・ふるさと祭りのあっせん 

あっせん枚数 

７０枚 

・ウルトラヒーローズのあっせん 

あっせん枚数 

６５枚 

・スキーリフト券のあっせん 

施設数 あっせん枚数 

２施設 ９６枚 

※会員証提示で割引利用できるスキー場  ７施設 

※プリンスホテル系列のスキー場の割引 

 プリンスホテルのホームページから各自が印刷し利用した。 

⑤通年取扱いチケット 

・東武動物公園チケットのあっせん 

あっせん枚数 

２８６枚 

・サンシャイン水族館のあっせん 

あっせん枚数 

２２０枚 

・レゴランドチケットのあっせん 

あっせん枚数 

８０枚 

 

 



- 7 - 

 

・マダムタッソーチケットのあっせん 

あっせん枚数 

６枚 

・国立演芸場チケットのあっせん 

あっせん枚数 

６７枚 

（４）東京ディズニーリゾート      

①特別利用補助券（1,000円）の配布（全会員に年１回２枚を配布） 

配布枚数 利用枚数 

１２，４００枚 ２， １８５枚 

（５）東京ドーム巨人戦          

①年間ビームシートあっせん販売 

  試合数 あっせん枚数 

  ６３試合     １２６枚 

※巨人戦は２枚１組を１枚で表示している。 

②巨人戦ホームゲーム９試合をあっせん販売 

・１試合 １０席（２席単位であっせん） 

開催試合数 あっせん数 

９試合 ９０人 

（６）その他の余暇活動に係る経費         

・レンタカー、企画ツアー等の割引利用の紹介をした。 

・契約指定店の割引利用の紹介をした。 

・ライフサポート倶楽部加盟の指定店や指定サービスの利用案内をした。 

・ライフサポート倶楽部への委託料、映画券及びレジャー券等の印刷代、郵便代及び代引

郵便料金、契約施設等の実地踏査費等の経費等を支出した。  
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５老後の生活安定・財産形成事業      （決算額：１２４，３４０円） 

（１）生涯生活設計セミナーの開催             

・苔玉つくりセミナー（6/10）  参加者３１人（内区民８人） 

（２）財産形成事業 

・中小企業退職金共済事業の紹介 

・全労済の共済事業の紹介 

・生活資金融資の紹介 

 

Ⅱ収益事業等 

１健康管理事業            （決算額：２，３４１，０００円） 

会員及び家族の健康管理のため、健康診断や人間ドックなど割安な料金で受診できるよう

医療機関と契約し、会員の利用者に補助を実施した。 

また、満４０歳、５０歳、６０歳の節目年齢の会員を対象に「節目日帰り人間ドック」を

特別料金で実施した。 

（１）医療機関利用補助事業／会員利用補助受診件数             

① 健康診断契約医療機関        ３施設      １６７件 

② 人間ドック契約医療機関       ８施設  日帰ﾄﾞｯｸ ８２件  節目ﾄﾞｯｸ １０件     

③ MRI（A）・CT検査契約医療機関  １７施設          ３件 

 

２給付事業                  （決算額：１０,７２９,０００円） 

会員の慶弔時に給付金を支給することにより、生活安定の一助とした。 

祝      金 見 舞 金 等 

結婚祝金 １１０件 入院見舞金 ５８件 

金婚祝金   １９件 障害見舞金    ７件 

銀婚祝金 ２７件  住宅災害見舞金  ２件  

出産祝金 １７２件 死亡弔慰金 １０４件 

入学祝金  １０９件       

計 ６０８件 
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 Ⅲ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２８年５月２４日（火） 

    １ 議決事項 

   議案第１号 平成２７年度公益社団法人ゆとりちよだ事業報告の承認について        

   議案第２号 平成２７年度公益社団法人ゆとりちよだ決算の承認について 

   議案第３号 公益社団法人ゆとりちよだ役員の選任について 

議案第４号 公益社団法人ゆとりちよだの役員の報酬等及び費用弁償に関する規程の

一部改正について 

議案第５号 平成２８年度収支予算総括表及び内訳書（損益ベース）の一部修正に 

ついて 

 

第２回社員総会 

   開催日   平成２９年３月１６日（木） 

    １ 議決事項 

 議案第６号 平成２９年度公益社団法人ゆとりちよだ事業計画の承認 

議案第７号 平成２９年度公益社団法人ゆとりちよだ予算の承認 

議案第８号 平成２９年度資金調達及び設備投資の見込みについて 

 

２理事会の開催 

第１回理事会 

開催日   平成２８年５月１２日（木） 

１ 議決事項 

議案第１号 平成２７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につい

て 

議案第２号 平成２８年度予算書総括及び内訳書（損益ベース）の一部修正について 

議案第３号 平成２８年度公益社団法人ゆとりちよだ第１回社員総会の招集について 

 （社員総会の議題） 
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（１）平成２７年度公益社団法人ゆとりちよだ事業報告及の承認 

（２）平成２７年度公益社団法人ゆとりちよだ決算の承認 

（３）公益社団法人ゆとりちよだ役員の選任 

（４）公益社団法人ゆとりちよだの役員の報酬等及び費用に関する規程の一部改正 

について 

（５）平成２８年度収支予算書及び内訳書（損益ベース）の一部修正について 

 

第２回理事会 

 開催日   平成２８年５月２５日（水） 

 １ 議決事項 

   議案４号 理事長等の選任 

        ・理事長の選任 ・副理事長の選任 ・常務理事の選任 

 

第３回理事会 

開催日   平成２９年２月２１日（火） 

１ 議決事項 

議案第５号 平成２９年度事業計画及び収支予算について 

議案第６号 平成２９年度資金調達及び設備投資の見込みについて 

議案第７号 平成２８年度公益社団法人ゆとりちよだ第２回社員総会の招集 

（社員総会の議題） 

（１）平成２９年度公益社団法人ゆとりちよだ事業計画の承認 

（２）平成２９年度公益社団法人ゆとりちよだ予算の承認  

（３）平成２９年度資金調達及び設備投資の見込みについて 

２  報告事項ついて 

（１）会員の現況について 

（２）事業運営協議会の報告 

（３）代表理事である理事長及び副理事長並びに業務執行理事である常務理事の職務

の執行状況報告 
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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２８年７月２２日（金） 

議 題  （１）平成２７年度事業報告及び決算報告 

（２）宿泊補助施設の追加 

（３）その他 

 

第２回事業運営協議会 

開催日  平成２９年２月６日（月） 

議 題  （１）公益社団法人ゆとりちよだ平成２９年度事業計画及び予算について 

（２）その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


