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一般財団法人 北見市勤労者福祉サービスセンター
〒090-0040 北見市大通西２丁目２番地 大通ビル３階

TEL 0157-22-7115 / FAX 0157-25-4992

https://kitafuku.zenpuku.or.jp/
〔会員数〕 ３２０事業所/２,８１２名 （令和4年5月26日現在）

✯✯ 令和３年度の事業及び決算報告 理事会で承認され 6月16日開催の定時評議員会で報告する予定 ✯✯
去る5月26日に開催の理事会において、当センターの令和３年度各事業会計の決算及び事業状況が報告され承認されました。
これらは 6月16日に開催予定の定時評議員会においても報告し承認をえることになりますが、その概要(一部)を下記のとおり
掲載いたします。なお、詳細は6月24日(予定)から当センターのホームページ｢事業報告等｣欄でご覧いただくことができます。
≪令和３年度正味財産増減計算書≫(円)
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
(1) 経常収益
特定資産運用益
受取入会金
正会員受取会費
事業収益
(施設管理受託業務収入)
(施設利用料収入)
受取補助金収入
受取負担金収入
雑収益
(受取利息)
(受取配当金)
(研修会参加負担金)
(雑収益)
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
管理費
経常費用計

当期経常増減額

≪令和３年度 給付金支給実績≫
２．経常外増減の部
(1)経常外収益

1,353
37,600
17,118,500
45,122,998
(41,112,968)
(4,010,030)
7,581,000
0
2,052,931
(158)
(239)
(0)
(2,052,534)
71,914,382
63,610,165
3,941,287
67,551,452
4,362,930

0

経常外収益計
(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

0
0
4,362,930
63,561,677
67,924,607

Ⅱ 指定正味財産増減額の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

Ⅲ 正味財産期末残高

0
0
0
67,924,607

≪令和３年度 会員等入・退会状況≫
事業所
会員
330
令和２年度末現在数
2,828
2
令和３年度の入会数
188
12
令和３年度の退会数
234
320
令和３年度末現在数
2,782

給付種別
①二十歳祝金
②結婚祝金
③出生祝金
④就学祝金
⑤水晶婚祝金（15年）
⑥銀婚祝金（25年）
⑦珊瑚婚祝金（35年）
⑧還暦祝金
⑨勤続２０年祝金
⑩勤続３０年祝金
⑪死亡弔慰金(会員)
⑫死亡弔慰金(配偶者)
⑬死亡弔慰金(子)
⑭死亡弔慰金(親)
⑮障害見舞金
⑯傷病見舞金(休業14日以上)
⑰傷病見舞金(休業60日以上)
⑱住宅災害見舞金
合
計

(円)

給付額
70,000
640,000
820,000
540,000
330,000
280,000
300,000
620,000
860,000
720,000
1,200,000
180,000
0
910,000
150,000
310,000
160,000
0
8,090,000

件数
7件
32件
41件
54件
33件
28件
30件
62件
43件
24件
12件
6件
0件
91件
3件
31件
8件
0件
505件

※ ｢障害見舞金｣は身体障害者手帳（１級又は２級）が交付された場合に、

また ｢住宅災害見舞金｣は、火災災害の場合のみが対象となります。

7月17日のプロ野球観戦ツアーは中止とし、個人でその試合を観戦した会員と登録家族に1,500円を助成することに!
～ 当該ツアーは 応募者が 5名を下回ったことなどから中止とし、当該試合を直に観戦の会員と登録家族 30名に限り上記の対応をすることといたしました ～

札幌ドームでの最後の観戦ツアーとなるかもしれないこと、
また新庄ビックボスの新生ファイターズを応援したいと思い、
4月18日から22日まで参加者を募集。その後 5月20日まで様子
をみましたが、応募者は 5名を下回る結果であり、また 新型
コロナの感染者は 減少化傾向にあるとはいえない状況である

ことから、大変残念ですが中止することといたしました。
ただ、冒頭で述べた思いもあり、この試合を｢札幌ドーム｣
で直に観戦した会員と登録家族 30名限定（スポーツ観戦
とは別枠）で1,500円を助成することにいたしました。
なお、助成希望者が30名超の場合は抽選となります。

※ 当該助成手続は スポーツ観戦助成に準じます。助成申込は 平成４年７月１５日迄に 当センター窓口にてお願いします‼
※ 北見カントリークラブより、 前号３頁に記載の
割引料金に誤りがあったとのことで、訂正依頼
がありましたのでお知らせいたします。
なお、朱書きの数字が正しい料金です。

≪北見
カントリークラブ≫
（☎３６-８８１１）

区

分

① ６月～１０月２３日
ゲスト通常料金

平

日

割引料金

② ４月・１０月２４日～
ゲスト通常料金

割引料金

③ ５月
ゲスト通常料金

割引料金

9,080円

8,500円

7,810円

7,600円

8,530円

8,330円

土/日/祝 13,990円

10,850円

12,070円

9,350円

12,940円

9,900円

会員メリット拡充のため 各事業所様には、積極的な「割引指定店」への登録をお願いいたします！
情報満載‼「

全福センター」の ホームページ

全国各地の旬の味覚や生活用品等を会員割引価格での提供
や宿泊施設等の紹介など様々な情報を発信しています。
❐ホームページ
http：//ｗｗｗ.zenpuku.or.jp/
★会員ページへのログインID・パスワードは当センターにお問合せを!

当サービスセンター の ホームページ
会員の皆様への情報提供としてホームページを開設し
ています。また、各種請求・届出用紙等もダウンロード
してお使いいただけます。
❐https://kitafuku.zenpuku.or.jp/
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ご活用ください!! （各種助成取扱います。）
常呂町健康温水プールの利用料助成（６月１日から 助成券の交付を開始）
❀助成対象 ： 会員のみ
❀交付枚数 ： １会員５枚まで（40枚限定）
❀助 成 額 ： 150円（利用料1回につき 480円）

④

❀申込等： 当センター事務局に助成券の交付の申込み
をしてください。 (FAX可)
※今年の開館期間は ６月１日～９月３０日 とのことです。

～ 今年も助成します! みんなで北見の名産品を応援しよう !! ～
「オホーツクビール」を堪能する助成券
「オホーツク北見塩やきそば」を味わう助成券
⓹
❀と こ ろ ホテル黒部 /OBF/瀋陽飯店

❀と こ ろ オホーツクビアファクトリー (OBF)
❀助 成 額 500円（2,000円以上飲食の際に使用可）

❀助 成 額 300円（1食800円～900円）
❀助成対象 会員（150枚限定）
❀助成期間 ７月１日(金 )～２月２８日(火)
★助成券は、６月２０日(月)～ 当センター窓口にて交付

❀助成対象 会員（10０枚限定）
❀助成期間 ７月１日(金 )～２月２８日(火)
★助成券は、６月２０日(月)～ 当センター窓口にて交付

｢サクランボ狩り」入園料助成
❀と き
❀ところ
❀対 象
❀助成額

⑥

⑦

(仮称)「ルーヴル美術館の銅版画｣展
❀と き 7月16日(土)～8月28日(日)
❀ところ 北網圏北見文化センター
❀対 象 会員/家族（先着20名）
❀前売額 400円(一般500円)の予定

7月1日～31日(天候により変動あり)
石川果樹園（昭和258）
会員/家族（先着50名）
200円（入園料:中学生以上８00円 小学生500円）

⑨

★助成券は、6月１５日(水)～ 当センター窓口にて交付の予定

※ルーヴル美術館カルゴグラフィー室所蔵の原画中、日本での特別公開のため

★助成券と料金の差額を石川果樹園(現地)に提出してください。
★開園日等は 同果樹園(連絡先☎25-0387)に確認してください。

※詳細は、北網圏北見文化センター（☎23-6700）へ

当時の貴重な版を用いて刷られた銅版画 約130点をご紹介する予定です。

北見市民会館会館５０周年記念

宝くじ文化公演 ～出演者：高橋長英・藤田弓子ほか～

ONEOR8 「連結の子｣
❀と

き

⑧

オフィス３〇〇 「私の恋人

7月13日(水) 19時開演

❀と
全席
指定

❀ところ
❀対 象

きた･アート21 中ホール）

❀助成額

き

７月22日(金) 18時30分開演
全席
指定

北見市民会館 大ホール

会員/家族（先着15名）

❀ところ
❀対 象

一

❀助成額

一 般1,400円(前売 7,000円)
ペア2,600円(前売 13,000円)

般 300円(前売 1,500円)
高校生以下 100円(前売 500円)

高橋長英

藤田弓子

✤前売券は、 きた・アート21 において販売中
★前売券をご購入のうえ、当センターで所定の助成手続きを！

beyond」 ⑩

会員/家族（先着15名）

✤前売券は、 きた・アート21など において販売中
★前売券をご購入のうえ、当センターで所定の助成手続きを！

※公演の詳細は、北見芸術文化ホ－ル（☎31-0909）へ

※公演の詳細は、北見芸術文化ホ－ル（☎31-0909）へ

上記のほか、次の公演等についても助成を予定しております。（詳細は、事務局にお問い合わせください。）
※ 8月11日(木) 北見市民ホール自主事業 (STV共催)「ベンチャーズ ジャパン・ツアー2022 ｣（北見市民会館 大ホール ）

⑪

※

⑫

8月28日(日) 北見市民ホール自主事業

お知らせ

声優朗読劇 VORLESEN ～晩餐～ （きたアート21 中ホール ）

6月18日・19日に予定していた｢第35回でっかいどうオホーツク北見ツーデーマーチ｣は
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年も中止することが決定したとのことです。

全福センターのサービス等を お知りいただくため、4月14日に各事業所に お得な情報誌‼ 「全福ネット ガイドブック2022」を
お配りしておりますので、是非一度お読みいただき、レジャー施設や旅行などにお出かけの際、お得な情報をご活用ください。
～ 全福センター会員限定 ～ 全福ネットあんしん労災（全福ワンコイン労災） の ご案内
☆ 労働災害における国の労働災害保険(労災保険)に上乗せする、団体型労働災害共済(保険)です。
☆ 事業主の経営リスクを軽減し、従業員の福利厚生の充実を図る共済(保険)です。
加入条件・方法
＊加入資格： SCの会員事業所（経営者・個人事業主）で国の労災保険加入者
＊申込方法： 事業所単位でWebにて申込み
＊加入口数と補償額： １口より選択、３,０００万円を目安に最高加入口数まで
＊共済掛金：従業員一人当たり１口月額１００円から

https://zenpuku-rousai.jp

一般社団法人 全国中小企業勤労者福祉サービスセンター
お問い合わせ先

全福ワンコイン労災係

全福ワンコイン労災

検索

共済元受団体 ： 友愛共済協同組合

ＴＥＬ： ０３-６６５９-５７７３

ＦＡＸ： ０３-６９０８-７６１１
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～ 快適な日々を生涯送るため、家族の安心のため ～

がん検診・骨粗しょう症検診・特定健康診査の助成案内

≪がん検診（全額助成）≫ ①

〔集団検診：市指定会場〕

６月から北見市が実施する、胃がん・肺がん・
大腸がん・子宮頚がん・乳がんの検診を受ける際
の自己負担額を全額助成いたします。
検診日程等は、「広報きたみ」５月号に折込の
Ａ3判チラシ「令和４年度 北見市がん検診のお知らせ」
でご確認下さい。

✯申込方法✯
受診を希望される方は、先ず北見市健康推進課
（電話 23-8101）か、受診希望の自治区総合支所
へ電話等で申し込みをし、検診日を確認してから
当センター事務局へご連絡下さい。
（助成定員 会員/家族50名）

検診種別

受診し、自己負担額を支払った後、当該領収書
(レシート可)を当センター事務局へご提出下さい。
後日、事業所口座宛に助成金を振込みます。

≪骨粗しょう症検診（全額助成）≫ ②
✯対象者は、北見市民で、本年4月1日現在、満 40・

検査内容

自己負担額

胃がん

40歳以上

胃部Ｘ線(ﾊﾞﾘｳﾑ)検査

1,100円

肺がん

40歳以上

①Ｘ線検査
②喀痰検査

①400円
②600円

大腸がん

40歳以上 便潜血検査
①頸部細胞診+超音波検査
20歳以上
子宮頸がん
(２年に１回)
乳がん

40歳以上
(２年に１回)

500円
①1,400円
②1,900円

②上記①+体部がん検診
乳房Ｘ線検査(マンモグラフィ)

①40～49歳 2方向撮影
②50歳以上 1方向撮影

①1,300円
②1,100円

※ 上記「対象年齢」は、本年４月１日現在での満年齢です。

〔個別検診：市指定医療機関〕
検診種別

✯助成方法✯

対象年齢

対象年齢

検査内容

①頸部細胞診検査
子宮頸がん 20歳以上
(２年に１回) ②上記①+体部がん検診
乳がん
大腸がん

40歳以上

自己負担額

①1,400円
②2,000円

乳房Ｘ線検査(マンモグラフィ)

(２年に１回)

①40～49歳 2方向撮影
②50歳以上 1方向撮影

40歳以上

便潜血検査

①1,400円
②1,100円
600円

※ 上記「対象年齢」は、本年４月１日現在での満年齢です。

45・50・55・60・65・70歳の女性の方です。

✯助成定員 会員/家族１０名（自己負担額1,000円）
※申込及び助成方法は、がん検診と同様です。

≪特定健康診査（５００円～8００円助成）≫

③

特定健康診査は、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した健診です。メタボリック
シンドロームは、内臓脂肪の蓄積により、高血糖、高血圧、脂質異常症等が重複した状態のことです。
自覚症状はほとんどありませんが、放っておくと動脈硬化が急速に進行し、心臓病や脳卒中等を引き
起こす危険性が高まります。
この特定健診は、自分の健康状態を知り、身体のＳＯＳに気づく第一歩です。ぜひご活用下さい。

✯受診対象者✯
40歳～74歳の会員及び家族です。（協会けんぽ加入者は家族・国保加入者は会員及び家族）
✯検査受診の流れ✯
＜協会けんぽ加入者＞
①協会けんぽから、加入者本人の自宅に受診対象者の受診券が送付されます。
②受診を希望される方は、特定健診実施医療機関で受診して下さい。
＜国民健康保険加入者＞
①加入者個別に受診券が送付されます。
②受診を希望される方は、特定健診実施医療機関で受診して下さい。

✯申込方法✯
受診日が決定しましたら、当センター事務局へご連絡下さい。
助成定員は会員・家族25名です。
✯助成方法✯
受診し、自己負担金を支払った後、当該領収書(レシート可)を当センター事務局へご提出下さい。
後日、事業所口座宛に振込みます。
※自己負担金は、北見市国保加入者は５００円ですが、それ以外の方は実施医療機関でご確認下さい。
各種給付金の請求期間は、
その給付事由の発生の日から

１年間です！

この期間内に請求の手続きを行わないと
権利が消滅してしまいます。ご注意を!
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６月～８月の福利事業及び助成事業一覧
事

業

② 骨粗しょう症検診受診料助成
６
③ 特定健康診査受診料助成
月
④ 常呂町健康温水プール利用料助成
北見ツーデーマーチ

日

助成形態（額）

開催場所

対

象

受付 6/1～

保健センター/医療機関

助成額(全額)

受付 6/1～

市内医療機関

助成額1,000円(全額) 会員/家族10名

受付 6/1～

市内医療機関

助成額500円～800円 会員/家族25名

６/1～９/30 常呂町健康温水プール

6/18・19

=開催中止=

会員/家族50名

助成券150円

会員 1人5枚まで

北見駅南多目的広場他

助成額300円

会員/家族15名

オホーツクビアファクトリー（ＯＢＦ）

⑤ 全国で最初の地ビールを堪能する助成

7/1～2/28

助成券500円

会員 1人1枚 100名

⑥ オホーック北見塩やきそばを味わう助成

7/1～2/28 ホテル黒部/ＯＢＦ/瀋陽飯店 助成券300円

会員 1人1枚 150名

⑦ サクランボ狩り入園料助成
７
月 ⑧ ＊宝くじ文化公演 ONEOR8 ｢連鎖の子｣
⑨

８
月

期

名

① がん検診受診料助成

(仮称) ｢ルーヴル美術館の銅版画｣展

7/1～7/31 石川果樹園（昭和258）
7/13

きた･アート21(中ホール)

7/16～8/28 北網圏北見文化センター

助成券200円

会員/家族50名

助成額 大人 300円
高校生以下100円

会員/家族20名

前売400円(一般500円) 会員/家族20名

⑩ ＊オフィス３○○「私の恋人 beyond｣

7/22

北見市民会館大ホール

助成額 一般 1,400円
ペア 2,600円

⑪ ＊ベンチャーズ ジャパン・ツアー2022

8/11

北見市民会館大ホール

助成額 S席 A席 1,000円
会員/家族15名
ペア 2,000円

⑫ ＊声優朗読劇 VORLESEN ～ 晩餐 ～

8/28

きた･アート21(中ホール)

助成額 大人800円 (予定)
会員/家族15名
高校生以下100円

会員/家族12名

※上記①～⑫ の 事業は、当ニュースに事業概要が掲載されています。（事業名後ろに付番）
※事業名の頭に「＊」印が付されているのは、北見市民ホール自主文化事業（観賞料助成提唱事業）です。

ただ今、取扱中です!! （各種助成事業、当センター窓口にて）
☆ゴルフレッスン受講料助成券☆
光西町セフランドゴルフ２３０のパーソナルレッスン料
４０分間 ２,０００円を１,５００円で受講できる助成券を交付
中です。〔会員１人２枚まで〕

☆スポーツ観戦料助成☆
道内で開催の在道各種プロ球団のゲーム 又は アマチュアス
ポーツの大会（試合）などで 2,000円以上の観戦料に1,000円を
助成中です。〔会員/家族 年度内１回、要チケットの半券〕

☆北見ファミリーランド乗物一日フリーパス券購入助成券☆
乗物一日フリーパス券(1,400円)購入に対し、５００円の助成券
を交付中です。〔会員１人２枚まで〕

☆ボウル北見利用料助成券・割引券☆
市内で唯一のボウリング場となったボウル北見の1ケーム１５０円
の助成券を交付しています。 〔１会員５枚まで 先着１５０枚〕
他に、１ゲーム5０円割引券も配付中

☆道新文化センター講座入会料助成☆
書道/絵画/料理/音楽/舞踊/語学/PC等多彩なメニューが
揃っています。助成を活用して生涯学習を始めませんか？
入会金の助成を行っています。 〔会員１人１回〕

※当センターの事務所は

パラボ向いの 「大通ビル３階」 です。

☆指定保養所利用助成☆
当センター指定の契約保養所を利用する際は、会員
2,000円・家族1,000円の助成を行っています。
〔会員/家族１人１回、旅行代理店での予約は対象外〕

☆文化・芸術等の鑑賞料助成☆
北見市民ホール自主文化事業を除く、道内で開催の演劇、
コンサート、美術展等で2,000円以上の鑑賞料に1,000円を
助成中です。〔会員/家族 年度内１回、要チケットの半券〕

✧各ドック（人間・脳・心臓）受診料助成✧
人間ドック、脳ドック、心臓ドック いずれも 5,000円を
助成中です。健康チェックを！ 〔会員/いずれか１つ〕

✧端野温泉 のんたの湯回数券購入助成券✧
当センター発行の助成券と現金2,500円をフロントに提出し
入浴回数券(3,000円)をご購入下さい。ゆったりとお風呂に
浸かり遠赤磐サウナも！ 〔会員１人１枚〕

北見市民ホール自主文化事業などに、当該前売額の
概ね２０％を助成します。（枚数限定・一部除外あり)
前売額 助成額 前売額 助成額 前売額 助成額
3,500
700
2,000
400 900～800 200
3,000
600
1,500
300 700～600 150
2,500
500
1,000
200
500
100
※前売額が複数設定の場合は、当該最低額が助成対象基準額となります。

北見市民ホール自主文化事業の鑑賞助成は、｢全席指定｣と｢全席自由｣の催物では、取扱方法が異なりますのでご注意ください。
全席指定の場合は、まず芸文で前売券を購入し、開催日の前日迄に前売券ご持参のうえ、当センター事務局にて所要の手続きを
していただくことになります。全席自由の場合は、前売券は当センターでの販売となりますので、当該窓口にてご購入ください。

