財団法人さいたま市産業創造財団
平成１９年度

事業報告

（平成１９年 ４月 １日～平成２０年 ３月３１日）
○事業概要
財団法人さいたま市産業創造財団は、地域産業の振興を図ることを目的として、市内中
小企業者及び創業者への経営課題に応じた支援事業を総合的かつ効果的に実施いたしまし
た。また、市からの受託により、市の中小企業融資制度の受付・調査等を実施し、さらに
中小企業等に勤務する方の福祉向上を図り、市内の中小企業者及び創業者に対するワンス
トップサービスに取り組みました。
支援課
支援課につきましては、創業期の総合的支援から既存企業の経営革新支援、社内体制
整備や現場改善の支援、さらに産学連携の支援等、企業の各ステージに合わせた事業を
実施いたしました。
・経営革新支援事業
研修会や専門家派遣等を通じ、９社が経営革新計画の承認を受けました。専門家派遣で
は、財団の支援メニューの柱として 27 社に対し専門家を派遣し、経営革新計画作成支援
の他、業務の効率化やマーケティングの支援等を行いました。業務の流れだけでなく、
従業員の意識まで変わって業績を向上させたケースや、下請けからの脱皮を図り直接受
注が取れるようになったケース等、成果が出てきています。
・マーケティング・販路開拓支援事業
セミナー開催の他、ビッグサイトでの展示会出展支援や、企業の共同パンフレット作成
等を通じて、市内企業の営業活動をサポートしました。
・相談事業
財団窓口での各種相談に加え、セミナー参加者のフォローや各種調査事業を活用するこ
とにより、積極的に企業訪問を行いました。
・ビジネスインキュベーション事業
創業前、創業直後の事業者を総合的に支援し、事業を成長・安定路線に乗せるために、
インキュベーション施設『案産館』の運営を行うとともにインキュベーションマネジャ
ーにより、創業者の様々な課題の解決の促進を図っております。
・革新型ビジネス発掘支援事業
ビジネスプランコンテストである「さいたま市ニュービジネス大賞」を引き続き開催し
優れたビジネスプランを発掘、表彰するとともに、受賞者に対し特別支援事業を行い、
事業化への成果が出ております。
・産学連携支援事業
経済産業省の委託を受け、戦略的基盤技術高度化支援事業の事業管理者として企業の研
究開発を支援しました。
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金融課
金融課では、市内中小企業者及び創業者の融資制度の利用の促進を図るため、平成１
９年度に制度の改正について検討し、主なものとして責任共有制度の導入に関連して三
つの制度改正を行いました。
・従来の小口資金を廃止し無担保無保証人の特別小口資金に特化すると共に、小口資金に代
わる制度として中口資金の枠内で２千万円を限度額とした特別中口資金を新たに設けま
した。
・特別小口資金の運転資金と設備資金の返済期間をそれぞれ延伸しました。
・制度融資利用者の選択肢を広げるため、
「さいたま商工会議所」においてもさいたま市中
小企業融資制度の一部について受付業務が出来るよう覚書を結びました。
勤労者福祉サービスセンター
勤労者福祉サービスセンターでは、市内中小企業の従業員及び事業主を対象とする会
員制の福利厚生事業を実施しています。会員を基盤とする事業であることから、会員の
確保、拡大に取り組むとともに、サービス検討委員会を設置し、魅力あるサービスの提
供に努めました。
・
「会員の確保・拡大」
中堅企業への積極的な勧誘活動の実施や財団各課との連携をより強化するなど会員拡大
に努めた結果、平成１８年度より約６００名増の４，８５２名と大幅な会員増を実現し
ました。
・
「魅力あるサービスの提供」
サービス検討委員会を設置し、関係機関、団体、公募委員の方からのご意見、ご指導を
踏まえ、平成２０年度より新たな会員制度「ふろむ会員」の導入や民間福利厚生会社と
の提携によるサービスメニューの拡充を実施することといたしました。

○事業報告の内容
１ 経営革新支援事業
（１）経営革新セミナー・研修会事業（寄附行為第４条第１項第４号）
（８２０，４１５円）
①経営革新セミナー
・実施日：７月２５日（水）
・場 所：ソニックシティ

602 会議室

・講 師：㈱早稲田ビジネスパートナーズ代表 多田款氏、
㈱第一金属 代表取締役 福田敏明氏
・定 員：５０名

参加者：５１名

②事業計画作成研修会
・実施日：９月６日（木）
、１１日（火）２０日（木）２５日（火）
１０月４日（木）
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・場 所：大宮ソニックシティ
・講 師：中小企業診断士

宮本芳昭氏、中小企業診断士 今野昭氏

・定 員：各回１０名

参加者：延４７名

（２）専門家派遣事業（寄附行為第４条第１項第１号）
（４，４４３，４００円）
中小企業者等が抱える様々な課題に対し、財団に登録する民間の専門家を企業に派
遣し、経営、技術、販促等に対するアドバイスを実施しました。
・専門家派遣回数
・経営革新計画承認企業

２２１回（２７社）
９社

２ マーケティング・販路開拓支援事業
（１） マーケティングプロデュース事業（寄附行為第４条第１項第２号）
（７８２，３００円）
財団が支援する建設関連企業の中からオリジナルな技術や製品を持つ企業 6 社を選定し、
共同の販促用パンフレット（2,000 部）を作成して販路開拓活動を支援しました。
（２）マーケティングセミナー事業（寄附行為第４条第１項第２号）
（４８３，０７５円）
セミナーにより、市内企業のレベルアップと連携強化を図り、新事業の創出や経営
革新につなげました。テーマについては、市内企業のニーズに合わせて選定しました。
① マーケティングセミナー１「チラシ・ＤＭ作成のポイント解説セミナー」
・実施日：５月９日（木）
・場 所：大宮ソニックシティ８０４会議室
・講 師：有限会社エルムプランニング 代表取締役 堀内伸浩氏
・定 員：２０名

参加者：４３名

② マーケティングセミナー２「日本一わかりやすいクレームの話」
・実施日：３月５日（水）
・場 所：大宮ソニックシティ ６０３会議室
・講 師：有限会社ベルテンポ・トラベルアンドコンサルタンツ代表 高萩徳宗氏
・定 員：３０名

参加者：４３名

（３）情報発信支援事業（寄附行為第４条第１項第２号）（３８９，０２０円）
展示会に財団としてブースを確保し、単独で出展できない市内企業の情報発信を
支援しました。
・展示会名：産業交流展２００７
・実施日：１０月２５日（木）
、２６日（金）
・場 所：東京ビッグサイト
・参加企業：８社

3

３ 人材育成・啓発事業
（１） 産業創造フォーラム運営事業（寄附行為第４条第１項第２号）
（２，０９７，４７７円）
創業希望者や中小企業者に参考となるテーマで講演会を開催しました。
① 産業創造フォーラム２００７講演会
「どん底からの成功法則、リサイクルショップ日本一へ」
・実施日：９月２６日（水）
・場 所：大宮ソニックシティ市民ホール
・講 師：㈱生活倉庫 代表取締役 堀之内九一郎氏
・定 員：１００名

参加者：１４３名

② コラボさいたま２００７講演会
「中小企業のものづくり」～ＫＨＫ歯車工房の展開～
・実施日：１１月９日（金）
・場 所：さいたまスーパーアリーナ（コミュニティアリーナ）
・講 師：小原歯車工業㈱ 代表取締役 小原敏治氏
・定 員：８０人

参加者：７０人

（２）研修会・研究会事業（寄附行為第４条第１項第２号）
（１，０９３，４４０円）
若手経営者や経営幹部・後継者候補の方等を対象にした研修会や特定テーマによる
研究会を開催し、参加者のレベルアップとネットワークづくりを支援しました。
① 経営幹部育成塾（全３回）
・実施日：２月２０日（水）
、２月２７日（水）、３月４日（火）
・場 所：ホテルブリランテ武蔵野 会議室
・講 師：中小企業診断士

伊藤嘉基氏

・定 員：１０名

参加者：延べ１２名

② 健康ビジネス研究会・ワークショップ
・実施日：6 月 8 日、8 月 6 日、 8 月 24 日・27 日、9 月 3 日・7 日、11 月 12 日
・場 所：さいたま市産業文化センター３階会議室ほか
・コーディネーター：大月短期大学準教授 佐藤茂幸氏
・定 員：延べ５０名

参加者：延５５名

４ 相談事業
（１）窓口相談事業（寄附行為第４条第１項第１号）（４，３９１，６９４円）
財団において相談窓口を常設し、経営革新や新分野への進出を目指す中小企業者等
に対し、相談員による相談、助言を行いました。また、マネージャー・職員が積極的
に企業訪問相談を実施しました。
・窓口相談件数 ４７９件
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・訪問相談件数 ３４５件
計

８２４件

（２）専門家相談事業（寄附行為第４条第１項第１号）
（８３０，０００円）
常設相談窓口では対応できない専門的分野（法律、税務、特許等）における相談に
ついて、各分野の専門家による相談を行いました。また、税の申告など時期に合わせ
た相談会やテーマを絞った相談会・セミナーと連動した相談会などを実施しました。
・専門家相談件数 １０８件
（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ相談５１件、税務相談２１件、ﾁﾗｼ･DM 相談１４件、弁護士相談

１１件他）

５ 情報発信・支援体制整備事業
（１）ホームページ運営事業（寄附行為第４条第１項第３号）（４，６８６，３１５円）
中小企業者や創業予定者に対し、財団が提供する支援策等の情報を中心に、創業、
新事業創出に資する各種情報を広く提供しました。
・財団ホームページの運営 （年間アクセス数 ７３，８５６件）
（２）情報誌発行事業（５，２１９，４５５円）
財団の支援事業や企業経営に関する各種情報を掲載すると同時に、市内の元気な企
業の情報を掲載し、企業ＰＲの支援を行いました。
・情報誌「Next Stage」の発行
６，０００部発行（うち４，０００部送付）×年４回
（３）データベース整備事業（寄附行為第４条第１項第３号）
（４０５，８２５円）
財団の事業参加者・相談内容等に関するデータベースを一部改善し、事業の企画
やＰＲに活用しました。
（４）支援担当者能力開発事業（寄附行為第４条第１項第４号）
（１５６，９２０円）
支援担当者レベルアップのため、３名を中小企業大学校の講座に派遣しました。
（５）統括マネージャー等人材充実強化事業（寄附行為第４条第１項第 1 号）
（１５，９１０，７５９円）
民間から採用したマネージャー等を配置することにより、財団における中小企業
者への支援事業を効果的かつ効率的に行いました。
・統括マネージャー１名

月１５日勤務

・マネージャー２名

月１５日勤務
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（６）事業可能性評価委員会運営事業（寄附行為第４条第１項第 1 号）
（２２４，９３０円）
中小企業者等の事業可能性評価、専門家派遣事業に係る審査・採択・事後評価、
財団の支援事業に対する評価等を行う委員会を開催しました。
年６回開催

（開催日：5/16、7/24、9/19、11/21、1/22、3/11）

（７）支援体制連携強化事業（寄附行為第４条第１項第１号）（１，５０３，８４８円）
財団が中小企業者等に対するワンストップサービスを提供できるよう、積極的に
各支援機関と意見交換、情報交換を行う場を設け、事業の連携促進や情報の収集を
図りました。
６ 調査分析事業
（１）市内サービス産業企業調査事業（寄附行為第４条第１項第３号）
（１，１３４，０００円）
市内サービス産業の現状と経営課題を把握し、財団の支援メニューにつなげてい
くための調査を実施しました。
調査企業数：７０社
実施時期：平成１９年１１月１２日～３月２８日
（２）経済動向調査事業（寄附行為第４条第１項第３号）（５，２１７，４５０円）
地域の景況感及び地域中小企業者等の経営の状況を把握するために、市内の企業
（約１，４００社）に対する四半期毎の景気動向調査を実施しました。
実施時期：平成１９年 １月～ ３月期対象調査…平成１９年６,７月
平成１９年 ４月～ ６月期対象調査…平成１９年８,９月
平成１９年 ７月～ ９月期対象調査…平成１９年１０,１１月
平成１９年１０月～１２月期対象調査…平成２０年１,２月
７ ビジネスインキュベーション事業
（１）創業者支援セミナー事業（寄附行為第４条第１項第２号）
（２００，２７０円）
さいたま市内で創業を考えている方、新事業への展開を考えている中小企業者を対
象に、参加者の創業ステージに応じたセミナー、募集対象を明確にしたセミナーなど、
実践的で、かつ今後も財団の支援を継続して利用いただけるよう考慮したセミナーを
開催しました。
① さいたま市ベンチャー塾テーマ‐１
「団塊世代のための創業セミナー」
・実施日：７月２１日（土）
・場 所：埼玉県労働会館 ３階会議室
・講 師：財団統括マネージャー 髙橋順一氏
・定 員：３０人

参加者：２３人
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② さいたま市ベンチャー塾テーマ‐２
「事業アイデアの見つけ方・磨き方」
・実施日：１月１９日（土）
・場 所：さいたま市産業文化センター

３階会議室

・講 師：ＮＰＯ法人週末起業フォーラム チーフコンサルタント 森英樹氏
・定 員：３０人

参加者：２４人

（２）よく分かる起業成功セミナー事業（寄附行為第４条第１項第２号）
（３４０，９６０円）
市内で１年以内に創業を考えている方、または創業間もない方を対象に、尐人数
制の実践的な講座を実施しました。
・土曜日８日間コースを２回開催（各コース定員１０名）
・実施日：①６月９日～７月２８日 （毎回土曜日、８日間で１３講座開催）
②１月２６日～３月１５日（毎回土曜日、８日間で１２講座開催）
・場 所：MIO 北浦和（浦和区元町２丁目）他
・テーマ：起業時に必要な知識やノウハウ
・講 師：財団登録相談員 北岡敞氏、松本ＩＭ、高橋統括マネージャー 他
・定 員：各１０人

参加者：延１２６人

（３）インキュベータ（案産館）運営事業（寄附行為第４条第１項第２号）
（７，７０２，７３５円）
①創業準備コース
創業を志す方に、開業をより早く確実に行うため共用オフィスを提供するとともに、
インキュベーションマネジャーによるソフト面での支援を実施しました。
・入居者： 延５人 （５社創業達成）
②新事業コース
創業間もない事業者に対し、専用オフィスを提供し、インキュベーションマネジャ
ーによるマーケティング等の支援を行い、スタートアップ期における事業展開のス
ピードアップを図りました。
・入居者： 延４社
（４）案産館クラブ運営事業（寄附行為第４条第１項第２号）（１４１，２４０円）
案産館入居者や卒業者、及び起業成功セミナー受講者等で起業者グループを組織
化し、研修会等を実施し、起業者育成という観点から側面的支援を実施しました。
・研修会

２回（各１０名～２０名程度）

・実施日：①７月２８日（土）、②３月１５日（土）
・場 所：①さいたま市産業文化センター３階 ②下落合コミュニティセンター
・テーマ：①「デザインが決め手！」

7

②プレゼンテーション「私の起業考」～官僚を辞した理由～
・講 師：①Atelier Cocco 代表 佐志田葉子氏
②俳優 早坂実氏
・参加者：延３０人
（５）創業アドバイザー派遣事業（寄附行為第４条第１項第２号）（１８９，０００円）
創業者等が抱える様々な課題に対し、財団に登録する専門家を企業に派遣し、経
営、技術等に対し、具体的な助言を行いました。
・創業アドバイザー派遣回数

９回 （６社）

８ 革新型ビジネス発掘事業
（１）さいたま市ニュービジネス大賞運営事業（寄附行為第４条第１項第２号）
（４，５４２，７３０円）
「さいたま市ニュービジネス大賞」として、地域に産業創造をもたらす斬新でアイ
デアあふれる新事業に関わるビジネスプランの発掘を目的に、優秀なプランを選考・
表彰しました。また、応募時期にあわせて雇用・能力開発機構埼玉センターと共催に
てビジネスプラン作成の研究会を開催しました。
①さいたま市ニュービジネス大賞
・募

集：６月１１日（月）～８月１０日（金）
（応募件数 ４２件）

・１次審査：９月１１日（火）
・２次審査：１０月１０日（水）
・表

彰：最優秀賞 １名、優秀特別賞 １名、優秀賞 ３名
奨励賞（女性創業賞）１名、
（コミュニティビジネス賞）１名

・発表会・表彰式：１１月１日（木）（大宮ソニック６階会議室）
②ビジネスプラン研究会
・実施日：６月１２日～８月７日（全５回）
・場 所：
（独）雇用・能力開発機構埼玉センター会議室
・参加者：延２５人
（２）さいたま市ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ大賞受賞者等特別支援事業（寄附行為第４条第１項第２号）
（１，７６８，２００円）
「さいたま市ニュービジネス大賞」における大賞受賞者を中心に、販路開拓等の
事業化を促進するための特別支援を実施しました。
・受賞者支援：無料専門家派遣 ５３回（５社）
販路開拓支援

１２回（４社）
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（３）新製品開発補助事業（寄附行為第４条第１項第５号）
（０円）
大学等の研究機関と市内の中小企業者が共同で行う新製品、新技術に関する試作
品開発事業に対する補助金制度ですが、１９年度の交付はございませんでした。
９ 産学連携事業
・産学連携推進事業（寄附行為第４条第１項第５号）（８，２６３，９１９円）
① 製品の開発、実用化、事業化及び技術の高度化のニーズのある市内企業の発掘
・埼玉県中小企業振興公社と共同で運営する、産学連携支援センター埼玉が中心と
なり、大学・研究機関や金融機関と共同で「大学連携技術交流フォーラム in

埼

玉」を開催。
（各定員８０名）
第１回 １０月３１日（水）
「ものづくりの基盤となるナノ精度加工」
参加者：４３名
第２回 １１月１２日（月）
「医療・福祉におけるロボット分野」参加者：７４名
第３回 １１月２８日（水）
「環境にやさしいめっき等表面処理」参加者：４０名
第４回 １２月１２日（水）
「ものづくりの基盤となる溶接・部材の結合分野」
参加者：５０名
②市内企業と大学のマッチングと共同研究の促進
・マッチング支援（企業へ大学・研究機関を紹介）件数 ２５件
・競争的資金申請支援（各種補助金・助成金・コンソーシアム申請支援） ２件
戦略的基盤技術高度化支援事業が採択され、事業管理者として平成１９年度～
平成２１年度にかけて研究開発を推進していきます。
・研究開発計画等申請支援（中小ものづくり高度化法等）１件
③産学連携支援センター埼玉におけるその他の業務
・窓口相談（センター窓口、企業訪問で随時対応）
・大学・研究機関シーズ調査 市財団職員訪問先 １１大学
・産学連携支援センター埼玉のＰＲのためコラボさいたま、産学連フェア等ブース
出展しました。
・埼玉県内で産学連携に取り組む大学・研究機関、金融機関等と「埼玉県産学連携
支援ネットワーク会議」を開催しました。
第１回会議 ５月２５日、第２回会議 ８月１０日、第３回会議 １０月１０日
第４回会議 １月１０日
１０ 中小企業資金融資事業
中小企業融資あっせん業務等（寄附行為第４条第１項第１２～１４号）
（４，９２１，３１１円）
さいたま市が実施する中小企業融資制度に伴う受付調査業務を受託し、融資相談から
受付・調査まで中小企業者及び創業者の資金ニーズに迅速に対応し、利用者の利便性と
市内中小企業の振興を図りました。
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（１）融資制度の改正
・ １８年度は貸付利率を据え置いておりましたが、１９年度当初に市場金利の動向に
合わせ貸付利率を変更しました。
・ 責任共有制度の導入により、無担保保険の小口資金を廃止し特別小口保険の特別小
口資金に特化すると共に、小口資金に代わる制度として中口資金の枠内で２千万円
を限度額とした特別中口資金を新たに設け、市内中小企業者の資金繰りの安定を図
りました。
・ 責任共有制度の影響緩和と中小企業者の経営の安定に資するため、特別小口資金の
返済期間を運転資金で３年、設備資金で２年それぞれ延伸し、市内中小企業者の負
担の軽減を図りました。
・ 融資メニューの変更に伴い、融資制度利用者の選択肢を広げるため「さいたま商工
会議所」において、さいたま市中小企業融資制度の一部について受付業務が出来る
よう覚書を結び、市内中小企業者の利便性を図りました。
・ 創業支援資金の申込対象者の経歴要件を、事業開始１年未満から事業開始後３年以
内に緩和し、対象事業者を拡大することで新たな事業活動の促進と経営の安定を図
りました。
（２）融資制度等の広報と利用促進
・ 融資制度の周知及び広報
財団情報誌（ネクストステージ）や財団ホームページ及びちらし等の作成によ
り周知及びＰＲを行いました。
・ 融資の相談及び申込受付
相談件数 ４，０１４件 （来客者：２，１６１件、電話等：１，８５３件）
申込件数

３８８件

申込額 ６３億９，１１０万円

・ 融資枠の照会及び調査
市融資制度の申込者を対象に、埼玉県信用保証協会への保証枠の照会、取扱金
融機関への調査報告依頼及び職員による実地調査を行いました。
・ 中小企業診断士への診断依頼
融資額の大きい中口資金、緊急特別資金や創業支援資金について、中小企業診
断士による経営診断を行ないました。
・ 中小企業融資状況
市融資制度の申込受付案件について、さいたま市中小企業融資審査会へ諮問し、
答申を受けて「あっせん」を行いました。
融資件数

３７８件

融 資 額

６，２２３，１００千円

・ 出張相談会の実施
市内の他団体と協力して、中小企業の資金繰りや経営面について出張相談会を
市内６区役所で開催しました。
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・ セーフティネット保証制度に伴う相談・申込受付・認定等
国が指定する不況業種や災害及び取引金融機関の破綻等により経営の安定に支
障が生じている市内に本店を有する中小企業者を対象に、保証限度額の別枠化を
行なう制度であり、同制度に関する相談・申込受付・認定等を行ないました。
認定件数

６２３件

・ その他融資先に対する情報提供等
既存融資先データ及び実地調査時の経営方針等の情報を基に、業態の似た企業
と企業の業務提携を支援しました。
１１ 会員拡大推進事業（５，１５６，２２０円）
（１）事業推進員 5 名が市内各事業所を訪問するなど、会員の増加に努めました。
[会員数・事業所数の推移]
年

度

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

会 員 数

2,522

3,101

3,316

3,709

3,821

4,171

4,264

4,254

4,852

事業所数

638

720

799

930

984

1,098

1,115

1,115

1,139

（２）バス車外ラッピング広告、新聞折込等で加入促進活動を行いました。
・バスラッピング広告（国際興業バス１台：さいたま市内走行）
・日本経済新聞折込広告（３回）
・さいたま市ホームページ掲載
・コラボさいたま２００７に出展
・紹介会員へのジェフグルメカードプレゼント（入会者数３１名）
１２ 勤労者福祉に関する調査研究事業（寄附行為第４条第１項第７号関係）
（２２，３２０円）
中小企業勤労者の要望に沿った事業を実施するため、施設利用や余暇活動等など福利
厚生事業全般について、調査研究を行いました。
（１）勤労者福祉サービス検討委員会の開催
・検討委員会２回開催
開催日：１０月３日（水）

委員 ９名
１月２９日（火）

（２）先進都市視察（新潟市）
・平成１９年９月２０日（木）
「財団法人新潟市勤労者福祉サービスセンター」
（３）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター東日本ブロック会議へ出席（水戸市）
・平成１９年１０月１１日（木）～１２日（金）
「ホテルレイクビュー水戸」
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（４）埼玉県中小企業勤労者福祉サービスセンター協議会へ出席
・平成１９年度 総会
平成１９年 ５月３０日（水）

「熊谷市立勤労会館」

・第 1 回 事業推進担当者部会
平成１９年 ７月２５日（水)

「川口市産業文化会館」

・第 1 回 事務局長会議
平成１９年 ９月２１日（金）

「熊谷市立勤労会館」

・第２回 事業推進担当者部会
平成１９年１０月２６日（金） 「所沢市役所旧庁舎」
・平成１９年度職員研修
平成２０年 １月２３日（水） 「有限責任中間法人ねりまファミリーパック」
・第３回 事業推進担当者部会会議
平成２０年 １月３０日（水） 「入間市産業文化センター」
・第２回 事務局長会議
平成２０年 ２月１２日（火） 「さいたま市産業文化センター」
（５）政令指定都市中小企業福祉共済団体連絡会議へ出席（札幌市）
・平成１９年１０月１８日（木）～１９日（金）
「札幌サンプラザホテル」
（６）社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター研修会へ出席（千代田区）
・地域別研修会「共同化推進事業の内容と推進状況について」他
平成１９年 ７月

５日（木）～ ６日（金）
「日本教育会館」

１３ 勤労者福祉に係る情報提供事業（寄附行為第４条第１項第９号関係）
中小企業勤労者の要望に沿った事業の紹介及びセンター主催の各事業等についての
情報提供などを行いました。
（１）センターニュース「ワークジョイさいたまＮＥＷＳ」の発行
（１，５０１，５００円）
年６回（５月、７月、９月、１１月、１月、３月）

年間３６，５００部発行

（２）ホームページの運営（８４０，０００円）
４月～３月アクセス数

３８，２２３件

１４ 中小企業勤労者の福利厚生事業（寄附行為第４条第１項第１１号関係）
（６６，５５８，２６４円）
（１）共済給付事業（１７，４６５，７７０円）
祝金、見舞金、弔慰金を給付しました。
共済給付金

９５３件

共済掛金

５６，２０５件
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（２）健康維持増進事業（３，２９９，５５８円）
人間ドック受診料の一部補助を行いました。
人間ドック受診料補助

３４２件

（３）余暇活動援助事業（４５，６１３，６４６円）
ホテル・遊園地等の利用補助及び各種チケット類のあっ旋を行いました。
宿泊施設利用補助

３８２件

レジャー施設利用補助

５，９５２件

法人会員施設利用補助

２，１６２件

各種チケットあっ旋
・映画

２，０６７件

・スポーツ観戦

６８件

・コンサート・観劇

５１５件

・プリペイドカード類等

６，３８７件

（４）レクリエーション・自己啓発事業（２，５３９，０６７円）
余暇を有意義に過ごす各種事業を開催しました。
（ア）映画鑑賞会「ドラえもん」
開催日 平成１９年 ４月 ５日（土）

参加者１２２名

（イ）潮干狩りツアー
開催日 平成１９年 ６月１６日（土）

参加者 ４５名

（ウ）東京ディズニーシーツアー
開催日 平成１９年 ７月 ７日（土）

参加者 ４３名

（エ）陶芸教室
開催日 平成１９年 ７月１６日（月）

参加者 ２１名

（オ）映画鑑賞会「レミーのおいしいレストラン」
開催日 平成１９年 ８月 ７日（火）

参加者１８５名

（カ）甲州ぶどう狩りツアー
開催日 平成１９年 ９月１５日（土）

参加者 ３８名

（キ）那珂湊グルメ＆お買い物ツアー
開催日 平成１９年１０月１３日（土）

参加者 ２７名

（ク）東京ディズニーランドツアー
開催日 平成１９年１１月２３日（金）

参加者 ４０名

（ケ）クリスマスケーキ教室
開催日 平成１９年１２月 １日（土）

参加者

８名

（コ）出逢いパーティー
開催日 平成１９年１２月１５日（土）
（サ）コーヒーセミナー
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参加者 ３４名

開催日 平成２０年 １月１９日（土）

参加者 １１名

（シ）南房総春満喫ツアー
開催日 平成２０年 ２月１６日（土）

参加者 ４５名

（ス）ギター教室
開催日 平成２０年 ２月２３日（土）

参加者

６名

（セ）親子ケーキ教室
開催日 平成２０年 ３月 ２日（日）

参加者 ３０名

（ソ）映画鑑賞会「ドラえもん」
開催日 平成２０年 ３月２７日（木）

参加者１７４名

１５ 勤労者福祉に関するその他の事業（寄附行為第４条第１項第１４号関係）
（４４８，９００円）
ポイントサービス事業
会員の利用度をより高めるため、ポイント（1 ポイント 1 円で換算）サービスを
継続しました。
１６ 職員厚生事業（寄附行為第４条第１項第１４号関係）
（５０，０００円）
職員の福利厚生の一環として設けている「職員厚生給付金規程」に基づき、職員
の納付金と財団負担金により、職員の入学・卒業祝金等を支給しました。
・入学・卒業祝金

１件 ２０，０００円

・宿泊施設利用給与金

３件 ３０，０００円
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