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平成 2８年度事業計画･予算承認される（従事者共済会代議員会を開催） 

3 月 1７日に代議員会を開催し、平成 2８年度事業計画・予算について、承認いただきました。 

平成２８年度従事者共済会事業計画・予算について、概要は下記のとおりです。 

 

 

 福祉施設・団体で働く従事者の確保・定着への支援と福利厚生の充実を図り、それによる利用者サービス

の一層の向上を目的として、退職共済積立金の確実かつ安定した運用を行い、退職共済制度を実施します。 

毎年、順調に加入者数が増加し、今後も積立資金の増加が見込まれるため、従事者共済会資金管理細則に

則り、基本ポートフォリオに基づいた資金運用を行い、収益率の維持・向上、退職共済金積立水準の一層の

改善を図ります。 

 

＜主な事業＞ 

① 契約者・加入者管理、退職共済金の

給付 

共済制度に関わる事務の適切な実施を図り、制度を安定的に運

営します。 

② 貸付金事業の実施 貸付金利：普通貸付 2.0％ 特例貸付 1.0％(金利は据え置き) 

③ 適正な資産の運用・管理 資産運用状況の点検を行い、退職共済金積立水準の一層の改善

を目指します。 

④ 制度の検証 財政検証（数理計算）を行い、現行制度の検証をします。 

⑤ 従事者共済会の運営 代議員会(定例年 3 回)、幹事会(随時)、資産運用委員会(定例年

4 回)の開催により事業運営に係る重要事項の協議を行います。 

また、資産運用委員会の協議を踏まえた資産の管理・運用、緊

急時等の事業の継続体制や個人情報等にかかるセキュリティ強

化、東社協ホームページや「従事者共済会 NEWS」等を活用し

た情報提供の拡充を図ります。 

⑥ 事務説明会の開催 新任職員向けに事務担当者向けの説明会を区部と市部の 2 回に

分けて開催します。（Ｐ３参照） 

⑦ 広報・加入促進活動 『従事者共済会のあらまし‐平成 2８年度-』を全会員に配付し

ます。また、未加入法人に制度概要等を配布し、加入への働き

かけを行います。 

⑧ 福利厚生事業 宿泊施設やレジャー施設との割引契約を拡充します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 従事者共済会ＮＥＷＳ 
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【発 行】社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 従事者共済会 
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 1-8-11 東京ＹＷＣＡ会館 ３階 

TEL ０３-５２８３-６８９８  FAX ０３-５２８３-６９９７ 

 加入者の皆さまに周知をお願いしたいことや、事務担当者の皆さまへのお知らせを含めた「従事者共済会 NEWS」を共済契約施設（団体） 

あてに送付しています。（ファックス一斉送信で加入施設全施設に送付しています）。 

 なお、本ＮＥＷＳの内容は、東社協ホームページ http://www.tcsw.tvac.or.jp/の｢従事者共済会｣のページにも掲載します。 

事 業 計 画 

予  算 

掛金等収入

6,554,653千円

運用利子等収入

472,008千円

貸付金償還金

175,891千円 その他

2,250千円

収入計： 7,204,802千円

掛金等収入 運用利子等収入 貸付金償還金 その他

退職共済給付金

4,471,203千円

基金積立金

2,348,389千円

貸付金

300,000千円

事務費

85,210千円

支出計： 7,204,802千円

退職共済給付金 基金積立金 貸付金 事務費

http://www.tcsw.tvac.or.jp/


2/5 
東京都社会福祉協議会 従事者共済会 NEWS 27-3（通巻№16 March2016） 

平成 2８年２月末現在の従事者共済会の状況について 
 
○ 平成 2８年２月末現在加入状況 

 
 
○ 平成２７年１２月末現在の資産状況 

平成 27 年 12 月時点の資産状況は、合計（時価）で 506 億円超となりました。 

このうち、短期資産が基本ポートフォリオに定める割合を超過していますが、年度末退職者への退職共済

金の支払資金を含むこと、資産運用委員会で今後の資産運用について継続検討中であること等から、了承を

いただきました。 

 
※１ 委託運用各機関の短期資産保有額を含む 
※２ 「自家運用債券」（全て満期保有目的債券として取り扱う）の時価額について 

 平成 26 年度から新たな会計基準が適用され、従事者共済会の満期保有目的債券については「償却原価法（定額法）
により算定した価格」を「貸借対照表」に記載することとなったことから、上表の「自家運用（債券）」の時価額は、
従事者共済会の会計上の取り扱いと同様に「償却原価法（定額法）の価額」を記載している。 
なお、「自家運用債券」の、期中における時価額（上表の 12 月末欄）は、「会計上の年度期首額（上表の３月末欄）」
に「その時点までの新規購入債券の購入価額」を加え「その時点までに償還した債券の｢年度期首額｣」を減じた額
とする。 
 

従事者共済会福利厚生契約の追加について 
 平成 28 年３月より福利厚生メニューが追加となりました。内容・利用方法は下記のとおりです。 
 東社協従事者共済会ホームページ、4 月中旬配付予定の「従事者共済会のあらまし－平成 28 年度－」で
福利厚生契約施設の一覧を掲載しておりますのでご覧ください。 

 
≪サービスの拡大≫ ※これまでの優待も引き続きご利用いただけます。詳細は「従事者共済会のあらまし」等をご参照ください。 
①ルミネ the よしもと、よしもと幕張イオンモール劇場 
＜追加内容＞ 当日窓口で会員証を提示することで、当日券を優待価格で購入できる 
・ルミネ the よしもと 平 日「14 時の部」「16 時の部」       2,500円→2,000円 

              土日祝「11 時の部」「13 時半の部」「16 時の部」 4,700円→4,200円 
・よしもと幕張ｲｵﾝﾓｰﾙ劇場 土日祝「週末ネタライブ」 2,500円→2,300円 

 
 ②楽天オーネット 
   ＜追加内容＞ 問い合わせ時に従事者共済会の会員であることを伝えることで、スーペリアプランの 

入会金が割引される     通常価格30,000円(税抜)→優待価格27,000円(税抜) 
※ 月会費は別途必要です。 
※ スーペリアプランの対象年齢は男性 50 歳以上、女性 45 歳以上です。 

【契約施設・団体数】 (単位：か所) 【加入者数】 (単位：人)

26年度末 28年2月 増減 26年度末 28年2月 増減

2,252 2,344 92 48,971 50,984 2,013

男性 16,108 16,759 651

女性 32,863 34,225 1,362

加入者総数

（単位：円）

乖離許容

45,136,010,299 50,367,205,148

1,126,078,265 2,921,033,963

2,400,000,000 2,500,000,000

自家運用
（債券）

国債・都債　　※2 28,346,089,693 31,547,092,610

A社 2,308,825,234 2,430,920,781

B社 2,054,215,744 2,148,322,935

C社 2,028,728,240 2,122,890,960

国内株 1,939,075,224 2,070,491,333 4.09% 4% 3～5％

外国債 2,306,818,233 2,571,187,680 5.08% 5% 4～6％

外国株 2,626,179,666 2,055,264,886 4.06% 4% 3～5％

296,327,988 270,757,698 0.53% 1% ―

45,432,338,287 50,637,962,846 100.00% 100%

―

76%

委託運用
（4社）

平成26年3月末 平成27年12月末 資金構成割合
基本ポートフォリオ

71～
81％

10%

75.53%
国内債

退職共済金支払基金合計

預貯金　　※1

退職共済金運用資金（積立金）

定期預金

D社

貸付金

10.71%
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≪追加契約企業≫ 

○株式会社メニコン[コンタクトレンズの販売] [ホームページ http://www.menicon-shop.jp/search/] 

 ＜優待内容＞ 受付時に会員証を提示することで、ご購入金額 5,000 円（税抜）ごとに 1,000 円分の 

ギフト券をプレゼント 

※ メルスプランの場合、新規入会のみ対象です。 

※ 対象店舗はメニコン直営店関東エリア店舗 (順次拡大予定) 
 

平成２８年度従事者共済会事務説明会の開催について 

例年開催している事務説明会について、平成 28 年度は会場をわけて 2 回実施いたします。 

新任の事務担当者向けの内容で開催を予定しております。詳細については、4 月中旬ごろに送付される 

開催要項をご覧ください。 

 

 １ 日  時  ①平成２８年６月２３日（木） １３：００～１７：００（開場：１２：４０） 

         ②平成 28 年 7 月下旬頃（※現在日程・会場を調整中です） 

 

２ 会  場  ①飯田橋セントラルプラザ 12 階 東社協ＡＢＣＤ会議室 

        ②立川駅周辺で予定 

  

３ 対  象  従事者共済会事務の経験年数が概ね 0～２年の方 各回１５０名 

        ※ 内容は初任者向けのものとなります。 

        ※ 事務・会計共に制度についての大きな変更はありません。 

 

 ４ 内  容  ① 従事者共済会の制度概要と各種事務手続きについて 

② 従事者共済会会計処理について 

            講師：宮内 眞木子 氏（税理士、（株）福祉会計サービスセンター代表） 

         ※ 会計処理の基本的知識についての説明はありません。 

 

 ５ 申 込 み  開催要項と併せて送付される申込用紙にてお申し込みください。 

  

≪ 事 務 担 当 者 の 方 へ ≫ 

◇ 従事者共済会からの送付物について 

(１) 「掛金累計額証明書」 

４月初旬に、契約番号ごとに送付します。本書類は毎年度末の１回のみ発行する書類ですので、内容

について必ずご確認のうえ、大切に保管ください。 

(２) 「従事者共済会事務の手引き」 

4 月下旬ごろに発送予定です。平成 28 年度版は事務の手引きと会計処理の手引きを合本しました。

契約番号ごとに、契約施設数分を送付予定ですが、共済事務をまとめて行っている等の理由で、施設

数分の送付が不要な施設につきましては、必要部数をご連絡下さい。 

(３) 「従事者共済会のあらまし‐平成 28 年度‐」 

新規加入者を含め、全加入者分を「事務の手引き」と一緒に送付します。必ず、加入者全員にお渡し

くださいますようお願いいたします。 

 

http://www.menicon-shop.jp/search/
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◇ 従事者共済会 4 月分書類提出等に関するお願い 

従事者共済会関係書類４月提出期限・・・４月１１日（月）本会お茶の水事務室（必着）  

(１)書類作成の際の確認 

毎年、年度当初は、従事者共済会及び福祉医療機構の届出書類が大変多くなります。書類については

できるだけ早めにご提出ください。特に、下記についての漏れや誤りが多いので、提出前には必ず確

認をお願いいたします。 

   ① 法人印や本人印の捺印漏れ 

② 「加入解除申請書」の解除理由欄のチェック漏れ 

③ 「退職共済金受給申請書」の氏名、住所、及び振込金融機関欄は本人自筆であること 

④ 「転出・転入届」の標準給与月額及び加入者掛金月額は転出前の施設が記入すること 

（転出・転入による標準給与月額及び掛金の変更はできません） 

⑤ 「加入申込書」の入会日は、書類提出締切日を基準に 2 か月を超えた遡及ができないこと 

⑥ 脱会者、貸付制度利用中の退職者については遡及しての退会手続きができないこと 

⑦ 従事者共済会退職共済金の「退職所得申告書」は、本会には送付しない 

（施設で保管する書類です） 

なお、書類の送付、収受をより確実に行うため、従事者共済会専用の「届出書類等送付状」を添付の上、

お送りください。各種様式は、東社協ホームページからもダウンロードできます。 

(２) 各種様式は必ず最新のものをご利用ください 

東京都社会福祉協議会のホームページに掲載している最新の様式をご利用くださるようお願いします。 

http://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/kyosaikai/todokede.html 

(３)「事務取扱い者委任状」及び「退職共済金送金先指定依頼書」 

年度ごとに提出が必要な書類です。4 月の手続きにおいてこれらの取り扱いを希望される施設・団体は、

4 月 11 日までにご送付ください。 

(４)新規加入者への制度説明の徹底 

説明資料「従事者共済会に加入される方へ」を東京都社会福祉協議会ホームページや「事務の手引き」

に掲載しています。 

新規加入者へ、必ず事前に説明資料｢従事者共済会に加入される方へ｣をお渡しいただき、共済制度に

ついて十分説明をしたうえで加入手続きをお願いいたします。また、加入申込書の控えを加入者の方

にお渡しください。 

(５)受給申請書提出後、退職共済金の入金が確認できるまでは、口座名義を受給申請書に書いたものから

変更しないよう、ご本人様にお伝えください 

毎月の締切日までに受理した受給申請書について、原則その月の月末には退職共済金を給付しますが、 

書類提出後に口座名義が変更されると、正しい名義が確認できるまで退職共済金の送金ができません。

特に結婚等で姓が変わる場合、受給申請書提出後は、退職共済金の入金が確認できるまで口座名義を

変更しないよう、必ずご本人様にお伝えください。 

 ○ ４月受付分退職共済金送金日・・・４月２７日（水）＜予定＞ 

 

http://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/kyosaikai/todokede.html
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◇ 福祉医療機構退職手当共済制度にも契約している施設・団体の皆様へ 

 ＜ 注 意 ＞ 

平成２７年１２月２０日より、福祉医療機構の退職手続き書類は新様式に変更されています。 

旧様式では受付できかねる場合がありますので、ご注意ください。 

また、提出の際には、本人確認書類を添付したうえで、必ず「個人番号が見えない措置」を施してください。 

詳細は下記の福祉医療機構説明ページをご参照ください。 

   http://hp.wam.go.jp/Portals/0/docs/gyoumu/taisyokuteate/pdf/h27_12_24/tetsuduki_keiyakusha11.pdf  

(１) １年以上、従事者共済会と福祉医療機構の両制度に加入している方の退職関係書類の事務 

手続き手順 

【手順①】毎月 10 日の提出締切までに従事者共済会の「共済加入解除申請書」と「退職共済金受給申

請書」を従事者共済会あてに送付してください。(その際には、当該退職者の福祉医療機構の

書類は提出しないでください。) 

 

【手順②】①の手続き後、従事者共済会から、掛金請求書と一緒に「退職所得の源泉徴収票」を送付し

ます。そのうちの「福祉医療機構貼付用」の源泉徴収票（左下）を、福祉医療機構の「（約款

様式第７号の２）退職手当金請求書・合算申出書、退職所得申告書」)に貼付してください。 

  

【手順③】「（約款様式第 7 号）被共済職員退職届」、②で作成した書類、本人確認資料の３点を、東社

協 共済担当「福祉医療機構退職届係」あてに送付してください（専用送付状右上の宛先を利

用していただくと便利です。）。 

提出にあたっては、下記の２点を、必ずお願いします。 

１） 「個人番号が見えない措置」を施したうえで提出してください。 

２） 「福祉医療機構 退職届専用送付状」を添付して提出してください。 

 

○福祉医療機構の退職関係書類を作成するには、福祉医療機構の電子届出システムを是非活用して

ください。記入の漏れや誤り、添付書類の要否が確認できます。 

電子届出システムヘルプデスク ⇒ 03-3438-0223（※期間限定で開設） 

(2) 退職手当金請求書・被共済職員退職届「以外の」福祉医療機構の届出書の取り扱い 

○平成 27 年 4 月より、福祉医療機構に直接郵送いただいております。東社協へは「被共済職員退職届」

（約款様式第 7 号）、「退職手当金請求書・合算申出書、退職所得申告書」（約款様式第７号の２）と、

その添付書類のみを送付ください。 

http://hp.wam.go.jp/Portals/0/docs/gyoumu/taisyokuteate/pdf/h27_12_24/tetsuduki_keiyakusha11.pdf

