
平成27年度　一般財団法人岐阜県社会保険協会事業報告

事業項目 �実　施　内　容 

1．社会保険制度普及啓 �機関紙「社会保険ぎふ」を偶数の隔月に発行し、社会保険制度の普及啓 

発事業 �発を図った。事業所への郵送を主に約93，000部を発行、社会保険の届出 

（1）広報誌の発行 （2）社会保険冊子等の配 �や申請を漏れなく正確にしていただくための周知に努めた。 

また、会員の利便と、より多くの皆様に社会保険制度の情報を提供す 

るため、ホームページに掲載した。 

「わかりやすい社会保険の手引き」の冊子を15，800部作成、事業主等 

付 （3）社会保険委員会の支 �に配付し、社会保険制度の内容を理解し正しい手続きが円滑にできるよ 

う支援を図った。また、手続きの利便性向上のため、別冊「コピーして 

利用できる届出様式集」を同時配付した。 

年金委員に社会保険制度の正しい理解と情報提供のため、月刊「社会保 

援 �険」誌配付の助成と、社会保険委員会が開催する研修会に協力した。 

2．社会保険円滑運営支 援事業 （1）社会保険事務講習会 �社会保険事務担当者を対象とした講習会を開催し、社会保険制度や事務 

の開催 �手続きについて周知を図った。 

春と秋に2回開催し、新規適用事業所については、無料で参加できるこ 

ととした。 

［講習内容］ 

年金事務所関係 
・算定基礎届の書き方と確認事項　・各種届出の書き方と留意点 

・保険料の控除の仕方と納付について 

協会けんぼ関係 
・健康保険給付の内容と申請方法　・退職した後の健康保険 

開催日 �会　　場 �出席者数 � 
5月13日 �ふれあい福寿会館 �116事業所129名 

5月20日 �高山市民文化会館 �44事業所50名 

5月21日 �セラトビア土岐 �55事業所60名 

5月22日 �大垣市民会館 �76事業所83名 

5月26日 �関市文化会館 �70事業所78名 

6月　5日 �ふれあい福寿会館 �114事業所131名 

6月10日 �恵那文化センター �47事業所54名 

計 � �522事業所585名 

開催日 �会　　場 �出席者数 
11月17日 �ふれあい福寿会館 �85事業所90名 

11月20日 �高山市民文化会館 �44事業所49名 

11月25日 �ふれあい福寿会館 �57事業所61名 

11月26日 �セラトビア土岐 �49事業所55名 

12月　3日 �大垣市民会館 �57事業所64名 

12月　8日 �美濃加茂市文化会館 �49事業所56名 

計 � �341事業所375名 



事業項目 �実　施　内　容 

（2）年金制度講習会の開 �社会保険事務担当者及び被保険者を対象として講習会を開催し、複雑 

催 （3）年金シニアライフセ �な年金制度の内容を正しく理解するための周知を図った。 

［講習内容］ 
・年金制度のしくみ 

・性別、生年月日で異なる老齢厚生年金の受給開始時期 

・在職者の年金　　　・高年齢雇用継続給付との調整 

・長期加入者の特例　・繰り上げ支給、繰り下げ支給 

・被用者年金制度の一元化 

＝l P て �開催日 �会　　場 ��出席者数 ��知 い 

7月16日 �大垣市民会館 ��44事業所46名 

7月22日 �セラトビア土岐 ��57事業所63名 

7月28日 �高山市民文化会館 ��35事業所38名 

7月29日 �関市文化会館 ��48事業所54名 

7月30日 �ふれあい福寿会館 ��83事業所89名 

8月11日 �ふれあい福寿会館 ��68事業所72名 

計 � ��335事業所362名 

年金の受給を間近に控えた被保険者等を対象として、社会保険制度の 

ミナーの開催 （4）マイナンバー対策セ ��、退職後の生きがい、家庭経済等必要な知識の ���提供を図った。 
社会保険委員会との共催） 

開催日 �会　　場 ��出席者数 
8月　2日 �みのかも文化の森 ��23事業所41名 

8月23日 �大垣市情報工房 ��35事業所72名 

8月30日 �ふれあい福寿会館 �� �51事業所94名 

9月　6日 �高山市民文化会館 �� �18事業所24名 

9月20日 �セラトビア土岐 ��13事業所20名 

計 � ��140事業所251名 

平成28年1月から運用が始まったマイナンバー制度への対応につ 

ミナーの開催 ��、どなたでも無料で参加できるセミナーを開催した。 
テーマ　運用が始まったマイナンバー　対応のポイントを解説 

開催日 ��会　　場 ��出席者数 
1月19日 ��ふれあい福寿会館 ��131事業所153名 

1月21日 ��大垣市情報工房 ��103事業所118名 

1月26日 ��高山市民文化会館 ��66事業所74名 

1月28日 ��関市文化会館 ��95事業所109名 

2月3日 ��ふれあい福寿会館 ��129事業所148名 

2月5日 ��セラトビア土岐 ��102事業所113名 

計 �� ��626事業所715名 



事業項目 �実　施　内　容 

3．健康啓発事業 （1）健康づくり講師の派 �健康づくり指導講習会に講師を無料派遣し、職場での健康づくりの意 

遣 （2）健康啓発DVDの無 �識高揚を図り、健全な心身のもとで就労できるよう支援した。 

実　施　内　容 ���実施回数 �参加者数 �健 

医師による講習会 ���9 �588名 

栄養専門家による講習会 ���4 �331名 

保健体育専門家による講習会 ���20 �1，260名 

保健師による講習会 ���3 �111名 

臨床心理士による講習会 ���8 �342名 

その他専門家による講習会 ���22 �1，387名 

運動指導（実技） ���30 �1，306名 

計 ���96 �5，325名 

社内研修等で活用していただくための健康啓発DVDを無料貸出し、 

料貸出 ��づくりについての普及奨励に務めた。 
DVD貸出数　77事業所 

はじめてのウオーキング＆ジョギング　　　　　　　　33回 

若々しい体をキープ！エクササイズ＆ダイエット　　　44回 

Good－bye　ストレス　　　　　　　　　　　　　34回 

正しく知れば怖くない　がんのお話　　　　　　　　　24回 

4．健康づくり事業 （1）健康づくりボウリン グ大会の開催 �社会保険加入事業所の被保険者やその家族が、スポーツ等を通して心 

身ともに健全な生活を送ることができるように様々な機会を提供するこ 
とを目的に以下の事業を実施した。 

各支部で健康づくりボウリング地区大会を開催した。 

支部名等 �開催日 �会　　場 ��参加者数 �� 

飛騨 �11月15日 �プレイピー ��12事業所38名 

西濃 �1月17日 �大垣ボウリングセンター ��20事業所62名 

中濃 �1月24日 �関ボウリングセンター ��8事業所37名 
太田OSボウル ��12事業所51名 

東濃 �1月31日 �土岐グランドボウル ��13事業所51名 

岐阜北 �2月　7日 �マーサボウル ��21事業所64名 

岐阜南 �2月14日 �岐阜グランドボウル ��24事業所68名 

支　部　計 ����110事業所371名 



事業項目 �実　施　内　容 

（2）健康ウオーキングの �各支部でバスを貸し切り現地に赴き、名所史跡等を巡りながらウオーキ 

開催 （3）スキーリフト補助券 �ングをした。 

（協会けんばとの共催） 

酉 に �支部名 �開催日 �行き　先 �参加者数 � 

飛騨 �5月31日 �上高地 �22事業所51名 

岐阜北 �6月　7日 �馬籠・妻龍 �65事業所155名 

西濃 �10月18日 �京都東山 �57事業所125名 

東濃 �11月1日 �飛騨高山 �31事業所71名 

岐阜北 �11月　8日 �伊良湖 �79事業所177名 

中濃 �11月29日 �伊勢神宮 �33事業所71名 

岐阜南 �12月　6日 �伊勢神宮 �53事業所124名 

計 � � �340事業所774名 

契約10スキー場共通のスキーリフト補助券を965事業所へ23，000枚 

の配付 （4）ボウリング利用補助 ��付した。 

（契約スキー場） 
・めいほうスキー場　・ダイナランド　・高鷲スノーパーク 

・ひるがの高原スキー場　　　　　　・ホワイトピアたかす 

・ひだ舟山スノーリゾートアルコピア　・飛騨ほおのき平スキー場 

・モンデクス飛騨位山スノーパーク　・ひだ流葉スキー場 

・やぶはら高原スキー場 

「2ゲーム以上利用での1ゲーム無料券（飛騨支部は、会員料金で利用 

券の配付 （5）温泉宿泊助成券の配 ��きる割引券）」を747事業所へ52，084枚配付した。 

利用できるボウリング場） 
・A．C．グランド　・コーエンボウル　・マーサボウル 

・岐阜グランドボウル・コスモボウル羽島・大垣ボウルク○センター 

・関ボウリングセンター・白鳥ボウルクやセンター　・多治見パークレーンズ 

・土岐グランドボウル・プレイピー（飛騨支部） 

下呂温泉旅館協同組合および長良川温泉旅館協同組合に加盟する旅館 

付 く6）道の駅紙上ウオーキ ��宿泊した際の割引助成券を661事業所へ39，122枚配付した。 

助成券の概要） 
1泊につき1名500円を割引し、他の割引や特別料金との併用可 

歩いた歩数を記録し、ウオーキングマップ上で県内道の駅を巡ったと仮 

ングの実施 ��した仮想ウオーキング（全行程1，190km）を実施した。 

申込者152名、完歩申出者34名 



事業項目 �実　施　内　容 

（7）支部独自事業 � 支部名 �実施日 ���事　業　名 ��参加者数、配付数 �� 

岐阜南 �5月17日 ���あまご釣り大会 ��16事業所36名 

中濃 ������12事業所26名 

西濃 �7月 ���プール利用券の配付 ��318事業所2，008枚 

岐阜南 �9月 ���県美術館観覧補助券の配付 ��217事業所1，840枚 

岐阜北 

中濃 �9月27日 ���テニス大会 ��21事業所64名 

飛騨 �10月25日 ���ソフトミニバレーボール大会 ��21事業所123名 

東濃 �11月 ���スケート滑走補助券の配付 ��215事業所2，207枚 

5．会議 （1）理事会 （2）評議員会 （3）支部事業運営委員会 � 

開催日 ���主な決議事項 ���� 

5月14日 ���平成26年度事業報告・決算報告 
公益目的支出計画実施報告書 

3月　7日 ���事業報告 
平成28年度事業計画・収支予算 

開催日 ���主な決議事項 

6月4日 ���理事・評議員の選任 平成26年度事業報告・決算報告 

公益目的支出計画実施報告書 
＊10月13日 ���評議員の選任 

＊は、決議の省略による臨時評議員会 

開催日 ��支部名 ���主な決議事項 
4月　8日 ��西濃 ���平成26年度事業実施結果 平成26年度支部使途金執行結果 

4月　9日 ��中濃 

4月13日 ��岐阜北 

4月16日 ��岐阜南 

4月21日 ��東浜 

4月27日 ��飛騨 

11月　5日 ��中濃 ���平成27年度事業実施状況 平成27年度支部使途金執行状況 平成28年度事業計画 平成28年度支部使途金執行計画 

11月　9日 ��西濃 

11月12日 ��飛騨 

11月16日 ��岐阜南 

11月20日 ��東濃 

11月30日 ��岐阜北 



事業項目 �実　施　内　容 

（4）社会保険広報編集会 　議、校正会議 � 開催日 �会　議　名 � 
5月　8日 �6月号編集会議 

5月25日 �6月号校正会議 

7月　7日 �8月号編集会議 

7月27日 �8月号校正会議 

9月　8日 �10月号編集会議 

9月28日 �10月号校正会議 

11月　4日 �12月号編集会議 

11月24日 �12月号校正会議 

1月　6日 �2月号編集会議 

1月25日 �2月号校正会議 

3月　9日 �平成28年度編集計画会議 

3月　3日 �4月号編集会議 

3月28日 �4月号校正会議 

6．各種団体等との協力 （1）日本年金機構との協 �広報誌「社会保険ぎふ」の編集、記事情報提供 

力連携 （2）全国健康保険協会と �社会保険事務講習会、年金制度講習会への講師派遣 

社会保険冊子作成にかかる内容確認等の支援　　等 

健康ウオーキングを共催 
の協力連携 （3）社会保険委員会活動 �道の駅紙上ウオーキングを共催 

広報誌「社会保険ぎふ」の編集、記事情報提供 

社会保険事務講習会への講師派遣 

社会保険冊子作成にかかる内容確認等の支援　　等 

年金シニアライフセミナーを共催 
への協力 （4）企業・団体等との事 �年金委員への月刊「社会保険」誌配付の助成 

年金委員研修会への健康づくり講師の無料派遣 

広報誌「社会保険ぎふ」に委員インタビュー記事を掲載して、年金委員 

活動を紹介 

社会保険委員会事務の受託 

明宝特産物加工㈱と共催　［あまご釣り大会］ 

業協力（共催・協賛 �岐阜バス観光㈱の協賛　［健康ウオーキング］ 

等） �東鉄観光㈱の協賛　［健康ウオーキング］ 

フェザー安全剃刀㈱の協賛　［テニス大会］ 

大福製紙㈱の協賛　［テニス大会］ 

㈱サンクラフトの協賛　［健康づくりボウリング大会］ 

（一財）位山ふれあいの里の協賛［健康づくりボウリング大会］ 

明宝温泉湯星館の協賛　［健康づくりボウリング大会］ 

㈱槌谷の協賛［健康づくりボウリング大会］ 
ホテルパストールの協賛［健康づくりボウリング大会］ 

他県社会保険協会との協力連携 

温泉宿泊助成券の配付事業を愛知・富山・静岡・三重 ���・石川・福井・ 
滋賀・山梨県と合同実施 

岐阜県社会保険労務士会との協力連携 


