
事 業 計 画 書



事 業 計 画 

平成 29年度は、当財団の目的である「市民文化の振興、文化財の調査研究及び労働福祉の増進

を行うとともに、豊かな人間性の涵養を図り、もって市民福祉の向上に寄与する」ことを目指し、

さらに、指定管理者申請時の事業計画をベースとしながら、平成 28年度事業の結果等を反映させ

た市民本位の事業を実施してまいります。 

また、引き続き営業と広報の強化に努め、施設利用及び事業参加者の増加を図ります。 

公益目的事業 

１ 文化・芸術・科学の振興及び地域社会の発展に関する事業 
(1) 文化芸術の振興と地域社会の発展 

（郡山市民文化センター） 

①文化芸術鑑賞事業

＜市民鑑賞プログラム＞

国内外の優れた芸術文化の鑑賞機会を市民に提供するプログラム

事  業  名 日数 回数 期  日 

髙橋真梨子コンサート（共催） １日 １回 ７月１日 

松竹大歌舞伎 １日 2回 ７月４日 

こおりやま寄席 立川志の輔独演会 １日 １回 ７月７日 

宝塚歌劇団郡山公演 １日 ２回 ８月31日 

（仮称）45th 五輪真弓コンサート2017 ～flower～ １日 １回 ９月９日 

４月は君の嘘クラシックコンサート2017 １日 １回 ９月17日 

ポール・モーリア・リメンバー・コンサート １日 １回 10月15日 

こおりやま寄席 三遊亭小遊三独演会 １日 １回 10月22日 

ムジカ・レアーレ演奏会 1日 1回 11月26日 

ロジェ・ワーグナー合唱団郡山公演 １日 １回 12月３日 

シエナ・ウィンドオーケストラ郡山公演 １日 １回 12月17日 

キエフ国立フィルハーモニー交響楽団郡山公演 １日 １回 12月24日 

こおりやま寄席 新春言祝ぎ席 １日 １回 １月21日 

ＮＨＫ交響楽団郡山公演 １日 １回 ３月20日 
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＜豊かな心を育む 子育て支援プログラム＞      

子どもたちが芸術文化を通して豊かな心を育み、健やかに成長するための子育て支援

プログラム 

 

事  業  名 日数 回数 期  日 

夏休み恐竜王国 10日 １回 ８月11日～20日 

夏休みアドベンチャーワールドわくわくコンサート １日 １回 ８月20日 

  

割引制度 

件     名  対      象 

学生割引制度 小学生・中学生・高校生 
 

＜文化のバリアフリープログラム＞      

芸術文化に触れる機会の少ない地域に居住する方々や障がい者に、芸術文化の鑑賞機

会を提供するプログラム        

アウトリーチプログラム ～文化センター芸術宅配便～    

事  業  名 日数 回数 期  日 

東京都響ブラスクインテット演奏会 ２日 ４回 ６月・10月 

 

    割引制度 

件     名  対      象 

障がい者割引制度・介助者割引制度 障がい等級１級程度の方及びその介助者等 
 

②市民文化創造事業        

＜市民文化活動支援プログラム＞ 

個性あふれる市民文化を創造するため、市民の自主的な文化活動を支援するプログラ 

    ム 

事  業  名 回数 期  日 

市民コンサートホール 10回程度 通年 
市民演劇ホール ２回程度 通年 
郡山市美術連盟展 １回 ３月 
市民ギャラリー展 11回 通年 
市民フォトギャラリー展 ２回程度 通年 

          

＜教育・学習プログラム＞ 
市民が自らの感性に基づいて表現するための表現力や創造性を育み、文化の担い手である

人材を育成するため、多様な学習内容と学習機会を提供する“人づくり”プログラム 
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事  業  名 回数 期  日 

世界の名器「スタインウェイ」「ベーゼンドルファー」
を弾きに行こう 

18回×２ 

(１回１時間) 
４月 

オーケストラメンバーによる楽器奏法レッスン ４回 ５月・６月・ 
９月・11月 

演劇ワークショップ １回 ７月28日～30日 

舞台技術講座 １回 ７月29日・30日 

平成29年度 管・弦・打楽器奏法講習会 
 ※郡山市音楽連盟と共催 １回 ３月４日 

 
＜市民協働・市民参画プログラム＞ 

市民との協働や市民の参画による文化振興プログラム 

事  業  名 回数 期  日 

器楽の祭典  ※郡山市音楽連盟と共催 １回 10月８日 

 

③情報発信事業 

 郡山市民文化センターの施設や事業について、広く市民に情報を提供する事業 

事  業  名 回数 期  日 

催物案内の発行 12回 通年 
ウェブサイトやfacebookなどによる情報発信 随時 通年 
主催事業広報誌の発行 １回 ５月 

ホール探検ツアー ２回 ７月23日 

 

④貸館事業 

市民の文化及び社会教育の振興、さらには地域社会の発展のため、施設利用の公平

性及び利用者の安全確保を図るとともに、必要な指導や助言を行い、市民の自主的な

文化活動の発表、日常的な練習、各種団体の会議・研修等の場としてホール、展示室、

会議室、練習室等を提供する事業。 

 

 

（2）文化芸術普及啓発事業 

他団体との協働事業 

郡山市・郡山市教育委員会の主催する事業を協働し、次の事業を実施する。 
事  業  名 日数 回数 期  日 

平成29年度キッズシアター ３日 ６回 ６月21日～23日 

音楽都市こおりやま 二分の一成人コンサート １日 ２回 11月22日 

東京芸術大学連携ワークショップ ２日 ２回 未定 

ムジカ・レアーレによるワークショップ １日 １回 11月26日 

第７回 音楽都市こおりやま ハーモニーコンサート １日 １回 12月２日 

第20回 音楽都市こおりやま ふれあいコンサート １日 １回 １月28日 
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 (3) 宇宙に関する知識及び科学技術等の普及 

（郡山市ふれあい科学館） 

①宇宙劇場運営 

事  業  名 回数 期  日 

プラネタリウム番組投映  

・プラネタリウム一般番組「オーロラ旅行」 

ほか６番組 
 通年 

・キッズアワー「ほしのせかいりょこう」ほか６番組  通年 

・ドーム映像番組 

夏休みドーム映像番組 
冬のドーム映像番組 
春のドーム映像番組 

 

 

夏休み 
12月～１月上旬 
春休み 

・イブニングアワー「星空ライブ60 春の星空編」  
「アラスカからオーロラ生中継」ほか７番組 

33回 
５月・８月 
七夕・十五夜・クリスマス 
２～３月の土曜・日曜日等 

・学習番組「星座を見つけよう」ほか５番組  通年 

・幼児番組「みぢかなうちゅうのおはなし『ほしみる
おじさん』」ほか４番組 

 通年 

プラネタリウム演劇 ２回  

音楽コンサート 

・星と音楽(プラネ)  通年 

・宇宙劇場コンサート 
サマーコンサート、X’masコンサート、ファミリ
ーコンサート 

３回 ７月・11月・２月 

 
②展示ゾーン運営 

事  業  名 日数 回数 期  日 

体験型展示物の運転   通年 

科学の実験ショー・実験工作教室等 

・サイエンスショー   通年 

・サイエンススタジオ   通年 

・ロボットショー   
土日祝日 
小中学校長期休業期間 

・わくわくカウンター   
土日祝日 
小中学校長期休業期間 

パソコン工房 

・デジタルスタジオ   土曜日 

実験工房 

・サイエンス広場   日祝日 

団体利用向け科学教室 

・サイエンス教室   通年 

Ｎゲージ鉄道ジオラマショー   通年 

学校長期休業期間中の特別事業 
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・サイエンスフェスティバル   ゴールデンウイーク・夏休み 

・夏休み科学工作コーナー   夏休み 

・理科大好き！自由研究講座 １日 ２回 夏休み 

 
③資料の収集・展示等 

事  業  名 日数 回数 期  日 

資料の収集保管、資料の展示、資料の解説 

 

  通年 

 
④教育普及活動 

事  業  名 日数 回数 期  日 

講演会 

・星の講演会 ３日 ３回 10月・11月・２月予定 

講座・体験学習・ワークショップ等 

・科学ゼミナール ５日程度 ５回程度  

・コズミックカレッジ １日 １回  

・天文カレッジ 15日 15回 ５月～３月 

・星空案内人資格認定制度（星のソムリエ） 24日 24回 通年 

・天体望遠鏡操作講習会 １日 １回 10月予定 

・「一家に１枚」シリーズポスター解説ミニ

講座 
１日 ２回 ４月 

・科学技術へのいざない １日 １回  

・星空環境ゼミ    

天体観望会 

・天体観望会   天文現象に合わせて開催 

・駅前観望会 ９日 ９回 通年（冬期は除く。） 

企画展 

・ホワイエ企画展   通年 

・学校向け巡回展   通年 

・鉄道の日鉄道フェスティバル ３日 １回 10月７日～９日 

・スペースパーク企画展 
「3Dゴーストハウスの科学」 

40日 １回 7月15日～8月24日 

・スペースパーク企画展 
「万華鏡と光の不思議展(仮称)」 

33日 １回 12月２日～１月８日 

・ロボット展 13日 １回 
４月１日～５日 
３月24日～31日 

学習支援 

・ロボット貸出事業   通年 

・天体望遠鏡貸出事業   通年 
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・高校天文部支援事業 ５日程度 ５回程度 ６月～11月  

・科学館支援グループ   通年 

アウトリーチ事業 

・星の宅配便 ８日程度 ８回程度 ５月～11月 

・科学の宅配便   通年 

・講師派遣   通年 

・ふくしまサイエンスぷらっとフォームアウ
トリーチ活動 

１日程度 １回
程度 

 

 

クラブ活動 

・天文クラブ ７日 ７回 ６月～２月 

・科学クラブ ７日 ７回 ６月～２月 

・科学情報クラブ ７日 ７回 ６月～２月 

作品募集 

・第17回コンピューターグラフィックス展 
60日 
程度 

１回 11月～１月 

・ふくしま星・月の風景フォトコンテスト 

巡回展 

 
  第５回ふくしま星・月の風景 

フォトコンテスト 作品募集 

  

 

通年 

 

10月～11月（予定） 
 

・「宇宙の日」記念全国小･中学生作文絵画コ
ンテスト 

 １回 ７月～９月(予定) 

社会的弱者に配慮した事業 

・字幕つきプラネタリウム ２日 ２回  

出版 

・年報(ウェブサイト版)、科学館ニュース「ほ

しのうみ」 
  通年 

情報発信 

・郡山市ふれあい科学館総合案内「プログラ
ムガイド」、学校・団体利用の手引、ウェブ
サイト、facebook、メールマガジン、テレ
ビ・新聞等による情報発信ほか 

  通年 

調査・研究・発表 

・天文・展示最新情報調査・研究 
・天文・展示関連協議会調査・研究・発表 
・天文・展示学術会議調査・研究・発表 
・天文・展示先進施設調査・研究 

  通年 

 
  ⑤その他 

運営協力 

・郡山市少年少女発明クラブ 

 

 

 

10日 10回 通年 

・日本宇宙少年団こおりやま分団 

 

  通年 

 ・ふくしまサイエンスぷらっとフォーム   通年 
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・こどもまつり １日 １回 ５月 

ボランティア活動の推進 

 

  通年 

博物館実習プログラム ７日 １回 ９月 

インターンシップ（就業体験）受け入れ   通年 

 
 
 
（4）文学の振興 

（郡山市こおりやま文学の森資料館） 

① 市民鑑賞型事業 

事  業  名 日数 回数 期  日 

常設展   通年 

特別企画展「さとうわきこ」 50日 １回 ７月８日～９月３日 

特別企画展「中原中也」 44日 １回 10月７日～11月26日 

企画展「収蔵資料展」 44日 １回 ４月29日～６月18日 

文学講演会 １日 １回 10月29日 

おでかけ文学館  ３回 ８月～２月 

 

②市民参加型事業 

事  業  名 日数 回数 期  日 

文学講座 16日 16回 ５月～１月 

文学散歩 １日 １回 ９月10日 

文学の集い ５日 ５回 ５月～３月 

三汀賞俳句募集 
 １回 募 集  ７月～９月 

19日 １回 作品展  ２月４日～25日 

こども文学研究所 

・感想文講座 １日 ２回 ８月 

・感想文コンクール 
 １回 募 集 ８月～９月 

14日 １回 作品展 12月９日～24日 

他団体連携・協働事業 

・第56回久米賞・百合子賞  １回 募集 ６月～９月 

・郡山市児童作文コンクール優秀作品展 15日 １回 １月５日～21日 

・郡山市内文芸愛好会合同作品展 32日 １回 ３月10日～４月15日 

 

③その他の事業 

事  業  名 

 

期  日 

調査・研究 
 

通年 
文学資料整理・保管 

 
通年 
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情報発信 通年 
文学レファレンスサービス 通年 

 

 

 

 

２ 文化財の調査・研究及び保護・知識の普及等並びに地域社会の発展に関する事業 

（1）埋蔵文化財、文書、民俗資料等の調査・研究、整理、展示等 

（文化財調査研究センター） 

郡山市からの委託を受け、次の事業を実施する。 

①発掘調査事業 

事  業  名 期  日 

正直Ｂ遺跡発掘調査事業 

 

 

５月〜３月 

市内緊急発掘調査事業 ４月〜３月 

市内遺跡試掘調査事業 ４月〜３月 

 

②文化財整理事業 

事  業  名 期  日 

守山藩御用留帳翻刻事業 ４月〜３月 

考古資料整備活用事業 ４月〜３月 

 

③文化財普及啓発事業 

事  業  名 期  日 

文化財等学習サポート事業 

４月～３月 考古・歴史展示事業 

文化財出前展示事業 

文化財企画展示事業 未定 

 

④環境整備事業 

事  業  名 期  日 

市内遺跡環境整備事業 ５月～11月 

 

   ⑤その他 

事  業  名 期  日 

情報発信事業  広報誌「CROSS POINT」の発行 
ウェブサイトの更新 通年 
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（2）郷土の歴史と文化の普及 

（大安場史跡公園管理センター） 

①市民鑑賞型事業 

事  業  名 日数 回数 期  日 

常設展 315日 １回 通年 

第１回企画展「腕輪の考古学」 49日 １回 ７月８日～８月27日 

第２回企画展「遺跡と災害」 37日 １回 10月28日～12月10日 

歴史講演会 １日 １回 11月３日 

企画展記念講演会 １日 １回 ７月17日 

第１回歴史講座 １日 １回 ５月28日 

第２回歴史講座 １日 １回 ２月25日 

十二支の考古学展－戌－ 27日 １回 １月５日～２月４日 

中田町の歴史展 39日 １回 ４月15日～５月28日 

 

②市民参加型事業 

事  業  名 日数 回数 期  日 

体験学習個人向けメニュー 随時 随時 通年 

体験学習団体向けメニュー 随時 随時 通年 

陶器づくり １日 １回 ９月３日 

あなただけの土器づくり（上級編） ２日 １回 ４月 22日・23日 

江戸の遊具 泥メンコづくり １日 １回 １月６日 

古墳の華 埴輪を作ろう １日 １回 10月 29日 

君も発掘探検隊 ３日 ３回 
４月29日・７月１日・11月
５日 

石碑の拓本実習 １日 １回 ３月 10日 

制作土器展 随時 随時 通年 

自由研究をはじめよう作品展 30日 １回 ８月１日～31日 

石碑の拓本展 18日 １回 ３月 13日～31日 

制作埴輪展 23日 １回 12月２日～27日 

 

③その他の事業 

事  業  名 日数 回数 期  日 

グルメ体験 ２日 ２回 ６月 18日・１月 14日 

冬を観察する １日 １回 ２月４日 

自由研究をはじめよう １日 １回 ７月 23日 

歴史散歩・春 １日 １回 ５月 21日 

歴史散歩・秋 １日 １回 10月 22日 

歴史ウォーク １日 １回 ３月 18日 
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こどもオリンピック ３日 １回 ５月３～５日 

大安場古墳まつり 夏 ２日 １回 ７月 29日・30日 

大安場古墳まつり 秋 ２日 １回 10月８日・９日 

資料整理・保管事業 随時 随時 通年 

教材作成 随時 随時 通年 

古墳調査 随時 随時 通年 

 
   ④指定管理者独自の事業 

事  業  名 日数 回数 期  日 

草木染め ３日 ３回 
８月27日・11月19日 
１月28日 

古代の糸作り １日 １回 ６月 25日 

虫の音と古琴の夕べ １日 １回 ９月 24日 

わら細工 １日 １回 12月 17日 

七夕うま作り １日 １回 ７月２日 

紙すき体験 １日 １回 12月３日 

古代米の田植え体験 １日 １回 ５月 14日 

人形劇 １日 １回 ２月 18日 

昔ばなし １日 １回 ３月 25日 

ボランティア館内研修 ４日 ４回 
４月８日・７月９日 

９月９日・２月10日 

ボランティア館外研修 １日 １回 ６月11日 

 新規ボランティア研修 

 

２日 ２回 ３月３日・４日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野鳥観察会 １日 １回 ６月４日 

竹細工体験 １日 １回 ８月 20日 

古墳でお月見 １日 １回 ８月６日 

情報発信事業 随時 随時 通年 

 
 

 

 

３ 勤労者の職業能力開発等及び地域社会の発展に関する事業 
(1) 労働者の福祉の増進と地域社会の発展 

（郡山市労働福祉会館） 

①情報提供事業 

勤労者の福祉向上のため、施設内の情報コーナーにポスターの掲示、チラシを配置し、

求職情報、労働相談会や就職支援セミナーなどの開催情報、資格試験の情報などの様々な

情報提供を行う。 
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②貸館事業 

労働者の福祉の増進と勤労意欲の向上、さらには地域社会の発展のため、施設利用にお

ける公平性の確保、利用者の安全確保を図り、各種団体の会議、研修等の場として施設を

提供する。 

 

 

 

(2) 勤労者の職業能力開発と地域社会の発展 

（郡山地域職業訓練センター） 

勤労者の職業スキル向上と職業安定を図るため、次の事業を実施する。 

①情報提供事業 

 ウェブサイトや facebook を利用するほか、施設内でのポスター掲示、チラシの配置によ

り、パソコン講座や医療系事務講座等の開催及びハローワーク等の求人情報の提供を行う。 

 
②職業講座事業 

勤労者等を対象に各種職業講座を開催する。 
事    業    名 日 数 回数 実施時期 

ワード３級講座 23 日 １回 ９月～11月 

エクセル３級講座 23 日 １回 ７月～８月 

パソコン入門講座 40 日 ４回 ５月～２月 

エクセル応用講座 20 日 １回 10月～12月 

ワード３級短期講座 ５ 日 １回 11月～12月 

エクセル３級短期講座 ５ 日 １回 ９月～10月 

医療事務講座 30 日 ２回 ６月～12月 

医療事務講座(夜間) 30 日 1回 ６月～12月 

調剤薬局事務講座 12 日 ２回 ５月～10月 

タブレット入門講座 ３ 日 ３回 ６月～１月 

パワーポイント講座 ４ 日 ２回 ７月～２月 

 

③操作技能評価試験事業 

勤労者等を対象に技能評価試験を実施する。 
事    業    名 日 数 回数 実施時期 

ワープロ部門３級検定試験 ２ 日 ２回 10月～12月 

表計算部門３級検定試験 ２ 日 ２回 ８月～10月 

 

④貸館事業 

利用者の安全確保を図りながら、技能労働者等の職業訓練、さらには、地域団体の活性

化を図る場として施設を提供する。 
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４ 男女共同参画社会の形成の振興及び地域社会の発展に関する事業 
(1) 男女共同参画社会の形成の振興と地域社会の発展 

（郡山市男女共同参画センター） 

①学習事業   

事    業    名 日数 回数 実施時期 
男女共同参画啓発事業 

 

 

 １回 ４月～６月 

父親の育児参画事業 ２日 ２回 12月・２月 

男性の意識改革推進事業 ６日 ６回 ６月～12月 

ライフステージに応じた健康に関する事業 ６日 ６回 ６月・９月・２月 

子育て支援事業 ３日 ３回 ６月 

 

 

男女共同参画推進週間事業 ７日 １回 ６月 

ジェンダー学習事業Ⅰ（歴史にみる女性像） 

 

１日 １回 ７月 

ジェンダー学習事業Ⅱ（文学に見る女性像） １日 １回 10月 

 ジェンダー学習事業Ⅲ（自分らしく生きる講座） １日 １回 ９月 

女性のエンパワーメント推進事業 ２日 

 

２回 10月 

人権尊重啓発事業 ２日 ２回 ２月 

就活支援事業 ６日 ６回 10月 

市民団体協働事業   通年 

 
   ②交流事業 

事    業    名 日数 回数 実施時期 
交流事業Ⅰ（第 16回郡山市男女共同参画フェスティバル） ３日 １回 ２月 
交流事業Ⅱ（男女共同参画サポーター養成講座） ２日 ２回 ４月～３月 

 交流事業Ⅲ（NWECフォーラム参加支援事業） ２日 １回 ８月 

交流事業Ⅳ（未来館フェスティバル参加支援事業） １日 １回 ９月 

交流事業Ⅴ（三世代交流事業） １日 １回 12月 

 
③情報事業 

事    業    名 
  

実施時期 
男女共同参画パンフレット、情報掲示、関連図書による啓発 通年 

ビデオ、図書貸出 通年 

新聞等のタイムリーニュース掲示板設置 通年 

提案箱の設置 通年 

男女共同参画関連団体支援（情報紙等の設置） 通年 

ウェブサイトや facebookなどによる情報発信 通年 

 

④相談事業 

事    業    名 日数 

 
実施時期 

相談事業Ⅰ（男女平等・人権に関する相談）  通年 

相談事業Ⅱ（特設人権相談 相談業務支援） 10日 通年（８月・２月を除く） 
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相談事業Ⅲ（女性のための相談日（ＤＶ等相談）） 48日 通年 

相談事業Ⅲ（女性のための相談日（法律相談）） 12日 通年 

 
⑤貸館事業 

男女共同参画社会の形成のための拠点施設として、男女共同参画社会に向けた意識の高

揚を推進し、さらには地域社会の発展のため、施設利用における公平性の確保、利用者の

安全確保を図り、市民及び各種団体に研修、交流等の活動の場として施設を提供する事業。 
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収益事業 

 

１ 文化施設等の入場券販売受託事業 
郡山市民文化センターの窓口で、市民の利便性を図るため同文化センターで開催する各種

入場券や同文化センター以外の文化施設等の入場券を受託して販売する事業。 

  

２ 公益目的以外の貸館に関する事業 
郡山市民文化センター、郡山市労働福祉会館、郡山地域職業訓練センター及び郡山市男女

共同参画センターにおいて、公益目的事業以外に施設を貸与する事業。 

 

 

 

 

 

その他の事業（相互扶助等事業） 

 

中小企業勤労者等の福祉推進事業 

郡山市内に働く中小企業の勤労者及び事業主の方々を対象に福利厚生の増進を図るため、

郡山市勤労者互助会を運営し、次の事業を行う。  

 

①共済給付事業  

弔慰金、見舞金、祝金等を給付 

種  類 共済の事由 共済給付金額 給付条件 

死亡弔慰
金 

会 員 が 死
亡 し た 場
合 

病気による
死亡の場合 

150,000 円  

80,000 円 

・満 70 歳以上での死亡 
・会員資格の取得日から 1 年
以内に共済事由が発生したと
き 

不慮の事故
等による死
亡の場合 

200,000 円 

下記により死亡した場合を除
く 
・会員の故意や重大な過失に
よるもの 
・会員の犯罪行為によるもの 

会員の配偶者が死亡した
場合 

80,000 円 
下記により死亡した場合を除
く 
・会員の故意や重大な過失に
よるもの 
・会員の犯罪行為によるもの 

会員の子が死亡した場合 50,000 円 

会員の親が死亡した場合 17,000 円 
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住宅火災
見舞金 

火 災 等 に
よ る 住
宅・家財の
損害額が、
2,000円以
上 

全焼（70％以
上） 

200,000 円以内 

下記により生じた損害を除く 
 
・会員又は会員と生計を一に
する者の故意や重大な過失
によるもの 
・戦争や変乱によるもの 

半焼（20％以
上） 

135,000 円以内 

一部焼（20％
未満） 

50,000 円以内 

 自 然 災 害
等 に よ る
住 宅 の 損
害 額 が 20
万円以上 

全壊・流失
（70％以上） 

20,000 円 

半壊（20％以
上） 

10,000 円 

一部壊（20％
未満） 

4,000円 

床上浸水 4,000円  

障がい見
舞金 

会 員 が 身
体 障 が い
者となった
場合 

１級・２級 100,000 円 

 ３級・４級 75,000 円 

５級・６級 50,000 円 

傷病休業
見舞金 

休業30日以上の場合 14,000 円 
 

休業90日以上の場合 39,000 円 

結婚祝金 会員が結婚した場合 

25,000 円  

17,500 円 
会員資格の取得日から 1 年
以内に共済事由が発生した
とき 

出産祝金 会員に子が出生した場合 

15,000 円  

12,500 円 
会員資格の取得日から１年
以内に共済事由が発生した
とき 

就学祝金 
会員の子が小学校に入学した場合 10,000 円 

 
会員の子が中学校に入学した場合 10,000 円 

成人祝金 
会員が満年齢20歳になった
場合 

10,000 円  

5,000円 
会員資格の取得日から１年
以内に共済事由が発生した
とき 

還暦祝金 
会員が満年齢60歳になっ
た場合 

10,000 円  

5,000円 
会員資格の取得日から１年
以内に共済事由が発生した
とき 

銀婚祝金 
会員が結婚25周年を迎え
た場合 

15,000 円  

7,500円 
会員資格の取得日から１年
以内に共済事由が発生した
とき 

退会金 
会員期間が満5年以上 10,000 円 

 
会員期間が満10年以上 15,000 円 
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②融資斡旋事業 

福島県労働者支援融資制度の斡旋 

項    目 取扱金融機関 融資限度額 返済期間 

勤労者支援資金 

冠婚葬祭費 

東北労働金庫 

福島県本部 

100万円以内 

最長７年以内 福祉車両購入・改

造資金 
200万円以内 

教育費 300万円以内 最長10年以内 

育児・介護休業者

等生活資金 

医療費・災害復旧

費 
100万円以内 最長７年以内 

育児・介護休業期

間中の生活資金 
求職者緊急支援

資金 
求職活動に必要

な生活資金 100万円以内 最長５年以内 

※保証料率・保証人等は(一社)日本労働者信用基金協会の基準による。 

 

③福利厚生事業        

ア 自主事業 

行   事   名 場    所 実施時期 

主催事業 
わらび採り日帰りツアー 山形方面 春 
春の日帰りツアー 未定 春 
お菓子作り教室 男女共同参画センター 春 
ソフトボール大会 片平スポーツ広場 夏 
東京ドームプロ野球観戦一泊ツアー 東京方面 夏 
ボウリング大会 タイトーアミューズメントシティ郡山 秋 
東京ディズニーリゾート一泊ツアー 東京ディズニーリゾート 秋 
秋の一泊ツアー（世界遺産リスト佐渡の旅） 
（予定） 

佐渡方面 秋 

ヨーガ教室 リゾート・インぼなり 秋 
年末買い物日帰りツアー 築地方面 冬 
年末パーティー 市内 冬 
いちご狩りと寿司食べ放題日帰りツアー 茨城・栃木方面 冬 

東京ディズニーリゾート日帰りツアー 東京ディズニーリゾート 冬 

一般財団法人福島県民共済会、郡山市勤労者互助会主催事業 

無料法律相談会 労働福祉会館 夏・春 

カルチャー教室 未定 冬 
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イ 健康維持増進事業  

助  成  対  象 内   容 

定期健康診断助成 
事業所での定期健康診断を行った場合に対
し費用の一部を助成 

人間ドック利用助成 
人間ドック受診者に対し、隔年で費用の一部
を助成 

 

ウ 自己啓発事業  

助  成  対  象 内   容 

国家資格等取得の受験料助成 
会員が自己啓発を目的に国家資格等を取得
する場合の受験料の一部を助成 

 

エ 割引助成 

助  成  対  象 内   容 

レクリエーション 
映画鑑賞券  カルチャーパーク券 
サマー・ウインターフェスタ券 

文化教養 
文化センター主催コンサート券 
民間主催コンサート券 

健康維持 
スキーリフト券  ボウリング利用券 
ユラックス熱海温泉券 マッサージ等施術
券 

指定旅行 旅行業者主催旅行助成 

 

オ 施設利用助成       

宿泊助成 

施  設  名 

磐梯熱海温泉 四季彩一力 猪苗代温泉 ホテルリステル猪苗代 

磐梯熱海温泉 金蘭荘花山 熱塩温泉 山形屋 

磐梯熱海温泉 松柏 裏磐梯 グランデコ東急ホテル 

磐梯熱海温泉 きらくや 裏磐梯 レイクリゾート 

磐梯熱海温泉 昭月 大江戸温泉 東山グランドホテル 

磐梯熱海温泉 八景園 東山温泉 御宿東鳳 

磐梯熱海温泉 深山荘 芦ノ牧温泉 丸峰観光ホテル 

磐梯熱海温泉 健康温泉水林亭  ルネサンス棚倉 

磐梯熱海温泉 守田屋 母畑温泉 癒しの湯高蔵内源泉 

磐梯熱海温泉 一鳳館 母畑温泉 八幡屋 

磐梯熱海温泉 清稜山倶楽部 新甲子温泉 五峰荘 

磐梯熱海温泉 山城屋旅館 新甲子温泉 みやま荘 

磐梯熱海温泉 ホテル華の湯 野地温泉 野地温泉ホテル 

磐梯熱海温泉 萩姫の湯栄楽館 新野地温泉 相模屋旅館 

磐梯熱海温泉 湯のやど楽山 松川浦 亀屋 
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磐梯熱海温泉 幻灯庵月の庭 ホテルハワイアンズ 
ホテルバーデン いわき新舞子ハイツ 
なりた温泉 リゾート・インぼなり 
あだたら高原 空の庭プチホテル 飯坂温泉 葵館 
あだたら高原 空の庭リゾート 飯坂温泉 飯坂ホテル聚楽 
表磐梯 ヴィライナワシロ 穴原温泉 吉川屋 
穴原温泉 渓苑花の瀬 小野川温泉 湯杜匠味庵 山川 

穴原温泉 山房月之瀬 赤湯温泉 櫻湯 山茱萸 
土湯温泉 山水荘 白布高湯温泉 別邸 山の季 
土湯温泉 はるみや旅館 草薙温泉 高見屋最上川別邸 紅 
あだたら高原岳温泉 鏡が池碧山亭 かみのやま温泉 月岡ホテル 
岳温泉 陽日の郷あづま館 ＴＯＷＡピュアコテージ 

岳温泉 ホテル光雲閣 定山渓温泉 定山渓ビューホテル 

岳温泉 くぬぎだいらホテル 洞爺サンパレスリゾート＆スパ 

ヘルシーパルあだたら 阿寒湖温泉 ニュー阿寒ホテル 

秋保温泉 岩沼屋 南紀白浜温泉 ホテル川久 

秋保温泉 ホテル瑞鳳 白浜古賀の井リゾート＆スパ 

秋保温泉 秋保グランドホテル ホテルサンバレー那須 

蔵王温泉 蔵王国際ホテル 白馬アルプスホテル 

蔵王温泉 ホテルハモンドたかみや 東京ベイ舞浜ホテル 

蔵王温泉 タカミヤビレッジホテル樹林 ホテルウイングインターナショナル 

 全国 21店舗 蔵王温泉 たかみや瑠璃倶楽リゾート 
蔵王温泉 ホテルルーセントタカミヤ かんぽの宿 

 全国 50店舗 蔵王温泉 深山荘高見屋 
湯野浜温泉 湯の浜テラス西洋茶寮 ダイワロイヤルホテルズ 

 ロイヤルホテル全国 28店舗 庄内あつみ温泉 高見屋別邸 久遠 
 

東京ディズニーリゾート 

助 成 対 象  内 容 

東京ディズニーリゾート特別利用券 
パスポート、ディズニーホテル宿泊料、ディ
ズニーファンクラブ年会費の割引助成 

 

マッサージ等利用助成 

施  設  名 

市川鍼灸指圧治療院 國分療術院 

近藤療術院 鈴木療術院 

添野治療院 添野治療院島の湯分室 

ひかり堂療術院 いずみ療術院 
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カ 施設割引利用提携  

施  設  名 

郡山市ふれあい科学館 全国のかんぽの宿 

花と歴史の郷 蛇の鼻 南東北医療クリニック 

スパリゾートハワイアンズ 那須ハイランドパーク 

江戸ワンダーランド日光江戸村 ボウルアピア郡山 

タイトーアミューズメントシティ郡山 スパリゾートハワイアンズゴルフクラブ 

キタスポ ナンスポ 

なりた温泉 うねめ温泉 

かに徳 家族葬のみやび 

ジーラックスイミングクラブ アサカペットクリニック 
彫刻工房ブラスト カットハウスゆう 
音川青果店 さんかけや 
キャンディドリーワン ちゃすき 
Yahoo！ショッピングしずくパピヨン (有)マルコー自動車整備工場 
VIAREISE[ビアライズ] 会津高原たかつえスキー場 
快眠館サガワ寝具 猪苗代スキー場 
あだたら高原スキー場 グランドサンピア猪苗代リゾートスキー場 
グランデコスノーリゾート 星野リゾートアルツ磐梯 
沼尻スキー場 箕輪スキー場 
星野リゾート裏磐梯猫魔スキー場  

 

④会員の加入促進活動 

活 動 内 容 

互助会ウェブサイト、Facebook、テレビＣＭ及び新聞広告等による周知 

各種事業団体が開催する集会時等での互助会制度の説明 

各種団体の機関誌に互助会制度の内容記事掲載依頼 

加入報奨金制度の周知 

加入促進員による事業所戸別訪問活動 
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