
応援しています。
　新年度を迎え、皆様には新たな気持ちで仕事に取り組んでいらっしゃることと拝察申
し上げます。首都圏に発出されていたコロナ禍に関する「緊急事態宣言」は３月に解除
されましたが、いまだに変異株によるコロナ禍は収束する気配を見せていません。ワクチ
ン接種も始まりましたが、各県に潤沢にワクチンが配布されているとは言い難い状況が
続き、皆さん方も緊張した日々をお過ごしのことと存じます。皆様方ならびにご家族様方、
各施設の利用者様方にはお体大切にご自愛くださいますようお祈り申し上げます。
　日本ではこの夏にオリンピック・パラリンピックが開催されることになっており、国内での
聖火リレーも始まっています。しかし、コロナ禍のためどのような形で大会が開催されるの
か、いまだに不透明な状況も見られます。永い人生の中でも日本で行われるオリンピックをこの目で見るなどということ
はまたとないことです。何とか無事に開催されることを祈っています。現在、新型コロナウイルスは全世界で感染拡大
を続け、依然猛威を振るっています。これに対して世界各国はワクチン接種など、鎮静化に向けて必死の努力を続け
ています。
　このように日本も世界も多事多難なことですが、幸い共助会は現在まで順調な経営を続けています。２１，６００名を
超える加入者と退職一時金の支給に支障のない資金を確保しています。以前からお話ししているように共助会は資
産を運用するため、外国株式、外国債券を保有していますが、世界各国はコロナ禍の経済への影響を克服するた
め積極的な経済政策を続けており、共助会の資産運用にも良い影響が出ています。このことはこのニュースの「資産
運用報告」にも記載しています。
　但し、「３密」を避けるためほとんどの会員交流事業や研修事業は１年間行うことが出来ませんでした。緊急事態
宣言が解除されたこれからは、用心しながらになりますが、何とか皆さんにリフレッシュの機会を提供してコロナ疲れ
から少しでも回復していただけるように努めてまいります。日頃のストレスを忘れてご家族と一緒に楽しめるような企画
を提供していきたいと考えています。
　各施設の重要な働き手である加入者の皆様、今後も困難な状況が続くと思いますが、希望をもって職務に精励し
てください。応援しています。

会長挨拶
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～ホームページを“リニューアル”しました。～

千葉県　共助会

https://kyoujokai.or.jp/ 公式ホームページ

　令和３年４月に共助会のホームページをリニューアルしました。
　これまで一般の方々にも収支決算の状況など情報の開示に努めてまいりましたが、
時代に合った使い勝手の良いものにするため、見直しを図りました。
　皆様、是非ご覧ください！！



　例えば、デジタル時代に対応したハード、ソフトの検討を行
う他、生活資金貸付事業の見直しなど加入者のニーズに対応
した制度の見直しを予定しております。
　なお、コロナ禍が収束するまで研修事業や会員交流事業の
開催につきましては、従前と同じ方法で実施することは困難で
あると思われますが、実施方法を含めて検討してまいりますの
で、加入者の皆様方にはご理解、ご協力をお願いいたします。

１. 掛金収益見込  2,732,400,000円
加入者総数　　   21,622名
平均掛金額（1人当たり1ヶ月） 10,532円

２. 退職共済金の給付見込 1,940,400,000円
退職一時金（1人当たり平均） 924,000円
退職者数　　　　 2,100名　

３. 退職年金の給付見込　　 13名 7,600,000円
４. 生活資金の貸付見込  61,500,000円

平均貸付額   1,230,000円
貸付件数　 　　　　50件　

1. 慶弔金等の給付見込
慶祝金(結婚) 540件 10,800,000円
慶祝金(出産) 600件 　6,000,000円
弔慰金 　　　 14件 　  700,000円
※加入者本人が亡くなったとき
災害見舞金　最低限を見込みます
※火災により加入者所有の建物が被災したとき

2. 長期在籍者顕彰事業の実施
掛金納付期間が25年を迎える方157名を対象とし、顕彰式を
開催する予定です（顕彰状の授与ならびに記念品の贈呈）。

慶弔・災害見舞金の支給や永年社会
福祉事業に貢献したことを顕彰し、そ
の労苦に報いるための制度

総会等の各種会議の開催、共助会事務局運営全般

福祉に係る法人活動の促進と充実を図るための事業

1. 総会の開催 2回
●総会(事業報告・収支決算書を審議)
●臨時総会
　(収支補正予算書、事業
　計画・収支予算書を審議)

2. 理事会の開催 4回を予定

3. 監事会監査の開催 2回
　 　決算監査、中間監査

4. 会計監査人による外部監査
5. 諸委員会の開催 6回を予定

　平成25年4月1日から新たに公益社団法人としてスタートし
た共助会は、これまで順調な運営を続けることができ、加入者
数も21,000名を超え、今後も千葉県の社会福祉事業を支える
組織として成長を続けていくものと考えています。
　そこで、組織の成長に合わせ、事務処理体制も進歩してい
く必要があるため、令和3年度はその準備期間となるように業
務を進めていきたいと考えています。

５. 福利厚生事業の利用契約等
プール、レジャー、スパリゾート施設との契約を更新します。

６. 機関紙「共助会ニュース」の発行　
3回発行を予定、各22,000部
ホームページと併せて、情報の共有と定着につながるよう発信
していきます。

７. 研修事業の実施（従事者のスキルアップを目標とします）
コロナ禍のため、実施方法を検討のうえ計画します。

８. 関東ブロック民間社会福祉従事者共済制度情報連絡会の開催
千葉県が開催当番県として実施の予定

令和３年度事業計画ならびに予算

公益目的事業

会員相互扶助等事業 法人事業

令和３年度事業計画

令和3年度 収支予算書総括表（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

その他
資金調達の見込み
当該年度中における資金調達の
予定はありません

設備投資の見込み
　無形固定資産ソフトウェア
　（退職共済システムの改修）

3,000,000円

支出合計
2,948,618千円

収入合計
2,948,618千円 共済事業収益

2,844,408千円
（96%）

退職共済引当金戻入益
82,000千円

（3%）

その他
22,210千円
（1%）

退職共済事業費
1,948,000千円
（66%）

退職共済事業引当金繰入
800,547千円

（27%）

その他
200,071千円

（7%）
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特別養護老人ホームホワイト市川
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特別養護老人ホームホワイト市川

130名（敬称略）
令和3年１月20日現在

令和2年度長期在籍会員顕彰者名簿
令和２年度長期在籍会員顕彰式は、政府より緊急事態宣言が発出されておりましたので、開催を中止しました。
顕彰者の方々には、事務局から顕彰状ならびに記念品を送付しました。今後も第一線でのご活躍を期待しています。



福利厚生

資産運用報告

令和3年2月末現在　資産運用状況

時価総額

要支給額

25,301,358,450

25,451,705,014

（単位：円）

　コロナ禍は２年目を迎えています。ワクチン接種が全世界で開始されました
が、変異型ウイルスが出現するなどまだまだ落ち着かない状況が続くことにな
りそうです。コロナ禍の影響は凄まじく、日本はもとより世界中の国々で経済
成長が妨げられています。それでも各国政府は景気を刺激するため金融緩
和など様々な努力を行っており、世界的に株価が上昇傾向にあります。これ
により世界に目を向けて資産運用を行っている共助会の充足率にも良い影
響が出ています。今回報告した令和３年２月の充足率は９９％といういまだか
つてない数字を示しています。しかし、この数字は人為的な景気刺激策の結
果であり、経済の正しい状況を反映したものであるとは思えません。いずれ調
整局面は現れるものと考え、慎重な資産運用を続けてまいります。資産運用
に気の緩みは禁物です。
　共助会の資産運用は、単純にもうけを追いかけるものではなく、いわゆる伝
統４資産の他にオルタナティブ投資を取り入れるなどして、時代に対応した安
定的な資産運用を目指しています。今後もリスク管理のため分散投資を進め
るなどしてお預かりした資産を毀損することのないように心掛けてまいります。
　資産運用については今後も様々なことが起こると思いますが、一喜一憂す
ることなく安定的な運用に努めてまいります。皆様方のご理解、ご協力をよろ
しくお願いいたします。

※応募人数については、会場にて３密（密集、密閉、密接）を避けるために例年より少なく調整する
場合や新型コロナウイルスの感染拡大状況により、企画自体の開催を急遽取りやめにする場合
がありますので、ご了承ください。

およそ 99％

充足率＝
運用資産の時価総額

要支給額

資　産
国内債券

国内株式

外国債券

外国株式

オルタナティブ

その他

資産合計

取得価額
3,205,337,662

341,418,124

12,310,051,616

1,818,206,818

2,903,985,046

2,384,994,751

22,963,994,017

時　価
3,469,798,552

453,138,353

12,902,107,609

2,844,821,242

3,246,602,680

2,384,890,014

25,301,358,450

評価損益
264,460,890

111,720,229

592,055,993

1,026,614,424

342,617,634

△104,737

2,337,364,433

　令和３年３月21日には、新型コロナウイルス感染拡大を防止するための「緊急事態宣言」が解除されたものの、いまだに各方面で
イベントの開催には慎重にならざるを得ない状況となっています。
　東京都や千葉県内における感染状況に注視しつつ、令和３年度につきましては以下のイベントの開催を予定しています。

☎043-245-1729 担当 ：久田

令和3年度の会員交流事業計画 

～共助会は社会福祉法人福利厚生センターの業務の一部を受託しています。～
　優秀な福祉・介護人材の確保と定着、心身のリフレッシュなどを通じて魅力ある職場づくりに「ソウェル
クラブ」をご活用ください。多種多様なサービス事業をご用意して皆様をお待ちしております。

ソウェルクラブ千葉のご案内

　良質なサービスを提供する
ためには、職場で働く方々
の健康管理を徹底すること
が重要です。
　生活習慣病予防健診費
用助成をご活用ください。

健康のために
　結婚や出産、お子様の入
学など、ライフステージに訪
れる節目のお祝いに記念品
を贈呈します。

慶事のお祝いに
　一般職員、管理者向けに
各種講習会を実施しています。
　オンライン研修もご用意し
ています。
● メンタルヘルス講習会
● 接遇講習会
● ハラスメント防止講習会

資質向上のために
　会員交流事業を通じて、
職員間やご家族との親睦を
深めたり、心身のリフレッシュ
を図るなど、仕事のモチベー
ションを高めることを目的とし
ています。

リフレッシュのために

令和3年7月  明治座「純烈公演」    　 　　20名 
　　　 8月  劇団四季ミュージカル「アナと雪の女王」  　 50名
　　　 9月  劇団四季ミュージカル「アラジン」   　 50名

企画名 開催時期 募集人数 

年会費はお1人様10,000円（事業主様のご負担）です。
まずは共助会事務局までお問い合わせください。 お問い合わせ

最大4,000円助成！
受講料、教材費は無料！


