
◎糸田町役場が実施している事業
平成２２年度実績

事業名 対象者数

定期健康診
断

250

団体生命共
済保険の加
入負担

251

◎職員互助会が実施している事業

※

（１） 糸田町職員厚生会（町立病院勤務者以外対象）
会員数（Ｈ23.4.1現在）：１３５人

① 事業内容

② 経費内容

会費

補助金

その他収入

③ 厚生会に対する公費負担状況について
　　　　　単位：千円、人

年度 公費負担額
事務費・人件

費
会費総額 会員数

会員１人当り
公費負担額

（事務費等除）
公費負担率

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ (Ａ-B)÷Ｄ (A-B)÷（Ａ-Ｂ+Ｃ）

21年度 583 93 1531 132 3,712 24.2%

22年度 515 90 1534 137 3,102 21.7%

糸田町職員の福利厚生事業状況について

支出額

1,900

753

事業内容

福岡県町村会を通し、生命保険会社が保険業務を実施。公費
より負担金を支出し、対象者の死亡時に弔慰金を請求します
（死亡保険金100万円）

糸田町では、地方公務員法第４２条の規定に基づき、職員の健康、その他厚生による福利厚生事業を実施
しています。

　　　　　単位：人、千円

退職者不在の時は新年会
その他事業

備考

子、配偶者、親

勤続年数別

1ヶ月以上

体育事業

会員が結婚する時（1万円）

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会

野球観戦

家族弔慰金

年１回定期的に実施。労働安全衛生法により義務付けられて
いる法定健診です

福岡ﾄﾞｰﾑでの野球観戦

各ｸﾗﾌﾞ活動費補助（1ｸﾗﾌﾞ　4万円）

保健ｾﾝﾀｰのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室利用補助（半額補助）

会員の家族が死亡した時（1万円）

会員が退職した時（5千～5万円）

会員が入院及び自宅療養した時（5千円）

会員ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会開催

事業内容

1泊2日の会員研修旅行

会員又はその配偶者が出産した時（1万円）

退職記念品

傷病見舞金

会員が死亡した時（2万円）

事業名

結婚祝金

出産祝金

弔慰金
慶弔事業

ｸﾗﾌﾞ補助金

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室補助金

研修旅行

送別会

職員互助会とは職員の福利厚生、保健及び会員の共済に関する事業を行い、職員相互の親睦を図る
ことを目的とし、糸田町では糸田町職員厚生会と糸田町立緑ヶ丘病院みどり会があります。

厚生会の経費は各職員が個別に負担している「会費」、町が公費から支出している「補助金」、その他
収入を充てています。

退職者の送別会

会員の給料月額×3/1000（最低500円）

生命保険料の給与天引（代理徴収）による生命保険会社からの事務手数料を充当し、公
費として支出

預金利息、祝儀、自動販売機収益、個人負担等

補助事業

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ補助金 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種費補助（半額補助）



※参考　平成21・22年度収支決算
○21年度収入 単位：千円 ○21年度支出 単位：千円

費目 金額 摘要 費目 金額 摘要

会費 1,531 慶弔事業費 275

補助金 583 体育事業費 496

雑入 2 預金利息、祝儀等 補助事業費 241

繰越金 1,941 平成18年度繰越分 その他事業費 2,356
自動販売機収益 763 光熱費・法人税等 503

合計 4,820 理事記念品代等 93

合計 3,964

○22年度収入 単位：千円 ○22年度支出 単位：千円

費目 金額 摘要 費目 金額 摘要

会費 1,534 慶弔事業費 725

補助金 515 体育事業費 418

雑入 3 預金利息、祝儀等 補助事業費 229

繰越金 859 平成19年度繰越分 その他事業費 1,034
自動販売機収益 780 光熱費・法人税等 786

合計 3,691 理事記念品代等 90

合計 3,282

（２） 糸田町立緑ヶ丘病院みどり会（町立病院勤務者対象）
会員数（Ｈ23.4.1現在）：６３人

① 事業内容

体育事業

② 経費内容

会費

補助金

その他収入

③ みどり会に対する公費負担状況について
　　　　　単位：千円、人

年度 公費負担額
事務費・人件

費
会費総額 会員数

会員１人当り
公費負担額

（事務費等除）
公費負担率

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ (Ａ-B)÷Ｄ (A-B)÷（Ａ-Ｂ+Ｃ）

21年度 277 158 822 69 1,725 12.6%

22年度 251 178 777 65 1,123 8.6%

備考

子、配偶者、親、兄弟姉妹

みどり会の経費は各職員が個別に負担している「会費」、町が公費から支出している「補助金」、その他
収入を充てています。

月額　1000円

研修旅行 1泊2日の会員研修旅行

忘年会 忘年会を開催

慶弔事業

結婚祝金 会員が結婚する時（1万円）

弔慰金 会員が死亡した時（2万円）

家族弔慰金 会員の家族が死亡した時（5千～1万円）

病院会計からの補助金及び生命保険料の給与天引（代理徴収）による生命保険会社から
の事務手数料を充当し公費として支出

預金利息、祝儀、自動販売機収益、個人負担等

事業名 事業内容

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会 会員ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会開催

その他事業



※参考　平成21・22年度収支決算
○21年度収入 単位：千円 ○21年度支出 単位：千円

費目 金額 摘要 費目 金額 摘要

会費 822 慶弔事業費 53

補助金 564 体育事業費 270

雑入 1,260 自動販売機、預金利
息、祝儀、個人負担等 その他事業費 1,577

繰越金 422 平成18年度繰越分 予備費等 1

合計 3,068 運営費 158

合計 2,059

○22年度収入 単位：千円 ○22年度支出 単位：千円

費目 金額 摘要 費目 金額 摘要

会費 777 慶弔事業費 38

補助金 527 体育事業費 213

雑入 261 自動販売機、預金利
息、祝儀、個人負担等 その他事業費 607

繰越金 1,009 平成19年度繰越分 予備費等 95

合計 2,574 運営費 178

合計 1,131


