
○福利厚生センター関係資料

地方事務局名 〒 所在地 TEL

北海道民間社会福祉事業職員共済会 060-0002 札幌市中央区北2条西7丁目　北海道立道民活動センター4Ｆ 011-251-3828

青森県社会福祉協議会 030-0822 青森市中央3-20-30　県民福祉プラザ 017-723-1391

岩手県社会福祉協議会 020-0831 盛岡市三本柳8-1-3 ふれあいランド岩手 019-637-4466

宮城県民間社会福祉振興会 980-0014 仙台市青葉区本町2-9-8　本町ビル2階 022-227-5535

秋田県民間社会事業福利協会 010-0922 秋田市旭北栄町1-5 018-864-2703

山形県民間社会福祉事業振興会 990-0021 山形市小白川町2-3-31 山形県総合社会福祉センター 023-642-2155

福島県社会福祉協議会 960-8141 福島市渡利字七社宮111 024-523-1251

茨城県社会福祉協議会 310-0851 水戸市千波町1918 茨城県総合福祉会館2F 029-241-1133

栃木県社会福祉協議会 320-8508 宇都宮市若草1-10-6　とちぎ福祉プラザ 028-643-5622

群馬県社会福祉協議会 371-8525 前橋市新前橋町13-12　群馬県社会福祉総合センター６F 027-255-6600

埼玉県社会福祉事業共助会 330-0075 さいたま市浦和区針ケ谷4-2-65　彩の国すこやかプラザ3Ｆ 048-831-7547

千葉県社会福祉事業共助会 260-0026 千葉市中央区千葉港4-3　千葉県社会福祉センター 043-245-1729

東京都社会福祉協議会 101-0062 千代田区神田駿河台1-8-11　東京ＹＭＣA会館3Ｆ 03-5283-6898

神奈川県福利協会 221-0844 横浜市神奈川区沢渡4-2 045-311-8738

新潟県社会福祉協議会 950-8575 新潟市上所2-2-2 新潟ユニゾンプラザ3Ｆ 025-281-5524

富山県社会福祉協議会 930-0094 富山市安住町5-21　サンシップとやま 076-432-2959

石川県社会福祉協議会 920-8557 金沢市本多町3-1-10 石川県社会福祉会館 076-224-1212

福井県社会福祉協議会 910-8516 福井市光陽2-3-22 0776-24-2339

山梨県社会福祉協議会 400-0005 甲府市北新1-2-12 山梨県福祉プラザ4Ｆ 055-254-8610

長野県社会福祉協議会 380-0928 長野市大字若里7-1-7 026-226-4126

岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 500-8385 岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉会館5Ｆ 058-275-5508

静岡県社会福祉協議会 420-8670 静岡市駿府町1-70 県総合社会福祉会館 054-254-5231

愛知県民間社会福祉事業職員共済会 461-0011 名古屋市中区丸の内2-4-7 052-212-5511

三重県社会福祉事業職員共済会 514-0003 津市桜橋2-131　三重県社会福祉会館2Ｆ 059-226-1130

滋賀県民間社会福祉事業職員共済会 520-0044 大津市京町4-3-28 厚生会館1F 077-524-0261

京都府民間社会福祉施設職員共済会 604-0874 京都市中京区竹屋町通烏丸東入る375　ハートピア京都２F 075-252-5888

大阪民間社会福祉事業従事者共済会 542-0012 大阪市中央区谷町7-4-15　大阪府社会福祉会館2F 06-6761-4444

兵庫県社会福祉協議会 651-0062 神戸市中央区坂口通2-1-1　兵庫県福祉センター 078-242-4633

奈良県社会福祉協議会 634-0061 橿原市大久保町320-11　奈良県社会福祉総合センター 0744-29-0102

和歌山県社会福祉協議会 640-8545 和歌山市手平2-1-2　県民交流プラザ和歌山ビック愛 073-435-5222

鳥取県社会福祉協議会 689-0201 鳥取市伏野1729-5　鳥取県立福祉人材研修ｾﾝﾀｰ 0857-59-6331

島根県民間社会福祉事業従事者互助会 690-0011 松江市東津田町1741-3　いきいきプラザ島根5Ｆ 0852-32-5970

岡山県社会福祉協議会 700-0807 岡山市北区南方2-13-1　きらめきプラザ 086-226-2827

広島県民間社会福祉事業従事者互助会 732-0816 広島市南区比治山本町12-2　広島県社会福祉会館 082-254-3423

山口県健康福祉財団 753-0814 山口市吉敷下東3-1-1 山口県総合保健会館 083-925-2404

徳島県民間福祉施設職員共済会 770-0943 徳島市中昭和町1-2 県立総合福祉センター 088-622-9199

香川県社会福祉協議会 760-0017 高松市番町1-10-35　香川県社会福祉総合センター 087-861-0545

愛媛県社会福祉協議会 790-8553 松山市持田町3-8-15 089-921-8344

高知県社会福祉協議会 780-8567 高知市朝倉戊375-1 ふくし交流プラザ1Ｆ 088-844-9007

福岡県社会福祉協議会 816-0804 春日市原町3-1-7 クローバープラザ2階 092-584-3330

佐賀県社会福祉協議会 840-0021 佐賀市鬼丸町7-18 0952-28-3406

長崎県社会福祉協議会 852-8555 長崎市茂里町3-24 095-846-8600

熊本県社会福祉協議会 860-0842 熊本市南千反畑町3-7 096-324-5462

大分県社会福祉協議会 870-0161 大分市明野東3-4-1　大分県社会福祉介護研修センター 097-552-6888

宮崎県社会福祉協議会 880-8515 宮崎市原町2-22 宮崎県福祉総合センター   0985-22-3145

鹿児島県社会福祉協議会 890-8517 鹿児島市鴨池新町1-7 099-256-6767

沖縄県社会福祉協議会 903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1　沖縄県総合福祉センター 098-882-5703

（平成29年2月現在）

都道府県事務局（業務受託団体)一覧
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福利厚生センターサービスメニュー一覧（平成２９年度） 

● 生活習慣病予防健診費用助成 
● 健康生活用品給付 
● こころとからだの電話健康相談 
● スポーツクラブ 

● 結婚お祝品贈呈 
● 出産お祝品贈呈 
● 入学お祝品贈呈 
● 永年勤続記念品贈呈 
● 長期勤続者退職慰労記念品贈呈 

● 会員死亡弔慰金 
● 配偶者死亡弔慰金 
● 入院・手術見舞金 
● 高度障害・後遺障害見舞金 
● 災害見舞金  

● メンタルヘルス講習会 
● 接遇講習会 
● レク・リーダー養成講習会 
● 広報講習会  
● パソコン講習会 
● 海外研修 

● 資格取得記念品贈呈 

● クラブ・サークル活動助成 
● 指定保養所 
● 会員制リゾート施設 
● 全国提携宿泊施設 
● 国内・海外パッケージツアー 
● テーマパーク、提携レジャー施設 
● レンタカー 
● スクール   ●スキー場 

● ホームページ 
● ハンドブック 
● 会員情報誌    
● ソウェルクラブFAXニュース 

● 会員交流事業 
● 地域開発メニュー 

 
● 特別資金ローン、特別提携住宅ローン 

● ソウェル団体生命保険・積立保険 
   ・傷害保険・入院保険・がん保険 
● 住宅建築   ●引越しサービス 
● ショッピング   ●葬祭サービス 
● カーライフ 
   

健康管理 慶事お祝い 

万一の際 
資質向上 

余暇活用 

情報活用 

生活サポート 

地域 

ソウェルクラブ “クラブオフ” 

● 国内外の宿泊施設、レジャー、スポーツ、    
   ショッピング、映画、グルメ、介護サービス 
   等75,000か所以上の施設が優待利用 
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(平成２９年２月現在)

サービスメニュー

検査項目に応じて、１人当り    ２，８３０円～４，１２０円 ・３０歳以上の会員が生活習慣病予防健診を受診した場合に助成

（乳がん・子宮がん検診は８２０円を限度に加算） ・３０歳以上の女性会員が乳がん・子宮がん検診を受診した場合にも助成

前立腺がん検診費用として、３，０００円を限度に助成

健康生活用品給付 全会員に毎年度配付 ・健康に関わる品目の中から希望する１品を給付

電話健康相談 相談無料　通話料無料 ・２４時間３６５日、無料でいつでも電話で健康・医療相談、メンタルヘルス相談

スポーツクラブ 法人会員料金で利用 ・コナミスポーツ・ルネサンスは法人会員料金で利用、カーブス入会金６６％ＯＦＦ

●弔慰金・見舞金

  　  ・会員の死亡 　　　　６０万円

  　  ・　　　〃  　　 １８０万円　（就業中・通勤時の事故の場合)

  　  ・会員の配偶者の死亡 　　　　１０万円

 　　・高度障害見舞金 　　　　６０万円 ・会員が事故や病気により保険会社の定める高度障害（ただし、70歳6か月まで）が生じた場合

 　　・後遺障害見舞金 最高１２０万円　（就業中・通勤時の事故が原因) ・就業中・通勤時の事故が原因で後遺障害が生じた場合

  　  ・入院手術見舞金 １日につき     １，０００円

 　   ・災害（法人） 1法人当り　   　 ２０万円

  　  ・ 〃   （会員） １人当り      　   　１万円

任意加入の保険 任意に加入できる、お手頃な掛金で加入できる保険

●ソウェル団体生命・医療保障・ 優良割引が適用 ・団体生命保険（万一の死亡・所定の高度障がいに備える保険）　配偶者・お子様も加入が可能

　積立年金保険 ３つの保障を別々に選べる ・医療保障保険（病気やケガによる入院に備える保険）

・積立年金保険（老後の生活資金に備える保険）

 ソウェル傷害保険 団体割引、損害率による割引 事故によるケガの入院・通院・死亡などを補償する保険

 ソウェル入院保険 団体割引、損害率による割引 病気・ケガによる入院等を補償する保険

 ソウェルがん保険 団体割引、損害率による割引 がんに限定した保険、がんで入院１日目から何日間でも補償

永年勤続記念品※ 記念品の贈呈

●長期勤続者退職慰労記念品※ 記念品の贈呈 ・同一法人に通算して３５年以上勤務した第１種会員の退職時に記念品を贈呈（平成２８年度創設）


●結婚お祝品※ 1人当り  １万円（百貨店商品券・ＵＣギフト券・Ａmazonギフト券） ・会員が結婚した場合に贈呈

●出産お祝品※ 1人当り  １万円（百貨店商品券・ＵＣギフト券・Ａmazonギフト券） ・会員または会員の配偶者が出産した場合に贈呈

●入学お祝品 1人当り  １万円（百貨店商品券・ＵＣギフト券・Ａmazonギフト券） ・会員の子が小学校、中学校に入学した場合に贈呈

資格取得記念品※ 記念品の贈呈 ・働きながら社会福祉に関する専門資格を取得した場合に贈呈

●海外研修 ・全行程添乗員同行 ・1コース（老人・障害・児童福祉の混合コース）

・施設訪問には専門の通訳付 　　８日間　参加募集２０名   １１月又は１２月実施予定

・ホテルは４つ星クラス

広報講習会 ・広報の役割、広報誌の作成方法を学習

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ﾘｰﾀﾞｰ養成講習会 ・職場で活かせるレクリエーションについて実践的に学ぶ

接遇講習会 ・電話対応、接客方法等の接遇マナーについて、インターネットにより学ぶ

メンタルヘルス講習会 ・職場におけるメンタルヘルス対策について事例検討、体験学習を通じて学ぶ

パソコン講習 ・パソコンの主要ソフト（エクセル等）について、インターネットにより家庭等で学ぶ（e-ラーニング）

特別講習会 ・ニーズに応える講習会を随時開催

　　ディズニーアカデミー他 　ディズニーアカデミー、ＯＪＴスキルアップ、コンプライアンス（e-ラーニング）

特別提携住宅ローン 銀行提携住宅ローン        　最高  ５，０００万円 ・金利を一般利用者より固定型で０．１％、変動型で０．２％割安

特別資金ローン 無担保で                 　　　　最高      ３００万円 ・教育資金、結婚資金、車購入資金などが、金利を一般利用者より３．０％程割安

●クラブ・サークル活動助成※ １人当り　　１，０００円 ・スポーツや教養・文化サークル活動等へ助成

●指定保養所

     ・ＫＫＲ宿泊施設 優待料金に加え ・ＫＫＲ宿泊施設（国家公務員共済組合連合会）

     ・休暇村 １０％割引に加え ・休暇村

     ・グリーンピア ５％割引（大沼・津南は１０％割引）に加え ・グリーンピア

     ・ダイワロイヤルホテルズ 特別優待料金に加え ・ダイワロイヤルホテルズ

会員制リゾート施設

   セラヴィリゾート泉郷 会員料金 ・会員制リゾートホテル・別荘

   ラフォーレ倶楽部 会員料金 ・会員制リゾートホテル　　　　　　

テーマパーク 会員割引 　                7％割引 ・ハウステンボス、スペースワールド（29年12月末まで）

国内･海外旅行（パッケージツアー） 会員割引                   ３～１０％割引 ・近畿日本ツーリスト、日本旅行、トップツアー、クラブメッド、名鉄観光など

ホテル・旅館・ペンション 会員割引    特別料金・５～４０％割引 ・提携宿泊施設の割引利用

レンタカー 会員割引                  最高５９％割引 ・ニッポンレンタカー、日産レンタカー、オリックスレンタカー、タイムズカーレンタル、Ｊネットレンタカーなど

掛金の一部を事業に充てることにより、参加費が割安 ・都道府県事務局が主催する会員同士の親睦、リフレッシュを図る会員交流事業を実施

（観劇、コンサート、スポーツ観戦、映画、国内旅行、テーマパーク、テーブルマナーなど）

地域開発メニュー レジャー施設、生活関連施設の割引利用 ・都道府県事務局が地域において、割安なメニューを開発

ソウェルクラブ“クラブオフ” 優待料金 ・全国の宿泊施設、テーマパーク、日帰り湯、レジャー施設、グルメなど対象施設は75,000以上

通信販売 会員割引　　５％～１５％割引 ・ウィズカウネット（文具・事務用品）１０％割引、ソウェルＷＥＢ書店５～１５％割引

スポーツ・カルチャー 会員割引　　 ・ゴルフ、テニス、乗馬、スキー、英会話、通信教育など

ショッピングなど 会員割引　　５～５０％割引 ・デパート、結婚式場、葬祭、カー用品、家庭用品、住宅建築、引越しサービスなど

ホームページ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｏｗｅｌ．ｏｒ．ｊｐ

ソウェルクラブニュース（ＦＡＸ） 毎月１回、全事業所に配布

情報誌「ソウェルクラブ」の発行 年４回（４月、７月、１０月、１月）、全会員に配布

ハンドブックの発行 全会員に配布

事務マニュアル 各事業所に配布

オリジナル手帳 サービス概要入りの手帳を希望する会員に配布

オリジナルカレンダー 書き込みができる大判カレンダーを各事業所に配布

●印は、第１種契約対象職員の会員のみが利用できるサービスです。その他は、全ての会員が利用できるサービスです。

（ただし、※印の事業については、会員番号“０１９”で始まる会員はご利用になれません。）

・ディズニーアカデミーは講習受講料一部参加者負担あり

・講習受講料及び教材費無料

・第１種会員（勤続満５年から３０年勤続まで５年刻みで贈呈）
・第２種会員（勤続満５年の贈呈：平成２８年度から実施）

ソウェルクラブのサービスメニュー一覧

区分 助 　成 　・ 　特 　典 　等 サ      ー      ビ      ス      内      容

健
康
管
理
事
業

●生活習慣病予防健診費用
助成※ ・３０歳以上の男性会員が前立腺がん検診を受診した場合に助成（ただし、生活習慣病予防健診の助

成を希望しない場合のみ）

共
 

済
 

事
 

業

・就業中・通勤時の事故による場合、手術を行った場合には損害保険会社の認定した手術内容に基
づき支給

・災害救助法適用地域内に所在する建物又は住居が半壊以上又は床上浸水以上の被害を被った場
合

任
意
保
険

贈
呈
事
業

 
研
 

修
 

事
 

業

●第１種会員は割引＋
１人１泊２，５００円引き
（２種会員は割引のみ）

ロ
ー
ン

余
 

暇
 

活
 

用
 

事
 

業

会員交流

そ
の
他
の
事
業

情報提供など
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○都道府県別加入状況（平成２8年１０月１日現在）

社会福祉法人数Ｂ Ａ／Ｂ

北海道 796 42,705 895 88.9%

青森県 76 3,884 513 14.8%

岩手県 66 4,188 323 20.4%

宮城県 41 3,076 245 16.7%

秋田県 76 4,340 221 34.4%

山形県 104 6,191 232 44.8%

福島県 89 5,473 283 31.4%

茨城県 117 5,661 488 24.0%

栃木県 83 3,355 329 25.2%

群馬県 101 4,166 489 20.7%

埼玉県 138 6,723 774 17.8%

千葉県 78 3,885 622 12.5%

東京都 286 23,278 944 30.3%

神奈川県 58 3,159 756 7.7%

新潟県 47 3,978 431 10.9%

富山県 98 6,374 198 49.5%

石川県 62 3,291 304 20.4%

福井県 51 2,802 215 23.7%

山梨県 31 1,252 236 13.1%

長野県 60 2,925 339 17.7%

岐阜県 93 5,347 290 32.1%

静岡県 111 4,694 442 25.1%

愛知県 101 7,514 621 16.3%

三重県 138 6,971 312 44.2%

滋賀県 60 2,338 251 23.9%

京都府 85 4,219 450 18.9%

大阪府 81 6,233 1,143 7.1%

兵庫県 83 3,553 749 11.1%

奈良県 47 2,006 213 22.1%

和歌山県 52 1,989 211 24.6%

鳥取県 25 1,608 107 23.4%

島根県 16 642 261 6.1%

岡山県 66 5,638 347 19.0%

広島県 127 12,143 436 29.1%

山口県 69 4,326 295 23.4%

徳島県 76 3,301 164 46.3%

香川県 82 4,118 184 44.6%

愛媛県 60 4,526 211 28.4%

高知県 42 1,306 190 22.1%

福岡県 153 7,311 1,123 13.6%

佐賀県 37 1,705 234 15.8%

長崎県 91 4,875 522 17.4%

熊本県 98 4,316 660 14.8%

大分県 77 3,865 335 23.0%

宮崎県 59 3,345 375 15.7%

鹿児島県 52 2,707 588 8.8%
沖縄 111 3,592 418 26.6%
合計 4,550 254,894 19,969 22.8%

（注）社会福祉法人数、厚生労働省調べ（平成２8年３月末現在）による法人数。

都道府県 加入団体数Ａ 会員数
（参考）
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①わが国唯一の福祉の専門職大学院

② 修業期間は１年（木曜日・金曜日の夜間、土曜日を基本とした２年間のコース

　もあり）

③ 厚生労働省の現職行政官による特別講義も用意

④ 学納金（入学金、授業料等）：１年間合計約112万円（２年間の長期履修の場合

    は約132万円）

⑤ 取得学位：福祉マネジメント修士（専門職）を取得

⑥ 筆記試験が免除されます（選抜方法：書類審査、個別面接審査）

⑦木・金曜日の講義は文京キャンパス（東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷駅」より徒歩5分）

　で行い、土曜日の講義は文京キャンパスと清瀬キャンパス（西武池袋線「清瀬駅」

　よりバス約５分）で行います。

⑧専門実践教育訓練給付金の講座に指定されました。

　標準年限履修（１年履修）の場合、一定の要件を満たす方に48万円を給付。

　（詳細は厚生労働省等のwebページをご確認ください）

「地方公共団体推薦入試」を実施「地方公共団体推薦入試」を実施

人権の尊重、社会正義の実現、共生への責任、多様性の尊重といった

ソーシャルワークの価値に基盤を置き、人々のニーズと社会の変化に対応し、

実践の改善と開発を進め、社会の変革と人々のウェルビーイングの

実現に貢献できる人材を養成します。

教育理念

　平成２６年度の日本社会事業大学の専門職大学院入試から、「地方公共団体推薦

入試」制度を実施しております。

　地方公共団体から職員を派遣していただくことにより複雑化、多様化する自治体の

福祉行政の核を担う人材を養成します。
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これまでの派遣実績

武蔵野市、東久留米市、八王子市、日野市、横浜市、三郷市等からの受け入れ実績があります。

※筆記試験が免除されます。

（平成29年）

（２年履修の場合）

本大学院ではこれまで、北海道、東京都、埼玉県、神奈川県、熊本県、長崎県、古河市、

2/1（水）～2/8（水）

3/11（土）～3/16（木）

3/20（月）～3/24（金）

第２期

第３期

第４期

1/22（日）

3 / 4（土）

３/19（日）

12 /12（月）～1/4（水）

1 /16（月）～ 2 /15（水）

2 /28（火）～ 3 /10（金）

1/31（火）正午

3/10（金）正午

3/19（日）17:00

Fax 1

「実践研究計画書」

29

20,000

300,000

200,000

500,000 1,325,300

467,900

857,400

  通常勤務
（実践研究）

  通常勤務
（実践研究）
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