
事  業  報  告 

（令和３年４月１日～令和４年３月３１日） 

 

一般財団法人福岡県職員互助会 

 

１ 当法人の現況に関する事項 

（１）法人の設立年月日 

 ・ 昭和２４年８月１日 任意団体として設立 

 ・ 昭和５９年８月１日 財団法人へ移行 

 ・ 平成２５年４月１日 一般財団法人へ移行 

 

（２）定款に定める目的 

 ・ 第３条 この法人は、会員の相互共済等福利の増進を図ることにより、福岡県 

行政の円滑かつ能率的な運営に資するとともに、地域における社会貢献活動 

の支援を行い、もって県民福祉の向上に寄与することを目的とする。 

 

（３）定款に定める事業内容 

 ・ 第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

    (1) 会員に対する共済事業（事業の一部についてはその親族を対象とするもの 

を含む。）等、会員の福利の増進に関する事業 

       (2) 地域における社会貢献活動を支援する事業 

       (3) 福岡県が行う事務事業の受託 

       (4) 県民福祉の向上等に関する事業 

       (5) その他前条の目的を達成するために必要な事業 

 

（４）会員に関する事項 

   R3.3.31 現在 R4.3.31 現在 増  減 

会 員 数 ８，５１２名 ８，５０８名 －４名 

 

（５）役員等に関する事項 

① 評議員 

  別紙１のとおり 

     

② 理事及び監事 

   別紙２のとおり 

 

③ 役員等の報酬等 

    監事報酬 ２５０，０００円（篠原監事） 

 

 ④ 厚生委員会委員 



   別紙３のとおり 

    

 ⑤ 厚生委員会事業推進部会委員 

   別紙４のとおり 

 

２ 行政庁への届出等 

（１）公益目的支出計画実施報告書の提出 

   令和３年６月２５日、公益目的支出計画の認可を受けた行政庁（福岡県）に対して

令和２年度の実施報告書を提出。 

 

３ 当法人の機関会議等の開催に関する事項 

（１）評議員会・理事会の開催 

  ① 評議員会 

  ・第１回評議員会 

期 日 令和３年６月２３日（水） 

場 所 福岡県庁 特１会議室 

承認者 評議員５名 

第１号議案 令和２年度一般財団法人福岡県職員互助会決算(案)について 

第２号議案 一般財団法人福岡県職員互助会定款の変更について 

第３号議案 一般財団法人福岡県職員互助会の次期評議員の選任について 

第４号議案 一般財団法人福岡県職員互助会の次期役員の選任について 

報告事項 （１）令和２年度一般財団法人福岡県職員互助会事業報告について 

     （２）公益目的支出計画実施報告書について 

     （３）令和３年度一般財団法人福岡県職員互助会事業計画について 

     （４）令和３年度一般財団法人福岡県職員互助会収支予算について 

 

② 理事会 

  ・第１回理事会 

期 日 令和３年６月３日（木） 

    書面による見なし決議 

承認者 理事８名、監事４名 

第１号議案 令和２年度一般財団法人福岡県職員互助会事業報告について 

第２号議案 令和２年度一般財団法人福岡県職員互助会決算（案）について 

第３号議案 公益目的支出計画実施報告書について 

第４号議案 令和３年度定時評議員会の招集について 

報告事項 （１）一般財団法人福岡県職員互助会定款の変更（案）について 

     （２）一般財団法人福岡県職員互助会の次期役員候補者について 

 

  ・第２回理事会 

   期 日 令和３年１０月２０日（水） 

   場 所 （公財）福岡県中小企業振興センター ４０３号会議室 



   出席者 理事７名、監事３名 

   第１号議案 令和５年度からの互助会事業の全体見直しについて 

   報告事項 （１）令和３年度ボランティア団体助成事業について 

        （２）定款第２５条第５項の規定に基づく職務の執行状況の報告につい

て 

 

  ・第３回理事会 

期 日 令和４年３月３０日（水） 

場 所 （公財）福岡県中小企業振興センター ３０３号会議室 

出席者 理事８名、監事４名 

第１号議案 令和３年度一般財団法人福岡県職員互助会収支補正予算（案）につい

て 

   第２号議案 令和４年度一般財団法人福岡県職員互助会事業計画（案）について 

   第３号議案 特定資産の額の見直しについて 

   第４号議案 福岡県庁信用組合への出資金の増額について 

   第５号議案 令和４年度一般財団法人福岡県職員互助会収支予算（案）について 

   第６号議案 「ローソン福岡県庁店」における販売手数料の見直しについて 

   報告事項 （１）「互助会事業に関する会員アンケート」の結果について 

        （２）定款第２５条第５項の規定に基づく職務の執行状況の報告につい

て 

   

（２）厚生委員会・事業推進部会の開催 

① 厚生委員会    

・第１回厚生委員会 

 期 日 令和３年８月６日（金） 

 場 所 九州労働金庫福岡県庁前支店 ６階会議室 

出席者 厚生委員１２名中１２名 

議題１  県庁総合売店内弁当販売業者選定に係る公募の実施について 

報告事項 （１）令和３年度地域ボランティア活動支援のための助成団体の選定結

果について 

     （２）令和３年度下期互助会指定店の新規指定の承認結果について 

 

・第２回厚生委員会 

 期 日 令和３年１１月１７日（水） 

 場 所 九州労働金庫福岡県庁前支店 ６階会議室 

出席者 厚生委員１２名中９名 

議題１  令和５年度からの互助会事業の全体見直しについて 

報告事項 （１）令和４年度 県庁総合売店内弁当販売業者の選定結果について 

     （２）遺族附加年金事業「きずな」の取り組み状況について 

     （３）令和３年度下期 互助会指定店の新規指定の承認取り消しについ

て 



 

・第３回厚生委員会 

 期 日 令和３年１２月２４日（金） 

 場 所 千代合同庁舎 ８０１Ａ会議室 

出席者 厚生委員１２名中１０名 

議題１  令和５年度からの互助会事業の全体見直しについて 

報告事項 （１）「ローソン福岡県庁店」満足度アンケートの結果について 

（２）遺族附加年金事業「きずな」について 

 

・第４回厚生委員会 

 期 日 令和４年３月２４日（木） 

 場 所 （公財）福岡県中小企業振興センター ３０３会議室 

出席者 厚生委員１２名中９名 

議題１  令和４年度 互助会事業の利用促進に向けた取り組みについて 

議題２  マイセレクト事業の事業者選定について 

議題３  職域活性化支援事業に係る見直しについて 

報告事項 （１）「互助会事業に関する会員アンケート」の結果について 

（２）令和４年度互助会指定店の新規指定の承認結果について 

 

  ② 厚生委員会事業推進部会 

  ・第１回厚生委員会事業推進部会 

期 日 令和３年１１月２５日（木） 

場 所 吉塚合同庁舎 ６０３Ｂ会議室 

出席者 部会委員２６名中１９名 

協議事項１ 令和５年度からの互助会事業の全体見直しについて 

   報告事項 （１）遺族附加年金事業「きずな」の取り組み状況について 

        （２）電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理について 

        （３）マイセレクト事業 物販抽選キャンペーン及びベネアカウントの

登録について 

 

  ・第２回厚生委員会事業推進部会 

期 日 令和４年３月２４日（木） 

場 所 （公財）福岡県中小企業振興センター ２０２会議室 

出席者 部会委員２６名中２３名 

協議事項１ 令和４年度 互助会事業の利用促進に向けた取り組みについて 

協議事項２ マイセレクト事業の事業者選定について 

報告事項 （１）職域活性化支援事業に係る見直しについて 

     （２）「互助会事業に関する会員アンケート」の結果について 

     （３）令和３年度一般財団法人福岡県職員互助会収支補正予算（案）に

ついて 

     （４）令和４年度一般財団法人福岡県職員互助会事業計画（案）につい



て 

     （５）令和４年度一般財団法人福岡県職員互助会収支予算（案）につい

て 

 

４ 当法人の事業の状況 

（１）事業の実施状況 

財団法人から一般財団法人への移行９年目である令和３年度における互助会の事業

実施状況は、次のとおりである。 

 

ア） 実施事業等会計 

① 公益事業 

    ボランティア団体助成事業として、（社福）福岡県社会福祉協議会を通じたボラン

ティア団体、ＮＰＯ法人への助成事業については、移行認可に係る公益目的支出計

画の内容のとおり、１０団体に３，０００千円（１団体３０万円）の助成を行った。 

また、県民健康対策事業として、引き続き、県庁舎及び県の各総合庁舎に自動血

圧計（１９箇所各１台）を設置した。 

 

イ） その他事業会計 

① 福利厚生事業 

  ・療養給付等 

        療養給付事業として実施している「会員療養補助金」「家族療養補助金」及び「針

灸等施術料助成事業」を現行どおりの給付内容で継続実施した。 

  ・各種慶弔給付金 

    互助会事業の見直しにより、卒業祝金を廃止した。その他の各種慶弔給付金とし

て実施している「出産見舞金」「結婚祝金」「入学祝金」「障害見舞金」「災害見舞金」

「会員死亡弔慰金」は、現行どおりの給付内容で継続実施した。 

  ・育児支援事業 

    互助会事業の見直しにより、「子育て支援金」の給付額を増額して継続実施した。 

・元気回復事業 

   a) マイセレクト事業 

     宿泊、映画、レジャー、育児等のメニューの利用者に対し、特別割引・補助を

行うマイセレクト事業を、福利厚生代行業者へ委託し、継続して実施した。 

会員の利用促進を図るため、互助会だより・互助会ウェブによる広報など、会

員への周知に努めた。 

      b) リフレッシュ助成金 

          現行の助成内容を継続して実施した。 

c) ボランティア活動支援事業 

          現行の事業内容を継続して実施した。 

・職域活性化支援事業等 

「職域活性化支援事業」の支会事業として３，０００円／人、所属事業として２，

０００円／人の予算を支会に交付し、実施した。また、「体育費」として全庁球技大



会等に対する経費助成については、新型コロナウイルス感染症への対応により一部

支会のみの実施となったため、減額となった。 

    ・その他 

「ライフプラン事業」として、退職者向けのライフプランセミナーの経費助成を

継続して実施した。また、「派遣会員支援事業」として、現行と同様、退職派遣等の

職員に対する人間ドック等の事業を県から受託し、継続して実施した。 

 

② 転居資金貸付事業 

令和２年度末の西新住宅廃止に伴い、職員住宅から転居する職員の経済的負担の

軽減を目的とした、転居資金の無利子貸付を平成２９年度に２件、令和２年度に１

件実施しているため、引き続き貸付資金の回収を行った。 

   

③ 収益事業 

・月賦購入事業等（指定店・指定施設関連） 

互助会指定の店舗等において会員が商品を優待価格で購入できる指定店制度及

び指定福利厚生施設において割引料金で利用できる指定施設制度に基づき、会員サ

ービスに努めてきた。 

ここ数年、継続意向調査後のアフターフォローや問合せ企業への働き掛け等を行

っていたが、指定店・指定施設とも件数が減少してきている。  

なお、大規模小売店舗の増加など廉価商品流通市場の発達、カード利用による商

品購入やネット通販の利用等により、互助会指定店での月賦商品購入は減少傾向で

あり、令和３年度の年間利用は０件（前年度比▲１件）と減少した。 

・商品販売事業（県庁地下総合売店） 

平成３０年度よりコンビニエンスストア（ローソン）を設置し、更なる利便性の

向上やニーズの高い商品の提供を心掛けながら、会員サービスに努めてきた。 

・遺族附加年金事業「きずな」 

        ２５年目となった「きずな」については、新型コロナウイルス感染症への対応

のため、対面での募集活動は控え、引受会社３社による電話・メールでの共同募

集を行い、加入率の向上を目指して、既加入者の継続加入や新規加入促進などに

取り組んだ｡ 

令和３年度の加入率は、５１．９％（前年度比▲２．４％）となった。 

 

ウ） その他 

   福岡県出会い・結婚応援事業の出会いイベントに参加した会員に対して、会費の

１／２を助成することとしている。令和３年度は、会費助成対象の有料イベントを

２回、会費無料のリモートでのイベントを４回実施した。 

  



（２）正味財産増減の状況                 （単位：円） 

区  分 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

経常収益 227,040,893 226,500,682 227,841,484 224,795,495 

経常費用 205,813,209 207,467,333 199,997,947 208,257,678 

当期経常増減額 21,227,684 19,033,349 27,843,537 16,537,817 

経常外収益 0 0 0 0 

経常外費用 1,267,747 44,590 10,231 6,870 

当期経常外増減額 △1,267,747 △44,590 △10,231 △6,870 

正味財産期末残高 260,989,980 279,978,739 307,812,045 324,342,992 

                                                               

                          



　別　紙　１

令和４年３月３１日時点

職　　　名 備　　考

総務部長 会員

健康増進課長 会員

県職員労働組合執行委員長 会員

県職員労働組合副執行委員長 会員

公益財団法人福岡県生活衛生営業指導センター事務局長 会員以外鎌田　博敬

　一般財団法人福岡県職員互助会評議員名簿

氏　 名

坪根　千恵子

筒井　　剛

古賀　和浩

奥田　隆則



　別　紙　２

令和４年３月３１日時点

氏　 名 職　　　名 備　　考

理事長 小林　文子 総務部次長 代表理事

副理事長 新山　　晃 県職員労働組合書記長 代表理事

常務理事 山田　晶子 総務事務厚生課長 業務執行理事

常務理事 福原　千尋 県職員労働組合副執行委員長 業務執行理事

理　事 浦田　智子 子育て支援課長

理　事 小路　則子 筑紫県税事務所長

理　事 横山　国広 県職員労働組合北筑前支部長

理　事 山口　信幸 県職員労働組合北九州支部長

監　事 篠原    俊 篠原公認会計士事務所グループ代表 外部監事

監　事 岡野　由里子 会計管理局会計課副課長

監　事 堤　　広実 県職員労働組合書記次長

監　事 竹内　小百合 県職員労働組合朝倉支部長

一般財団法人福岡県職員互助会理事・監事名簿



                                  別 紙 ３ 

 
（一財）福岡県職員互助会厚生委員会委員名簿 

 

令和４年３月３１日時点 

氏 名 所    属 職  名 備   考 

  黒石 博之  総務部人事課   課長補佐   

  上野 達也 総務部財産活用課 
  参事補佐兼 

管理第一係長 

  

  深町 修司 総務部総務事務厚生課 
  企画主幹 

（共済組合班長） 
  

 砂本 八千代 福祉労働部障がい福祉課 
参事補佐兼 

企画管理係長 
 

上栗 明美  博多県税事務所 
  課長補佐兼 

  総務係長 
  

  中原 美智子   那珂県土整備事務所 
  課長補佐兼 

総務係長 
 

  福原 千尋 
福岡県職員労働組合 

 （専 従） 
 副執行委員長   

  堤  広実 
福岡県職員労働組合 

 （専 従） 
 書記次長   

  平山 浩二 
福岡県職員労働組合筑紫支部 

（那珂県土整備事務所 技術主査） 
  支 部 長   

 竹下  聡 
福岡県職員労働組合遠賀川支部 

 （飯塚・直方県税事務所 企画主査） 
  支 部 長   

  下道  智 

福岡県職員労働組合八女支部 

（南筑後保健福祉環境事務所 

事務主査） 

  支 部 長   

  安部 康平 

福岡県職員労働組合本庁支部 

（人づくり・県民生活部 

男女共同参画推進課 主任主事） 

  副支部長   

 



別　紙　４

NO 支会名 職　名 氏　　名 所　　　　属 支会役職

1 主任技師 川原　正慈 建築都市部公園街路課 副支会長

2 主事 柴田　拓夢 県職労本庁支部 事務次長

3 主任主事 土谷　沙也歌 教育庁教育総務部教職員課 支会長

4 主任主事 江上　心太 教育庁教育総務部教職員課 事務長

5 事務主査 酒井　ミユキ 福岡労働者支援事務所 副支会長

6 事務主査 原　宏美 西福岡県税事務所 事務長

7 事務主査 吉田　由佳利 福岡県土整備事務所 事務長

8 技師 坂元　優介 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 幹事

9 技能員 中垣　和浩 那珂県土整備事務所 副支会長

10 企画主査 角田　昭彦 筑紫県税事務所 事務長

11 事務主査 田中　麻美 宗像・遠賀保健福祉環境事務所遠賀分庁舎 副支会長

12 技術主査 山本　寛 八幡農林事務所 副支会長

13 技術主査 山田　佳寛 企業局苅田事務所 事務長

14 主事 上野　友郁 京築保健福祉環境事務所 幹事

15 事務主査 伊藤　毅一郎 飯塚県土整備事務所 副支会長

16 主事 岡村　瑶子 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 幹事

17 事務主査 田尻　亮 田川保健福祉事務所 副支会長

18 技術主査 榮　勝彦 田川保健福祉事務所 事務長

19 技師 國武　幸輝 朝倉県土整備事務所 副支会長

20 主任技師 末綱　貴太 朝倉農林事務所 事務次長

21 技術主査 中園　堯士 久留米普及指導センター 副支会長

22 事務主査 中村　英俊 北筑後保健福祉環境事務所久留米分庁舎 事務長

23 主任技師 旗本　翔太 南筑後保健福祉環境事務所八女分庁舎 副支会長

24 企画主査 中村　勝之 八女県土整備事務所 事務長

25 企画主査 椿原　辰美 南筑後県土整備事務所柳川支所 支会長

26 主任技能員 古賀　武博 南筑後県土整備事務所柳川支所 副支会長

一般財団法人福岡県職員互助会厚生委員会事業推進部会委員名簿

令和４年３月３１日時点

本　庁

教育庁

福　岡

北筑前

久留米

八　女

南　筑

筑　紫

北九州

京　築

遠賀川

田　川

朝　倉



令和３年度 事業報告附属明細書 

（令和３年４月１日～令和４年３月３１日） 

 

 

一般財団法人福岡県職員互助会 

 

 

 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４条第３項に

規定する事業報告の附属明細書として記載すべき「事業報告の内容を補足する

重要な事項」はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


