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●算定基礎届の提出をお願いします
●健診結果を活用しよう！特定保健指導
●ジェネリック医薬品で未来を笑顔に！

社会保険
健康で安心できる暮らしのために…

SHAKAIHOKEN Gifu

令和4年 6-7月
62022.
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　「被保険者報酬月額算定基礎届」は、７月１日現在における被保険者（及び70歳以上被用者）につい
て、本年４・５・６月に支給された総報酬を届出いただき、新しい標準報酬月額を決定するための届書
です。決定された標準報酬月額は今後の報酬に著しい変動がない限り、本年９月から翌年８月までの
保険料や、給付金・年金額の計算の基礎となります。

届出用紙は各事業所に６月中に送付されますので、「被保険者報
酬月額算定基礎届」を名古屋広域事務センターへ郵送してくださ
い。なお、「被保険者報酬月額算定基礎届 総括表」は廃止されまし
たので提出は不要です。

日
本年金機構

Japan Pension Se
rvi

ce

提出をお願いします

手続きの簡素化及び迅速化が見込める電子申請が便利です。ぜひご利用ください。
電子申請による届出の詳細については、日本年金機構ホームページをご覧ください。

提出時期
提 出 先
提出方法

◆
◆
◆

令和4年7月1日（金）～7月11日（月）
名古屋広域事務センター
電子申請 または 郵送（電子媒体または紙媒体）

被保険者の氏名等を印字している「算定基礎届」は、
5月19日までに日本年金機構で入力処理した情報を
もとに作成しています。

保健師などの国家資格を
もつ健康のプロフェッショ
ナルがあなたの健康をサ
ポートします！将来の重大
な病気を防ぎましょう！

指導という名称ですが、実際は
個人に合わせた効果的で無理
のない「アドバイス」です。厳
しい指導ではなく、むしろ〝や
さしい”ので安心です。

●5月31日以前に資格取得（社会保険に加入）した被保険者
の情報が記載されていない場合は、「算定基礎届」に直接
氏名等を追記してください。このほか、各種届書の提出日
によって情報が記載されていない場合がありますので、
必要に応じて「算定基礎届」へ修正・追記をお願いします。

7月11日（月）
までに
届け出を！
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手続き時期・場所及び提出方法

ご不明な点はお電話でお尋ねください

「総括表」の提出は不要となりました。

◆電子申請の場合

◆郵送の場合

ねんきん加入者ダイヤル ☎ 0570-007-123

●名古屋広域事務センターへ提出してください。
●「算定基礎届」の提出書類以外は同封しない
よう、ご協力をお願いいたします。CDやDVD
等電子媒体での届出の場合も同様です。

〒460-8565
名古屋市中区錦1-18-22名古屋ATビル日本年金機構名古屋広域事務センター宛

日本年金機構　電子申請 日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp/）検索

届出用紙送付時に同封してい
る返信用封筒をご使用ください

お願い

算定基礎届の提出にあたっては、日本年金機構ホーム
ページに掲載した資料や動画等をご覧いただき、記入
漏れや誤り等のないようよろしくお願いします。

電子申請

電子申請は
迅速で便利です。

詳しくはこちら
→

いいえ、無料なんです。
「タダで健康になれちゃう」
と思って、一度受けてみま
しょう。ちなみに、特定保健
指導の実施率は保険料率
に影響します。

健康サポートで

健診を受けた結果、「メタボリックシンドローム」のリスクのある40歳から74歳までの方を
対象に行われる健康サポートです。自らの健康に関するセルフケア（自己管理）ができるように、
保健師・管理栄養士等が寄り添ってサポートします。

●健康サポート（特定保健指導）とは？

健診結果を活用しよう！
特定保健指導

以下の３つが重要です！
　①日々の生活で健康づくりに取り組み、自分の健康状態を確認するために健診を毎年受ける。
　②生活習慣の改善が必要な方は、健康サポート（特定保健指導）を利用する。
　③医療機関への受診が必要な方は、医療機関に受診する。

●メタボリックシンドロームや生活習慣病にならないためには？

従業員の皆さまが元気に働くためには、何より健康でなくてはなりません。職場の明るい雰囲気や
快適な職場づくり、さらには事業所の生産性の向上に欠かせない要素の１つです。
協会けんぽから特定保健指導の案内が事業所に届きましたら、事業主の皆さまから該当された方に、
特定保健指導を受けていただくようお声掛けをお願いいたします。

●事業主の皆さまへのお願い

血糖値血糖値

withコロナ時代にあわせ
ICT面談を導入しました！
スマホやパソコンで受けられ
ます。
＊主に外部委託先による実施となります。

血圧
血圧

こんな心
配は

ご無用！

保健師で
す！

基準値
超えさせ

ない！ プロがサポート！

基準値 基準値

出かけたくない
んですけど・・・

お金とられるん
じゃないの？

「指導」される・・・
というのがイヤ
なんだけど

ブロック！
！

ブロック！
！生活習慣病を生活習慣病を

　 058-255-5159協会けんぽ岐阜支部 保健グループ
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ジェネリック医薬品で未来を笑顔に！

　  058-255-5155（代表）
【電話受付時間】8：30～17：15（土・日・祝日 年末年始を除く）

岐阜支部

〒500-8667 岐阜市橋本町2-8 濃飛ニッセイビル 14階
協会けんぽ　岐阜 検索

●他言語による閲覧ができるようになりました。
●申請書のダウンロードもできます。
　※各種申請手続きは郵送で受け付けています。

協会けんぽのホームページもご覧ください。

現在一部のジェネリック医薬品におきまして、供給不足や欠品が生じ
ており、切り替えを希望されても難しい場合があります。
切り替えを希望される方は、医療機関や薬局とよくご相談ください。

＊加入者がジェネリック医薬品を全く使用していなかった場合の医療費と全てジェネ
リック医薬品を使用した場合の医療費の差額を試算したものです。

もし、協会けんぽの加入者の皆さまが
全てジェネリック医薬品に切り替えると・・・

使用割合が100％になった場合

医療保険制度を未来に
つないでいくための

取り組みはこちらから→

ジェネリック
医薬品ならではの
様々な工夫が
ある場合も！

ジェネリック医薬品は、効き目や安全性が先発医薬品と同等と厚生労働省から認められた、安価なお薬
です。研究開発コストが抑えられるため、先発医薬品よりも３～５割程度安くなる場合もあります。

未来の子どもたちのために
今後もジェネリック医薬品を！

イメージ

小さい！ 細かい！ 苦くない！
口の中で
溶ける！

成分は同じ 。
小型化

粒子を小さく。
ザラつき感を抑える

マスキング技術で
飲みやすく。

苦味をコーティング
OD錠（口腔内崩壊錠）に。
水無しでも飲める

ジェネリック医薬品は患者さんや医療関係者の声を活かし、
従来のお薬より飲みやすく工夫されているものもあります。

医師または薬剤師に
ジェネリック医薬品への切り替え
についてご相談ください。

ジェネリック医薬品の使用は
日本の医療保険制度の維持につながります。

仮定 仮定

全て
先発医薬品

医
療
費（
薬
剤
費
）

全て
ジェネリック
医薬品

約
4,300億円

溶ける！

ジェネリック
医薬品に変更
したいんですが

合計約

4,300億円の
医療費の軽減が
見込めます。

希望を伝えるため
保険証やお薬手帳に貼る
シールをご用意しています。

▼ご希望の場合は下記までご連絡ください。
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弊社独自の朝のルーティーンは継続することで、運動不足改善、心身のリフレッシュ・リ
ラックス効果、情報共有や自己啓発、意識・意欲向上、人材育成など、様々な効果を実感し
ています。また、コロナ禍で試みた「カフェdeワークデー」は若いスタッフに好評で、継続し
ています。今後は、ワーケーションの実施や更なる女性活躍の推進、地域貢献やスタッフ
数拡大を目標に掲げ、知恵と情熱をもって全スタッフで邁進していきます。

上）運動不足解消やリフレッシュにつながっ
ている朝の30分ウォーキング。
下）カフェに集まり仕事をする「カフェdeワー
クデー」は大切なコミュニケーションの場。

地域密着でホームページ制作・運営、経営コンサルなどを行う。
在宅ワーク定着、独自の心身健康サポートにより意欲と生産性向上。

■本社：中津川市茄子川207-6
■設立：2013年　創業2007年　
■従業員数：7人
■事業：ホームページの制作・運営管理
業務を中心に、経営コンサルティングや
セミナー開催、広告デザイン業務など幅
広い事業を展開。

経営理念『人の役に立つことを、地球のためになることを、今すぐやろう。 先に延ばすことの
ないように。この道は一度しか通らない道だから。』のもと、20代30代の若いスタッフや子
育て世代の女性が主役となり、多様なネットワークを生かしながらホームページ関連業務
を主に幅広く事業を展開しています。健康経営アドバイザーの資格を持つ社長・役員が中
心となって様々な施策を実践し、「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業」に登録、「健康
経営優良法人2022ブライト500」「ぎふ健康経営認定事業所」に認められました。

共に働くスタッフの「心身の健康」が会社経営の基本。コロナ禍で在宅ワークやリモート会
議などが定着し、ワークライフバランスが促進され、子育て中でも仕事がしやすく誰もが活
躍できる環境になりました。一方で、それらに伴い必要となる就業規則の見直し、巣ごもり
による運動不足やコミュニケーション不足の改善などを、主役である若い世代の意向を組
み取りながら対応し実践。生産性向上や事業の発展につながっています。

◆朝のルーティーン　各自リモートでの参加
①5分 あいさつ（発声）　②30分 ウォーキング
③15分ミーティング
（良かった事を報告・共有、書籍「職場の教養」輪読など）
◆働き方改革とコミュニケーション推進　
・フレックスタイム導入　・在宅ワーク、リモート会議定着
・カフェdeワークデー（月約1回、カフェにて対面で仕事）
＊目標　ワーケーション実施、地域貢献（おいでん祭に
神輿参加）、女性活躍推進とスタッフ数拡大

◆健康診断・早期発見・予防対策
・健康診断受診率　保健指導受診率　
  禁煙率 100％
・毎月1名以上保健師による健康相談
・コロナ対策：検査キットやマスク配布
◆健康増進・こころの健康づくり
・有給取得率 100%　
・健康セミナー開催（食、体×心×経済）
・スマホ連動のストレスチェック機器導入

●健康経営推進の理念は？　
会社経営の基本は「スタッフの心身の健康」、発展の源は「若い世代が主役」。

●具体的な取り組みは？　
朝のルーティーン、カフェdeワークデーなど独自の取り組みにチャレンジ、継続。

ぎふ健康経営認定事業所のご紹介

●代表取締役社長の丸山敏昭さんにお話を聞きました

社会保険協会 事 業 の ご 案 内 只今受付中！ ［　］は申し込み期間

本誌と同封の案内チラシをご覧ください。
⃝年金制度講習会　［開催日の1週間前締切］

7月20日（水） 大垣市情報工房
7月21日（木） OKBふれあい会館
7月26日（火） 高山市民文化会館
7月27日（水） OKBふれあい会館
8月  2日（火） セラトピア土岐
8月  9日（火） 関市文化会館

⃝年金シニアライフセミナー　［開催日の1週間前締切］
7月31日（日） 大垣市情報工房
8月  7日（日） OKBふれあい会館
8月21日（日） 高山市民文化会館
8月28日（日） セラトピア土岐
9月  4日（日） みのかも文化の森

⃝各支部の事業
所属支部の会員事業所の方が対象となります。
▪飛騨支部　健康ウォーキング
　　　　　　　　7月24日（日）開催  ［7月6日締切］
▪西濃支部　プール利用券の配付
　　  ［7月6日締切］

岐阜県社会保険協会ホームページをご覧ください。
⃝日帰り温泉助成券［通年］
⃝温泉宿泊助成券［通年］
⃝ボウリング利用補助券［通年］
⃝施設利用会員証［通年］
⃝健康づくりアドバイザーの無料派遣［通年］
⃝健康づくりDVD無料貸出サービス［通年］
⃝紙上ウォーキング［通年］
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（一財）岐阜県社会保険協会会費納入の御礼

令和3年度の事業・決算の報告

●令和３年度事業報告

詳細はホームページをご覧ください。（http://www.gishakyo.or.jp/）

１. 社会保険制度普及啓発事業

社会保険協会の趣旨にご理解とご賛同をいただくとともに、会費の納入を賜り厚く御礼申し上げます。
今後とも会員様のニーズに沿った事業運営に努めてまいりますので、引き続き当協会に対しましてご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　事業内容と決算について、次のとおりご報告いたします。

令和４年度の事業計画・予算
　令和4年度の事業計画と予算について、
次のとおりご報告いたします。

(1) 広報誌の発行
　機関紙「社会保険ぎふ」を偶数月に発行し、社
会保険の届出や申請を漏れなく正確にしてい
ただくことに努めた。 発行部数約88,000部

(2) 社会保険冊子等の配付
　「わかりやすい社会保険の手引き」の冊子を
作成、事業主等に配付し、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。発行部数15,100部

(3) 社会保険委員会の支援
　年金委員に社会保険制度を正しく理解していた
だくため、月刊「社会保険」誌の配付助成をした。

1．社会保険制度普及啓発事業

２．社会保険円滑運営支援事業

(1) 広報誌の発行

(2) 社会保険冊子等の配付

(3) 社会保険委員会の支援

(1) 社会保険事務講習会の開催

(2) 年金制度講習会の開催

(3) 年金シニアライフセミナーの開催

３．健康啓発事業
(1) 健康づくり講師の無料派遣

(2) 健康啓発DVDの無料貸出

５．その他事業
(1) マネジメント・セミナーの開催
(2)参考図書の斡旋

４．健康づくり事業
(1)フリータイムコンペ式
　ボウリング大会の開催
(2)健康ウォーキングの開催
(3)スキーリフト補助券の配付
(4)ボウリング利用補助券の配付
(5)温泉宿泊助成券の配付
(6)日帰り温泉助成券の配付
(7)紙上ウォーキングの実施
(8)全国宿泊施設等の優待事業の実施
(9)家庭常備薬等の斡旋
(10)支部独自事業
　あまご釣り大会、テニス大会、ソフトミ
ニバレーボール大会の開催。西濃プー
ル利用券、県美術館観覧補助券、恵那
スケート場利用券の配付。

(5) 温泉宿泊助成券の配付
　下呂温泉、岐阜長良川温泉の旅館組合加盟旅
館に宿泊した際の割引助成券を配付。

　配付枚数750事業所へ27,765枚
(6) 日帰り温泉助成券の配付
　県内６箇所の日帰り温泉施設を利用した際の割
引助成券を配付。

　配付枚数1,270事業所へ62,988枚
(7) 紙上ウォーキングの実施
　歩いた歩数を記録し、ウォーキングマップ上で伊
能忠敬が歩いた日本の海岸線を巡ったと仮定し
た仮想ウォーキング（福井県若狭町から秋田県
まで全行程1,650ｋｍ）を実施。

　申込者538名、完歩申出者169名
(8) 全国宿泊施設等の優待事業の実施
　全国社会保険協会連合会が契約した全国の宿
泊施設等について、優待料金で利用できる「施設
利用会員証」を配付。配付枚数15事業所へ47枚

(9) 家庭常備薬等の斡旋
　疾病予防と健康管理の一環として、特納品など
の家庭常備薬等の斡旋事業を年2回実施。

　申込件数1,686件
(10)支部独自事業
　ソフトミニバレーボール大会の開催、県美術館
観覧補助券、恵那スケート場利用券の配付

３． 健康啓発事業
(1) 健康づくり講師の無料派遣
　健康づくり講師を無料派遣し、職場での健康
づくりの意識高揚を図り、健全な心身のもとで
就労できるよう支援した。

　実施回数22回837名参加
(2) 健康啓発ＤＶＤの無料貸出
　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、健康づくりについて
の普及奨励に努めた。14事業所へ22本貸出

５．その他事業
(1) マネジメント・セミナーの開催
　例年、職場管理や社員育成等の講習会を開催し
ているが、令和4年4月から順次実施される年金
制度の改正についての説明会を開催した。

　県下2会場105名参加
(2) 参考図書の斡旋
　健康づくりや社会保険に関する図書を
　廉価で購入できるよう紹介した。

(1) フリータイムコンペ式ボウリング大会の開催
　県下8ボウリング場にて、16事業所58名参加
(2) 健康ウォーキングの開催
　馬籠・妻籠など計3回、43事業所91名参加
(3) スキーリフト補助券の配付
　契約10スキー場の共通リフト補助券を配付。
　配付枚数731事業所へ19,260枚
(4) ボウリング利用補助券の配付
　「２ゲーム以上利用での１ゲーム無料券
　（一部会員料金で利用できる割引券）」を配付。
　配付枚数668事業所へ27,334枚

２. 社会保険円滑運営支援事業
(1) 社会保険事務講習会の開催
　社会保険事務担当者を対象に、社会保険制度
や事務手続きについて周知を図った。

　春と秋に開催し、県下13会場628名参加
(2) 年金制度講習会の開催
　社会保険事務担当者や被保険者を対象に、複
雑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。県下6会場181名参加

(3) 年金シニアライフセミナーの開催
　年金の受給を間近に控えた被保険者等を対
象として、社会保険制度の知識、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。県下2会場71名参加

●令和３年度収支決算
【収入】

【支出】

会費収入　　　　　　　　　
基本財産・特定資産運用収入　
事業収入                    
雑収入　                  
計　　　　　　　　　

52,463,195
8,195

1,041,810
851,474

54,364,674

事業費支出　　　　　　　　　
　社会保険制度普及啓発事業 
　社会保険円滑運営支援事業
　健康啓発事業   
　健康づくり事業
　その他事業
管理費支出
計　　　　　

42,622,613
(19,641,050)
(7,950,852)
( 1,487,074)

    (12,924,161)
（619,476）

　　　　　　　　　13,288,045
55,910,658

（円）

（円）

◇当期増減額　　　          　　　   △1,545,984

●令和４年度収支予算
【収入予算額】

【支出予算額】

会費収入　　　　　　　　　
基本財産・特定資産運用収入　
事業収入                    
雑収入　                  
計
◇取崩予算額

53,000,000
9,000

4,133,000
123,000

57,265,000
8,000,000

事業費支出　　　　　　　　　
管理費支出
計　　　　　

49,543,000
  15,722,000
65,265,000

（円）

（円）

４． 健康づくり事業
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。

●令和４年度事業計画

岐阜県社会保険協会の役員は次のとおりです。

ご　挨　拶

会長　廣田　孝昭

　向暑の候、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
また、皆様にはコロナ禍にあってご精励のことと拝察申
し上げます。
　平素は当協会の事業運営に多大なるご支援とご協力
を賜り、厚く御礼申し上げます。
　当協会は、昭和22年に設立されて以来、県内の社会
保険加入事業所を会員として、広報誌「社会保険ぎふ」
の発行や当協会オリジナルテキストを使用した社会保
険事務講習会や年金制度講習会を開催して、社会保険
制度の周知・啓発に努めるとともに、「健康で心豊かな
生活」を目指して、県内約14,000の会員事業所の被保
険者とその家族の健康と福利の増進を目的とした健康
づくり事業や福利厚生事業を実施し、心身の健康づくり
のお手伝いをしています。

　オリジナルテキストの「わかりやすい社会保険の手引
き」は、会員事業所のみならず、社会保険労務士の方な
どの参考冊子としてもご活用いただいています。
　健康づくり事業では、毎日歩いた歩数を記録して、あ
らかじめ設定したコースを仮想でウォーキングをしてい
く「紙上ウォーキング」や、開催期間中ご都合の良いとき
にプレイをしていただき、その結果で成績を決める「フ
リータイムコンペ式ボウリング大会」などを実施し、楽し
く参加できるとご好評をいただいております。
　また、福利厚生事業では、「温泉宿泊助成券」「日帰り
温泉助成券」「ボウリング利用補助券」「スキーリフト補
助券」の配付や「家庭常備薬等の斡旋」事業などを行
い、大変多くの皆様にご利用いただいております。
　これからも、新型コロナウイルス感染拡大を予防する
ための「新しい生活様式」の中で、楽しくご利用や参加を
していただける事業の推進に努めてまいります。
　最後に、コロナ禍の一日も早い収束と、会員の皆様の
益々のご発展とご健勝を祈念申し上げて挨拶とさせて
いただきます。
　

事業運営委員

監　事

会　長

副会長

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

常務理事

廣田　孝昭
楠井　宏和
白木　　武
加藤　明彦
久留宮裕司
水野　敏秀
林　　新市
柿下　一也
水向　敏朗
岸田　英三
名畑　和永
野中　一起
北山　庸夫
田口　伸治

ヒロタ㈱

㈱十六銀行

㈱エスラインギフ

㈱岡本

㈱市川工務店

東濃鉄道㈱

瑞浪精機㈱

太平洋工業㈱

関ヶ原石材㈱

フェザー安全剃刀㈱

明宝特産物加工㈱

野中石油㈱

飛騨産業㈱

一般財団法人 
岐阜県社会保険協会

下野　康雄

長谷　和治

吉田　裕之

酒井　謙治

田島　禎行

大橋新太郎

鷲見　領二

柴田　麻善

梅村　　綠

大島　義信

島田　　徹

武馬　宏治

上山　雅正

三浦　　聡

後藤　元晴

加藤　金敏

亀山　正巳

椙岡　典昭

㈱インフォファーム

長谷虎紡績㈱

㈱文溪堂

天龍ホールディングス㈱

㈱田幸

㈱大垣鐵工所

岐阜乗合自動車㈱

㈱ギフ加藤製作所

㈱パールイデア

濃飛倉庫運輸㈱

㈱松波テクノ

東海理化NExT㈱

上山製陶㈱

東濃陶器㈱

美濃工業㈱

市之倉陶磁器工業協同組合

山本石油㈱

㈱椙岡組

髙木　健志

山本美奈子

高木　　誠

小川　優二

高橋　　宏

山口　勝重

渡辺　　要

牛丸　昌弘

渡邉　尚文

吉本　俊一

タカケンサンシャイン㈱

ミズノテクニクス㈱

㈱ナイガイテキスタイル

協同印刷㈱

KYB㈱ 

フタムラ化学㈱ 岐阜工場

大福製紙㈱

神岡鉱業㈱

㈱ハウテック

㈱駿河屋魚一

遠藤　光彦

小関　智晶

㈱安部日鋼工業

㈱KVK

理　事 評議員

名誉顧問
岡本　太右衛門 ㈱岡本

杉原　英樹 日本レヂボン㈱
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（一財）岐阜県社会保険協会会費納入の御礼

令和3年度の事業・決算の報告

●令和３年度事業報告

詳細はホームページをご覧ください。（http://www.gishakyo.or.jp/）

１. 社会保険制度普及啓発事業

社会保険協会の趣旨にご理解とご賛同をいただくとともに、会費の納入を賜り厚く御礼申し上げます。
今後とも会員様のニーズに沿った事業運営に努めてまいりますので、引き続き当協会に対しましてご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　事業内容と決算について、次のとおりご報告いたします。

令和４年度の事業計画・予算
　令和4年度の事業計画と予算について、
次のとおりご報告いたします。

(1) 広報誌の発行
　機関紙「社会保険ぎふ」を偶数月に発行し、社
会保険の届出や申請を漏れなく正確にしてい
ただくことに努めた。 発行部数約88,000部

(2) 社会保険冊子等の配付
　「わかりやすい社会保険の手引き」の冊子を
作成、事業主等に配付し、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。発行部数15,100部

(3) 社会保険委員会の支援
　年金委員に社会保険制度を正しく理解していた
だくため、月刊「社会保険」誌の配付助成をした。

1．社会保険制度普及啓発事業

２．社会保険円滑運営支援事業

(1) 広報誌の発行

(2) 社会保険冊子等の配付

(3) 社会保険委員会の支援

(1) 社会保険事務講習会の開催

(2) 年金制度講習会の開催

(3) 年金シニアライフセミナーの開催

３．健康啓発事業
(1) 健康づくり講師の無料派遣

(2) 健康啓発DVDの無料貸出

５．その他事業
(1) マネジメント・セミナーの開催
(2)参考図書の斡旋

４．健康づくり事業
(1)フリータイムコンペ式
　ボウリング大会の開催
(2)健康ウォーキングの開催
(3)スキーリフト補助券の配付
(4)ボウリング利用補助券の配付
(5)温泉宿泊助成券の配付
(6)日帰り温泉助成券の配付
(7)紙上ウォーキングの実施
(8)全国宿泊施設等の優待事業の実施
(9)家庭常備薬等の斡旋
(10)支部独自事業
　あまご釣り大会、テニス大会、ソフトミ
ニバレーボール大会の開催。西濃プー
ル利用券、県美術館観覧補助券、恵那
スケート場利用券の配付。

(5) 温泉宿泊助成券の配付
　下呂温泉、岐阜長良川温泉の旅館組合加盟旅
館に宿泊した際の割引助成券を配付。

　配付枚数750事業所へ27,765枚
(6) 日帰り温泉助成券の配付
　県内６箇所の日帰り温泉施設を利用した際の割
引助成券を配付。

　配付枚数1,270事業所へ62,988枚
(7) 紙上ウォーキングの実施
　歩いた歩数を記録し、ウォーキングマップ上で伊
能忠敬が歩いた日本の海岸線を巡ったと仮定し
た仮想ウォーキング（福井県若狭町から秋田県
まで全行程1,650ｋｍ）を実施。

　申込者538名、完歩申出者169名
(8) 全国宿泊施設等の優待事業の実施
　全国社会保険協会連合会が契約した全国の宿
泊施設等について、優待料金で利用できる「施設
利用会員証」を配付。配付枚数15事業所へ47枚

(9) 家庭常備薬等の斡旋
　疾病予防と健康管理の一環として、特納品など
の家庭常備薬等の斡旋事業を年2回実施。

　申込件数1,686件
(10)支部独自事業
　ソフトミニバレーボール大会の開催、県美術館
観覧補助券、恵那スケート場利用券の配付

３． 健康啓発事業
(1) 健康づくり講師の無料派遣
　健康づくり講師を無料派遣し、職場での健康
づくりの意識高揚を図り、健全な心身のもとで
就労できるよう支援した。

　実施回数22回837名参加
(2) 健康啓発ＤＶＤの無料貸出
　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、健康づくりについて
の普及奨励に努めた。14事業所へ22本貸出

５．その他事業
(1) マネジメント・セミナーの開催
　例年、職場管理や社員育成等の講習会を開催し
ているが、令和4年4月から順次実施される年金
制度の改正についての説明会を開催した。

　県下2会場105名参加
(2) 参考図書の斡旋
　健康づくりや社会保険に関する図書を
　廉価で購入できるよう紹介した。

(1) フリータイムコンペ式ボウリング大会の開催
　県下8ボウリング場にて、16事業所58名参加
(2) 健康ウォーキングの開催
　馬籠・妻籠など計3回、43事業所91名参加
(3) スキーリフト補助券の配付
　契約10スキー場の共通リフト補助券を配付。
　配付枚数731事業所へ19,260枚
(4) ボウリング利用補助券の配付
　「２ゲーム以上利用での１ゲーム無料券
　（一部会員料金で利用できる割引券）」を配付。
　配付枚数668事業所へ27,334枚

２. 社会保険円滑運営支援事業
(1) 社会保険事務講習会の開催
　社会保険事務担当者を対象に、社会保険制度
や事務手続きについて周知を図った。

　春と秋に開催し、県下13会場628名参加
(2) 年金制度講習会の開催
　社会保険事務担当者や被保険者を対象に、複
雑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。県下6会場181名参加

(3) 年金シニアライフセミナーの開催
　年金の受給を間近に控えた被保険者等を対
象として、社会保険制度の知識、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。県下2会場71名参加

●令和３年度収支決算
【収入】

【支出】

会費収入　　　　　　　　　
基本財産・特定資産運用収入　
事業収入                    
雑収入　                  
計　　　　　　　　　

52,463,195
8,195

1,041,810
851,474

54,364,674

事業費支出　　　　　　　　　
　社会保険制度普及啓発事業 
　社会保険円滑運営支援事業
　健康啓発事業   
　健康づくり事業
　その他事業
管理費支出
計　　　　　

42,622,613
(19,641,050)
(7,950,852)
( 1,487,074)

    (12,924,161)
（619,476）

　　　　　　　　　13,288,045
55,910,658

（円）

（円）

◇当期増減額　　　          　　　   △1,545,984

●令和４年度収支予算
【収入予算額】

【支出予算額】

会費収入　　　　　　　　　
基本財産・特定資産運用収入　
事業収入                    
雑収入　                  
計
◇取崩予算額

53,000,000
9,000

4,133,000
123,000

57,265,000
8,000,000

事業費支出　　　　　　　　　
管理費支出
計　　　　　

49,543,000
  15,722,000
65,265,000

（円）

（円）

４． 健康づくり事業
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。

●令和４年度事業計画

岐阜県社会保険協会の役員は次のとおりです。

ご　挨　拶

会長　廣田　孝昭

　向暑の候、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
また、皆様にはコロナ禍にあってご精励のことと拝察申
し上げます。
　平素は当協会の事業運営に多大なるご支援とご協力
を賜り、厚く御礼申し上げます。
　当協会は、昭和22年に設立されて以来、県内の社会
保険加入事業所を会員として、広報誌「社会保険ぎふ」
の発行や当協会オリジナルテキストを使用した社会保
険事務講習会や年金制度講習会を開催して、社会保険
制度の周知・啓発に努めるとともに、「健康で心豊かな
生活」を目指して、県内約14,000の会員事業所の被保
険者とその家族の健康と福利の増進を目的とした健康
づくり事業や福利厚生事業を実施し、心身の健康づくり
のお手伝いをしています。

　オリジナルテキストの「わかりやすい社会保険の手引
き」は、会員事業所のみならず、社会保険労務士の方な
どの参考冊子としてもご活用いただいています。
　健康づくり事業では、毎日歩いた歩数を記録して、あ
らかじめ設定したコースを仮想でウォーキングをしてい
く「紙上ウォーキング」や、開催期間中ご都合の良いとき
にプレイをしていただき、その結果で成績を決める「フ
リータイムコンペ式ボウリング大会」などを実施し、楽し
く参加できるとご好評をいただいております。
　また、福利厚生事業では、「温泉宿泊助成券」「日帰り
温泉助成券」「ボウリング利用補助券」「スキーリフト補
助券」の配付や「家庭常備薬等の斡旋」事業などを行
い、大変多くの皆様にご利用いただいております。
　これからも、新型コロナウイルス感染拡大を予防する
ための「新しい生活様式」の中で、楽しくご利用や参加を
していただける事業の推進に努めてまいります。
　最後に、コロナ禍の一日も早い収束と、会員の皆様の
益々のご発展とご健勝を祈念申し上げて挨拶とさせて
いただきます。
　

事業運営委員

監　事

会　長

副会長

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

常務理事

廣田　孝昭
楠井　宏和
白木　　武
加藤　明彦
久留宮裕司
水野　敏秀
林　　新市
柿下　一也
水向　敏朗
岸田　英三
名畑　和永
野中　一起
北山　庸夫
田口　伸治

ヒロタ㈱

㈱十六銀行

㈱エスラインギフ

㈱岡本

㈱市川工務店

東濃鉄道㈱

瑞浪精機㈱

太平洋工業㈱

関ヶ原石材㈱

フェザー安全剃刀㈱

明宝特産物加工㈱

野中石油㈱

飛騨産業㈱

一般財団法人 
岐阜県社会保険協会

下野　康雄

長谷　和治

吉田　裕之

酒井　謙治

田島　禎行

大橋新太郎

鷲見　領二

柴田　麻善

梅村　　綠

大島　義信

島田　　徹

武馬　宏治

上山　雅正

三浦　　聡

後藤　元晴

加藤　金敏

亀山　正巳

椙岡　典昭

㈱インフォファーム

長谷虎紡績㈱

㈱文溪堂

天龍ホールディングス㈱

㈱田幸

㈱大垣鐵工所

岐阜乗合自動車㈱

㈱ギフ加藤製作所

㈱パールイデア

濃飛倉庫運輸㈱

㈱松波テクノ

東海理化NExT㈱

上山製陶㈱

東濃陶器㈱

美濃工業㈱

市之倉陶磁器工業協同組合

山本石油㈱

㈱椙岡組

髙木　健志

山本美奈子

高木　　誠

小川　優二

高橋　　宏

山口　勝重

渡辺　　要

牛丸　昌弘

渡邉　尚文

吉本　俊一

タカケンサンシャイン㈱

ミズノテクニクス㈱

㈱ナイガイテキスタイル

協同印刷㈱

KYB㈱ 

フタムラ化学㈱ 岐阜工場

大福製紙㈱

神岡鉱業㈱

㈱ハウテック

㈱駿河屋魚一

遠藤　光彦

小関　智晶

㈱安部日鋼工業

㈱KVK

理　事 評議員

名誉顧問
岡本　太右衛門 ㈱岡本

杉原　英樹 日本レヂボン㈱
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地域貢献／地域活性化 応援ページ

ホームページ facebook

（川遊び・ツリークライミングなど/有料）
子どもを対象とした自然体験活動

　当会では、微力ながら山や川、竹林整備の活動を行ってきまし
たが、作業者の高齢化や運営費など困難な状況が続いており、
皆さまからのご寄付や助成金などにより日々努力をしています。
運営のお手伝いや当会会員を随時募集しています。貴社のＳＤＧｓ
活動の一環として、是非、ご賛同をいただき継続的な運営に
ご協力をお願い申し上げます。

森林づくりに関わる物品販売・受託作業を実施しています
木炭・薪・木酢液等の販売や、間伐や庭木の伐採、竹林の整備の受託作業を実施しています。
お気軽にお問い合わせください。

　私たちの身の回りにある森林を見つめ直し、森林資源の
活用・森林保全整備及び自然体験学習活動を行い、豊か
な森林づくりに寄与することを目的に活動をしています。

詳しくは、当会までお問い合わせください。  （TEL 0573-65-1366）

認定NPO法人制度とは
市民や企業等の寄付によるNPO法人の活動への支
援が一層大きくなることを目的とした制度です。
認定NPO法人は、運営組織および事業活動が適正
で、公益性が一定の基準に適合しているとして、所轄
庁より認定されます。認定NPO法人になると、その
法人へ寄付をした市民や企業等が、税制上の優遇を
受けることができます（寄付金控除）。


