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１．会の構成

（１）会員

平成２８年３月３１日現在の会員数は、次のとおりである。

（２）評議員、理事及び監事（平成２８年３月３１日現在）

評議員

理事

監事

上下水道局 251人
組合(専従) 2人
合　計 3,424人

監事 緒方　剛 広報課 監事 長谷川　賢司 食肉センター等管理課

 〃 八幡　雅之 消防局　救急課  〃 森田　将太 消防局　総務課
 〃 岩橋  邦法 上下水道局  水道工務部  〃 大村　成行 上下水道局　水道計画課
理事 柏木　弘至 教委) 学校管理課  〃 立花　照久 教委)瓦木中学校

理事長 佐竹　令次 総務局 理事 富山　裕康 住宅家賃課

郷田　征男 上下水道局　浄水課・越水浄水場

役職名 氏名 職場名等 役職名 氏名 職場名等

評議員 部谷　昭治 生活支援部

常務理事 小郷　勝啓 研修厚生課  〃 廣畑　武也 美化第1課
副理事長 向　靖弘 人事部  〃 堀川　貴生 道路補修課

評議員 垣尾　憲治 会計室 評議員 井口　隆司 土木調査課
清水　裕文 都市計画部 評議員評議員

平成２７年度

一般財団法人西宮市職員自治振興会事業報告書

【会の構成、運営状況】

区　分 会員数

消防局 436人

役職名 氏名 職場名等 役職名 氏名 職場名等

中央病院 213人

市長部局 2,172人
教育委員会 350人
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２．評議員会、理事会及び委員会等運営の状況

（１）評議員会

（２）理事会

（３）決算監査

西宮市役所本庁
6階681会議室

４． 〔報告第1号〕任期満了に伴う、理事及び監事の就任について

５． 〔報告第2号〕評議員1名の退任に伴う評議員1名の就任について

６． 〔報告第3号〕常任委員の委嘱について

〔議案第1号〕代表理事（理事長）の選定について

２． 〔議案第2号〕副理事長の選定について

３． 〔議案第3号〕常務理事の選定について
H27.6.16

場所

１． 〔議案第1号〕平成26年度計算書類等の承認の件

 ３． 〔議案第3号〕評議員１名選任の件

年月日 主な議題

年月日 主な議題 場所

H27.5.19 １． 平成26年度(一財)西宮市職員自治振興会　決算監査
西宮市職員会館
１階大会議室

H28.3.25
１． 〔議案第1号〕平成28年度(一財)西宮市職員自治振興会

　　　　　　　　事業計画及び予算（案）について
西宮市職員会館
１階大会議室

１． 〔議案第1号〕平成26年度(一財)西宮市職員自治振興会
　　　　　　　　事業報告及び決算について

〔報告第2号〕平成26年度公益目的支出計画実施報告の
　　　　　　　　内容報告の件

年月日 主な議題 場所

H27.5.21
西宮市職員会館
1階大会議室

３． 〔報告第1号〕平成26年度（一財）西宮市職員自治振興会
　　　　　　　　決算監査について

H27.6.5

２． 〔議案第2号〕任期満了に伴う、理事及び監事選任の件

西宮市職員会館
１階第2中会議室

４． 〔報告第1号〕平成26年度事業報告の内容報告の件

５．

２． 〔議案第2号〕平成26年度公益目的支出計画実施報告について

１．
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（４）総務委員会

（５）厚生委員会

献血の推進に関する事業

４． 西宮ストークスチケットあっせんについて

西宮市職員会館
1階第１中会議室

２．
その他の報告について
　　・厚生事業の実施報告について
　　・平成28年度東館会議室の利用状況について

H28.3.18
西宮市職員会館
１階第2中会議室

５． サポート年金について

【継続事業１】

　不足する血液需要にこたえ、地域住民の献血の機会を増やすため、西宮市役所周辺での献血受付事務なら
びに献血推進ＰＲの粗品配布を行った。また西宮市献血推進協議会と西宮市献血会連絡協議会が主催し、優
良献血団体及び優良献血功労者を表彰し、献血運動の推進を行う「西宮市献血推進大会」に後援するととも
に、大会開催にかかる費用の一部を助成した。

H28.3.23

１．
平成28年度（一財）西宮市職員自治振興会事業計画及び予算
（案）について

西宮市職員会館
１階大会議室

２．
その他の報告について
　　・平成28年度東館会議室の利用状況について

１． マイライフセミナーの実施報告について

２． 庁内ボウリング大会の実施報告について

３． Ｊリーグ年間予約席の利用報告及び次年度実施内容について

実施事業等会計

H27.12.18
西宮市職員会館
1階第１中会議室

４．
西宮ストークス2015-2016レギュラーシーズンシートの契約につい
て

年月日 主な議題 場所

１． マイライフセミナーの実施について

２． 庁内ボウリング大会の実施について

３． プロ野球年間予約席の利用報告及び次年度実施内容についてH27.10.13

年月日 主な議題 場所

１． 平成28年度（一財）西宮市職員自治振興会事業計画及び予算
（案）について

3



１．献血受付事務

２．献血推進大会への助成事業

３．献血推進PR事業

西宮市に対する庁舎及び会議室提供事業

会議室の総利用件数に占める公務利用件数の割合

西宮市に対する寄附（福祉及び緑化の推進に関する事業）

日本赤十字社に対する寄附（災害支援の推進に関する事業）

日本赤十字社 東日本大震災義援金 H27.12月 100,000 円

合　計 100,000 円

【特定寄附2】

助成先 助成内容 時期 助成金額

1 西宮市 緑化基金 H27.12月 50,000 円
2 西宮市 青い鳥福祉基金 H27.12月 50,000 円

【特定寄附1】

助成先 助成内容 時期 助成金額

西宮市職員会館・東館の一部を西宮市の庁舎及び会議室として提供するとともに、施設の運営維持管理を行っ
た。

施設 利用率
職員会館 71.23%
東館 98.03%

献血推進ＰＲの
粗品を配布

西宮市役所252会議室
西宮市職員会館大会議室

10時～16時
毎月第2水曜日
（年12回）

300,000 円

【継続事業2】

西宮市献血推進協議会
西宮市献血推進大会開催にかかる
費用の一部を助成

平成27年12月18日 200,000 円

内容 場所 時間 実施日 助成金額

献血受付
西宮市役所252会議室
西宮市職員会館大会議室

１０時～１６時
毎月第２水曜日
（年１２回）

延218人

助成先 助成内容 実施日 助成金額

内容 場所 時間 実施日 受付人員
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法人所有施設の管理運営事業

１．会議室の総利用件数に占める福利厚生（一般利用含む）件数の割合

２．一般利用

事業主負担金と会費による会員（西宮市職員）の福利厚生事業

１．会員掛金および市等負担金

本年度における会員掛金および市等負担金の収入状況は、次のとおりである。

※掛金は毎月の各個人ごとの累積、事業主負担金は毎月給料月額総額に負担率を乗じたものである。

２．給付事業

・会員の子供死亡 1件
結婚祝金 96

・特例ﾘﾌﾚｯｼｭ給付 1件
・勤続20年ﾘﾌﾚｯｼｭ給付 44件

4,800,000 ・初婚に限る 96件

特別弔慰金 4

計 403 14,170,000

出産祝金 166 4,980,000 ・会員および配偶者 166件
リフレッシュ給付金 137 4,110,000 ・勤続30年ﾘﾌﾚｯｼｭ給付 92件

280,000 ・会員死亡 2件
・会員の配偶者死亡 1件

会員掛金 給料×３．３／１０００＝４３，３４１，５７７円
事業主負担金 給料×３．３／１０００＝４３，３３９，８１７円

種別 件数 金額(円) 摘要

件数 利用料金収入
17 件 99,500 円

【他2（福利厚生区分）】

種類 内容

西宮市職員会館・東館の一部を会員の福利厚生に寄与するため、会員及び関係団体等に提供するとともに、
施設の運営維持管理を行う。

施設 利用率
職員会館 28.77%
東館 1.97%

その他会計

【他1（会館運営区分）】
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３．厚生資金の貸付(普通貸付)及び住宅･結婚･入学目的の貸付あっせん事業

（１）普通貸付事業

本年度の普通貸付の件数は772件、貸付金額は190,550,000円で期末残高は61,008,595円である。

（２）貸付あっせん事業

本年度の貸付件数及び期末残高は、次のとおりである。

４．文化・体育・レクリエーション事業

（１）文化教養事業 

（２）健康増進・体育関係事業

ア．庁内ボウリング大会

イ．職場体育奨励助成

職場体育奨励として、2部局37,800円を執行した。

参加費 127,500 円

参加人員 ２４７人
種 目 団体・個人（男）・個人（女）
事業費 541,928 円

事業名 庁内ボウリング大会
実施日 10月30日･11月4・5・11～13・18・19日(8日間)

場所・参加チーム数 Ｅ-ＢＯＷＬトマト西宮　85チーム

事業費 78,415 円 0 円
参加費 0 円 0 円

講師
兵庫県市町村職員共済組合、地域社会ライ
フプラン協会、三井住友銀行、職員課、　研
修厚生課(振興会･職員生協)

兵庫県市町村職員共済組合、人事課、職員
課、振興会、職員生協、市友会

参加人員 41人（男性31人、女性10人） 66人（定年57人、早期9人）

場所 職員会館3階大ホール 東館８階大ホール

テーマ
及び
内容

『熟年をより豊かに過ごすために』 『退職に伴う各種制度の説明等』

基調講演､再雇用制度、退職金、健康保険、
共済年金､資産運用､退職後の振興会･職員
生協事業の取扱い

退職金･共済年金･医療保険､貸付･貯金事
業･財形､振興会関係､職員生協関係､市友
会､個別相談

実施日 平成27年10月29日 平成28年2月5日

----
27年度末残額 2,115,876 円 14件 0 円 0件 2,115,876 円 14件
27年度償還額 1,907,861 円 ---- 0 円 ---- 1,907,861 円
27年度貸付額 1,000,000 円 2件 0 円 0件 1,000,000 円 2件

事業名 マイライフセミナー（共催：西宮市） 福利厚生説明会（共催：西宮市）

会員に対し2件(入学1件、結婚1件、住宅0件)、合計1,000,000円の貸付あっせんを実施し、20,922円の利
子補給を行った。

りそな銀行 三井住友信託銀行 計
26年度繰越額 3,023,737 円 16件 0 円 0件 3,023,737 円 16件
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（３）体育･文化サークルの育成及び助成

本年度における各サークル等の助成状況は、次のとおりである。

（４）選択型福利厚生制度

ア．カフェテリアプラン利用実績

イ．福利厚生倶楽部会費

㈱リロクラブが運営する「福利厚生倶楽部」に、年会費14,794,200円を支払った。

会費による会員（西宮市職員）の福利厚生事業

１．会員掛金

本年度における会員掛金による収入状況は、次のとおりである。

【他3（会員福利区分）】

種類 内容
会員掛金 給料×３．２／１０００＝４２，０２８，２８６円

指定食事施設利用補助 442 件 5,407,100 円
合計 3,722 件 43,780,800 円

健康増進特別あっせん利用補助 219 件 2,853,800 円
ボランティア活動補助 0 件 0 円

育児サービス利用補助 3 件 23,600 円
家事代行サービス利用補助 13 件 188,300 円

文化教養講座受講補助 40 件 550,700 円
介護・看護サービス利用補助 6 件 49,700 円

文化鑑賞・スポーツ観戦補助 776 件 5,888,800 円
レクリエーション施設利用補助 456 件 4,126,700 円

人間ドック等受診補助 195 件 2,892,600 円
旅行費用補助 1,475 件 20,698,700 円

阪神7市等競技大会助成金 120,000円(6件)

メニュー名称 利用件数 補助金額
フィットネス・スポーツクラブ利用補助 97 件 1,100,800 円

フットサル部 92,000
サークル協議会 0 合　計 1,842,000 円

護身体術 84,000
ﾌﾘｰｸﾗｲﾐﾝｸﾞ部 106,000 西宮市まちづくりサークル 69,000
軽音楽部 118,000 将棋部 111,000
バドミントン部 83,000 バレーボール部 113,000 野球部 140,000
卓球部 81,000 ソフトテニス部 69,000 バスケットボール部 111,000
サッカー部 168,000 山岳部 105,000 スキー部 95,000

助成額(円)
剣道部 82,000 硬式テニス部 111,000 サイクリング部 104,000
サークル名 助成額(円) サークル名 助成額(円) サークル名
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２．給付事業

３．文化･体育･レクリエーション事業等

（１）リゾ鳴尾浜･フィットネス･クラブ「エフィー」法人会員

「エフィ－」法人会員年会費として、1,944,000円を執行し、エフィ・メンバーズ・カード9,400枚を交付した。

（２）体育施設利用助成

サンアビリティーズにしのみや等の体育施設利用について、238件986,500円を助成した。

（３）年間予約席あっせん等

ア．プロ野球年間予約席

イ．Ｊリーグ年間予約席

ウ．ストークス年間予約席（2015-2016シーズン　H27年度中実施分）

利用率 68.8% 84.1%
利用者負担額 198,000 円 222,000 円

ノエビアスタジアム神戸
（4席） （4席）

利用席数実績 延66席 延74席

万博記念競技場

利用者負担額 1,452,000 円

事業費 412,000 円 456,000 円

西宮市立中央体育館
（4席）

利用席数実績 延8席
利用率 100.0%
利用者負担額 14,400 円
事業費 28,744 円

564,000 円
事業費 3,240,000 円 1,836,000 円

利用席数実績 延484席 延188席
利用率 97.6% 67.1%

計 743 42,785,000

阪神甲子園球場 ほっともっとフィールド神戸
（１塁側:4席　３塁側:4席） 京セラドーム大阪　各4席

家族交流給付金 15 750,000 ・東日本大震災復興支援業務長期
派遣会員家族交流支援給付金

15件

銀婚祝金 29 290,000 ・結婚後２５年到達時 29件
壮健祝金 76 1,140,000 ・会員の満５５歳到達時 76件

就学祝金 210 2,100,000 ・小学校入学 105件
・中学校入学 105件

・勤続３０年 92件
特別弔慰金 63 630,000 ・会員の父母死亡 63件

永年会員祝金 211 5,885,000 ・勤続１０年 75件
・勤続２０年 44件

退会せん別金 139 31,990,000 ・定年退職 58件
・その他退職 81件

種別 件数 金額(円) 摘要
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エ．娯楽施設等あっせん助成

オ．ぶどう・みかん農園あっせん助成

カ．エメラルド･グリーン･クラブ法人会員

会員の遺児に対する給付事業

在職中に死亡又は障害により退職した会員の遺児2人に総額360,000円を支給した。
該当する遺児への給付が全て完了し、当該事業は完結した。

会員等の福利厚生、便益施設の運営管理、福祉及び災害支援の推進に関する事業

１．会員等の福利厚生及び西宮市に協力する事業

西宮市をＰＲする名刺773ケースをあっせんし、226,840円の助成を行った。

２．会員を含む西宮市職員及び西宮市役所来庁者等に対する便益施設の設置運営事業

市役所本庁舎１階売店事業

市役所本庁舎地下１階食堂・喫茶事業

【他4（遺児年金区分）】

【他5（その他区分）】

西宮市役所来庁者に対する行政発行物等の推進と利便性向上に寄与するため、売店事業を実施し委託
費として2,370,000円を執行した。

『ボローニャ国際絵本原画展』(大人86人、高校･大学生3人、小中学生1人)のチケットあっせ
ん助成を行い、17,600円を執行した。

橘香園みかん園(大人79人、小人33人)36,170円、里脇観光ぶどう園(大人186人、小人75
人)78,300円を執行した。

エメラルド･グリーン･クラブ法人会員年会費として、233,280円を執行し、26泊の利用あっせん
を行った。

（１）

（２）

西宮市役所来庁者に対する利便性向上に寄与するため、市役所内食堂の管理運営事業を実施し指導
管理委託料として、648,000円を執行した。また、消耗什器備品の購入費及び修繕費として、1,560,600円
を執行した。
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３．福祉及び災害支援の推進に関する事業

〔チャリティーバザー〕

〔チャリティーバザー収益金の助成〕

４．共済事業

（１）全国都市職員災害共済会

ア．火災共済 本年度における契約件数は189件である。

イ．自動車共済

（２）サポート年金（遺族支援制度）

平成28年3月現在、加入者数1,285人（内、配偶者408名、子228名）である。

共済金（45件） 9,159,331 円

共済掛金 3,683,695 円
共済金（0件） 0 円

本年度における契約台数は、普通自動車266台、軽四輪自動車60台、自動二輪
224台の計550台である。

共済掛金 10,484,000 円

助成先 助成内容 時期 助成金額
あしなが育英会 あしなが東日本大震災遺児支援募金 H27.12月 36,240 円

内容 場　所 日時 収益金 経費

東日本大震災
復興支援
チャリティーバザー

西宮市職員会館
３階大ホール

平成27年10月21～23日
10時～18時30分
（23日のみ18時10分まで）

36,240 円 103,000 円

内閣府からの各財団法人に対する震災支援の要請に基づき、災害支援に寄与する事業として、東日本大震
災復興支援事業を行った。

（１） 東日本大震災からの復興を支援するチャリティーバザーを開催し、チャリティーバザー収益金36,240円を
あしなが育英会(あしなが東日本大震災遺児支援募金)に助成した。

10



附属明細書

　「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」に規定する附属明細書「事業報告書内容

を補足する重要な事項」に該当の事項はありません。
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